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パチンコスロットを 

最短最速で学び 

（まずは）月２０万円稼げ！ 

P/Sマニュアル 

〜〜〜〜〜〜〜 

 

はじめまして。 

あにまーるともうします。 

（ご存知の方はいつもありがとございます＾＾） 

今回は私からのプレゼントを受け取っていただき 

ありがとうございます＾＾ 

 

このマニュアルは 

 

【パチンコ・スロットの教科書】 
 

だと思っていただいてかまいません。 

 

現在負けている方や 

そもそも勝てないと思っている方、 

月に１０万円稼げない方向けの内容です。 



現在２０万円以上稼げている方にとっては 

あくびが出るほど当たり前の事が書いてあります。 

（でも一度読んでくれると嬉しいです笑） 

 

逆にいえば、 

こういう基礎の基礎的な情報は少ないことが現状です。 

少ないというか、探せばありますが、 

探し当てる事ができない。 

まとめられたものが少ない。 

結果、初心者や負けている方が増える… 

だったら私が作ってしまおうということで、 

このマニュアルをプレゼントさせていただきます。 

 

（作り始めたはいいものの、勢い余って４００００文字、原稿用紙換算で１００枚以上書い

てしまいました…） 

 

 

このマニュアルを読めば 

稼げないものだなんて思わないだろうし、 

真剣に学んでみようと思えるものです。 

『現実的に２０万稼ぐ足がかり』にかならずなります。 

 

学んで行動すればかならず結果になるものですので、 

月に２０万稼げていない方は 

まずは最初から最後まで読んでみてください。 

 

いま流行の動画も無いし、 

【明日から１００万円稼げる！】 

なんて華やかなものも書いてありませんが、 

本当に稼ぐための基礎の基礎が書いてあります。 

これを見れば、間違いなく基礎はつかめます。 

 

 



 

ただし… 

 

パチンコスロットは勝てるものですが、 

基礎を知らなければ全く勝てません。 

いつまでたっても、負け組のままです。 

きっと、今月も負けうる限り負けます。 

勝ったとしても一瞬で、すべて水の泡。 

 

運に身をまかせ、 

負けたら八つ当たりし、 

自己否定し、 

勤労意欲をなくし、 

人生が苦しく感じ、 

自分の価値を見失ってしまう。 

 

一生懸命稼いだお金を 

不幸のためにつかう。 

そんなの、おかしいです。 

（私は負け組だったので全部経験しました…） 

 

 

そんなこと、今日限りやめにしませんか？ 

 

こんなに勝てる情報が世の中にあるのにも関わらず 

『勝っているヤツは特殊だ』 

『ギャンブルで勝てるわけがない』 

『どうせ社会のはみだしものの勝ち方だ』 

 

などなど… 

非常にもったいないです。 

 



 

勝つ事は特殊ではないし、 

しっかり取り組めばギャンブルではないし、 

社会のはみ出しものなどというのは関係ないです。 

 

『パチンコってギャンブルなのに勝てるの？』 

『なんか難しそう』 

『世間的に嫌だ』 

『チャレンジするのが怖い』 

『頭悪くなりそう』 

etc… 

 

などなど、疑問や心配事もたくさんあると思います。 

 

恐れることは何もないです。 

明確に勝てる要素があり、 

それを忠実に打つだけです。 

 

月に５万１０万程度であれば、 

本当に誰だって稼げますし、 

どんな地域でも稼げると私は体感しています。 

 

負け続けることから、 

月に５万円稼げるようになれば… 

時間もお金もどんどん余っていきます。 

 

 

 

では余った時間やお金で何をしてほしいか？ 

私は 

『人生をより良くしてほしい』 

と願っています。 

稼ぐ事で何かを得てほしいと思っています。 



 

まずは自分を満たしてほしい。 

５万円、１０万円の喜びをかみしめてほしい。 

 

その時点で、 

パチンコ・スロットを辞めてしまってもかまわない。 

適度に１０万円ずつ、楽しみながら稼ぐこともいいですね。 

 

月に５万円ずつ貯金し、 

年に１回、旅行もありですね。 

一生懸命貯めて、 

大きく投資するのもいいですね。 

 

 

ただ… 

私が最終的に学んでほしい事は 

～～～～～～～ 

パチンコやスロットで誰よりも稼げるようになる事ではないのです。 

～～～～～～～ 

（もちろん上手いに越したことはないですが) 

 

本当に学ぶべきことは学ぶべきことは 

 

『自分の力でお金を稼ぐ感覚をかみしめる事』 

『社会のしがらみから離れて、世の中や自分と向き合う事』 

『会社に雇われるとは。自分の力で生きるとは』 

『本当の自分のやりたい事をやる事』 

『視野を広げる事』 

 

ほんとにいろいろたくさん感じてほしいですが、 

まずはパチンコやスロットで勝ち、 

どんどん成功を体感して欲しいです。 

 



つまり 

 

本当の自分探しの第一歩にしてほしいわけです！ 
 

 

私もパチンコスロットで人生をきりひらき、 

年間６００万以上稼ぐ事もできましたし、 

その経験をもとにいろいろな世界への視野も広がり、 

現在はおかげさまで会社を創ることもできました。 

 

 

 

この体感を皆さんにもしてほしい。 

もちろん起業する必要は無いですが、 

最低限、自分で稼ぐ力を身につけてほしい訳です。 

 

そのためのパチンコスロットであり、 

人生のステップアップになるもの。 

 

こんなに簡単な稼ぎ方、 

他にはあんまりないのではないかと、 

今でも思います。 

 

マニュアルの序章としてはひとまず伝え終わりました。 

最初に大事なのは 

【明日から特定機種で勝てる方法】 

でもなく 

【遠隔を見極める方法】 

でもなく 

【裏ワザで大当たり大連チャン】 

させることでもないです。 

 

 

 



～～～～～～～ 

勝てる準備をしてから 

勝てる方法を学ぶ 

～～～～～～～ 
 

これだけのことが、 

非常に大事なのです。 

これは私がパチンコ・スロットを伝授してきた経験則でもあり、 

実際に結果をだしている方々の統計論でもあります。 

 

 

 

 

ここまで長かったでしょうか？ 

もういらないや〜と感じましたか？ 

 

それとも 

 

熱い感情が出てきたでしょうか？ 

悔しい思い出が蘇ったでしょうか？ 

ワクワクしてきましたか？ 

 

私の考えが１０％でも伝わっていれば満足です 

１０回みたら１００％ですから笑 

 

嘘だと思っていても良いので、続きをご覧ください。 

 

次の章からマニュアルがスタートします。 

それでは引き続き講座をお楽しみください。 

 



 

【序章～基本的な考え方について】 
 

それではマニュアル本編のスタートです。 

 

とは言っても、まずは基礎知識から。 

ある程度の基礎知識がなければ、 

この先に間違った行動をしてしまいがちです。 

 

 

まず始めに… 

 

最初にも触れましたが 

『パチンコ・スロットはギャンブルか否か？』 

というところ。 

 

 

断言します。 

 

『ギャンブルでは無く投資』 
 

です。 

 

投資なので、 

【実質利回りがプラスになる運用】 

です。 

 

 

 



例を出すと… 

ある商品Ａを５０００円で購入して、 

１００００円で売れる見込み。 

＝５０００円の利益。 

 

P/S も同じで 

ある機種を５０００円使って当てて、 

１００００円分出る見込み。 

５０００円の利益。 

 

ざっくり言うとこんな感じです。 

 

そして得たお金をまた運用して… 

なので、理論的にはお金が増えていくわけです。 

 

 

まず、ギャンブルだという考えは捨ててください。 

これからは 

【P/Sは投資である】 

と認識して取り組んで行きましょう。 

 

投資なので、 

基本的には儲けることなのです＾＾ 

 

ちなみにパチンコ屋の客に対する還元 

（店の儲けから客側に渡るお金の割合）は 

９０％と破格なものです。 

 

これは１０００万の売り上げがあれば 

９００万はお客さんに返しているってことですね。 

 

競馬は還元率７５％ 

宝くじは４５％程度です。 

なので、競馬や宝くじはいますぐやめましょう笑 



 

競馬に週一で１万円使っている人は、 

月４回×１２カ月＝４８×１万×７５％＝３６万 

 

つまり年間１２万の負けです。 

毎年テレビ買えます。笑 

 

宝くじで３億当てるには？ 

還元５０％だとしても、 

６億使う計算ですから… 

 

理論上は 

当てた時には３億の負債がある！ 

…ということです笑 

（現実的に交換しない方もいますので、もっと低いかも） 

 

 

 

ただし！ 

パチンコ店の還元９０％と言うのは 

『勝ちを努力している人、趣味で打ってる人』 

を合わせています。 

 

なので何も知らずに適当に打ったり、 

間違った情報を元に立ち回っていると 

還元率８０％程度かもしれません… 

 

８０％だと、 

１万円使えば８０００円になり、 

週５でいけば毎週１万、毎月４万の負債。 

 

年間４８万の負債ですね！ 

安い車一台買えます… 



 

これが１１０％にする方法があるならば？ 

勝ち組に回ることができれば… 

 

１万が１１０００円に。 

週５で毎週５０００円、 

月２万の利益。 

 

年間３６万の利益、 

しかも税金がかからないとなると… 

 

テレビとブルーレイとパソコンが毎年買えちゃいますね！ 

これが毎日１０万の投資なら…？ 

 

実際は時間と投資条件、 

店舗の営業体系などによって投資上限が決まっているので、 

毎日死ぬ気で頑張っても 

年間１０００万前後ではないかと予想されます。 

 

これが高いか低いか、 

割に合うか合わないかは自分次第ですが、 

逆に言えば１０００万までは目指せるというわけです。 

 

組織をもてば、 

もっと上も可能ですが。 

 

 

要は勝ち組になればいいのですが、 

この勝ち組になる方法が 

【誰でも簡単にできてしまうところ】 

ここが素晴らしいと思います。 

 

 

 



・パチンコ店はなぜ利益を出し続けられるのか？ 
 

さて、負けるのが当たり前だと言われている P/Sですが、 

ここからは 

店側は具体的にどのように儲けが出ているかの解説です。 

 

 

ここを掴むと、 

技術を習得した時に格段に勝ちやすくなります。 

 

徐々にでもいいので 

『勝てる方法は、こうすればいいんだ！』 

というものを掴んでください＾＾ 

 

 

 

P/Sで勝つためには 

 

『店の還元部分を打ち、店の利益部分を避ける』 
 

これが勝利への道です。 

 

 

 

皆がそうすればパチンコ店はつぶれる？？ 

いえいえ、そんなことはありません。 

ではパチンコ店はどこで儲けが出ているのでしょうか？ 

 

 

 

 



１・台調整での利益 

 

パチンコを例に出しますが、 

お店の好きなように釘を調整して、 

出しやすくも出しづらくもさせることができます。 

（台の後ろにスイッチ等がついててそこをいじると当ったり外れたりするわけではない） 

※スロットでいう【設定】と同じ 

 

『店の好きな回収設定ができる』 

ということです。 

 

極端な話、 

釘の調整がすべてマイナスなら、 

どんなにたくさん当てても 

最終的には球が無くなってしまうということです。 

（これをボーダー理論と言う） 

 

実際に、パチンコ店が回収 or還元を左右する部分です。 

コレがある限り、 

店側にお客さんがくればくるほど儲けるわけです。 

 

 

 

２・換金率からの利益 

 

どのパチンコ店も、 

基本的には１球＝４円で貸し出していて、 

一度に大体１００円～１０００円を投入するとその分の球を借りられます。 

 

しかしながら、 

換金する時には１球＝３円だったり、１球＝２円のところもあります。 



 

上記で説明した 

『回転率を変えて出玉を調整する』 

に加えて、この換金ギャップも考慮する事が重要です。 

 

換金率が低いほど 

『手数料を取られている』 

事になりますが、 

反面低回転率で遊ばせてくれる店や、 

ずっと打つことで確実に利益の上がる台もあります。 

 

換金率の一番のネックは時間。 

早いうちに当ててしまえば 

球を借りることでの手数料を取られることはないのですが、 

時間がなかったり、 

出玉を早めに交換したりすると 

その分手数料のマイナスが襲ってきます。 

換金率が低いところになればなるほど粘るのが鉄則です。 

 

ただし、打ち手の全員が朝から閉店まで打つ事はありません。 

つまり、店側はこの換金ギャップにて儲けている部分もあります。 

 

 

 

３・技術介入をされない利益 
 

全て誰でもできる事ばかりなのですが、 

思ったほど実行している方は少ないです。 

（だからこそパチンコ店に利益が上がる） 

 

 



具体的な例としては 

・スタートチャッカーに入りやすい場所を狙って打つ 

・最大限に抽選を受けられる保留４になる前後でハンドルを止める 

・時短サポートチャッカー（＝チューリップと言う）に狙ってうつ 

等等… 

全て誰にでもできます。 

 

ちなみにこの技術介入をするかしないかとの差は… 

おそらく１日１００００円以上変わってきます。 

（勝つためには非常に重要です！） 

 

当然全員がやるわけもなく、 

勝てる知識を身につけている方だけが実践するので、 

店側としては利益が生みやすいわけです。 

 

 

 

４・営業時間による利益 
 

パチンコ店は営業時間が定められています。 

（基本的に風営法） 

また地域ごとの条例等を考慮したうえで 

開店時間と閉店時間を決めています。 

 

つまりは 

『儲けられる時間はここからここまで』 

と決められているのですが、 

店側としては 

『お客様はこの時間内に遊んで下さい』 

となります。 

 

ここで考えてほしいのですが、 

営業時間を過ぎてもまだ出る状態だとしたら…？ 

 



 

そう、すべては店側の利益 

（＝本来はお客に還元していた部分） 

になるわけなのです。 

 

なので、利益０の営業だとしても、 

技術・知識不足のお客様や 

閉店時間で出し切れなかったお客様がいる限り 

パチンコ店は儲けることができるのです。  

 

 

 

 

 

５・感情的価値の提供 
 

そもそも、 

一般客はなぜ負けると分かっていても通ってしまうのでしょうか？ 

 

お金が欲しいから？ 

暇だから？ 

 

答えは… 

『感情的欲求を満たすため』 

です。 

 

お金が欲しいなら、働いたらいい。 

しかし実際は、 

負けるとわかっているのに打ってします。 

 

これは 

『もしかしたら簡単に、楽してお金がもらえるかもしれない』 

という、 

『射幸心』が煽られています。 



 

『スリルを求める心を満たされる』 

とも言えます。 

 

つまり、一般客は 

パチンコ店には 

『感情を満たしてくれること』 

に（無意識に）価値を感じているので、 

お金を払うのです。 

 

こういった心理的な感情的価値がある限り、 

P/Sホールは儲け続けます。 

 

 

 

 

上記５つのポイントから、 

圧倒的にパチンコ店が有利であり、 

しかも還元している台は限定されている（絶対数がある）ので、 

ギャンブルは胴元・親が儲けるのは必然なのです。 

 

 

 

これらを知ると、 

何も考えずに、 

普通に運だけのギャンブル勝負だと 

【負けることが当たり前の世界】 

だと言えます。 

 

だからこそ、 

知らなくては打ってはいけないものであり、 

知れば知るほど勝ち組に近づく事が出来るのです。 

 



負ける方々がいるから勝てる、 

と言う点もいつまでも忘れてはいけないです。 

 

また、肝心な要素として 

【ホルコンや裏ロムで利益を上げている訳ではない】 

というポイント。 

 

そもそもそういう裏技をつかわなくとも、 

店側は儲けが出ている訳です。 

（しかも摘発されると店はめちゃくちゃ被害を受ける） 

 

ここを忘れないでください。 

 

 

 

 

 

では、本質的な部分を。 

 

 

【どうやって攻略するのか】 
 

 

 

答えは 

 

『ホールの逆のことをやる』 

 

これだけです。 

 

 



 

 

具体的にいうと 

〜〜〜〜〜〜〜 

利益になるような事を徹底的にやらず 

ホールが還元しようとしている部分だけをやる 

〜〜〜〜〜〜〜 

 

 

これだけで勝てるのです。 

勝てる理由があります。 

 

 

 

それは 

『パチンコ営業はビジネスだから』 

です。 

 

 

 

ビジネスは利益を生むもの。 

ギャンブルではありません。 

だからこそ、 

〜〜〜〜〜 

そのビジネスが儲けようとしているところを避け、 

還元する部分を打つわけです 

〜〜〜〜〜 

この感覚は理解できますか？  



 

徐々にでも構いません。 

今回の現実を習得してから技術を学べば 

一ヶ月ただずに勝てるようになります。 

というか、次の日から勝てるようになります。 

 

これからが楽しみですね♪ 

ここを少しでも理解した上で、 

細かい技術の部分に入っていきましょう＾＾ 

 

 

続編は 

 

  パチンコの基礎 

スロットの基礎 
 

この２つをお渡しします。」 

 

勝つために何をすべきか？ 

そのあたりまで書いていますので、 

お楽しみください＾＾ 

 

 

PS 

上級者の方にとっては当たり前すぎるかもしれませんね＾＾； 

でも、負け組の気持ちを再確認出来たのではないでしょうか？＿ 

これから上級者の方に価値あるものを提供しますので、 

楽しみにしていてください＾＾ 
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