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【プレスリリース】 

 

“ファン”が選ぶパチンコ・パチスロ大賞 2018 

投票結果のご報告 

2019 年 3 月 29 日 
一般社団法人 ぱちんこ広告協議会 

http://paa.or.jp/ 
 
一般社団法人 ぱちんこ広告協議会（事務局/東京都品川区、代表 大島克俊）では、2019年 2月 15日 

～ 3月 15日に全国のパチンコ・パチスロファンに投票いただいた「“ファン”が選ぶパチンコ・パチス

ロ大賞 2018」が決定しましたのでご報告します。 
ファンを対象とした専用サイト http://paa.or.jp/award から投票いただいた結果、2018 年にファン

に最も支持された遊技機は次のとおりとなりました。今回は、投票時にいただいた機種への応援コメン

トをサイト上で視聴できる仕組みを設け、ファンの熱い想いを共有いたしました。 
 
【投票結果】 

 

「CRぱちんこ AKB48-3 誇りの丘」 
京楽産業.  得票率 7.5％ 

「ディスクアップ」 

サミー 得票率 17.9％ 

■パチンコ大賞 2018 第 1位 ■パチスロ大賞 2018 第 1位 

mailto:info-award@paa.or.jp
http://paa.or.jp/
http://paa.or.jp/award


 

■本件に関するお問い合わせ 
一般社団法人 ぱちんこ広告協議会  担当：酒井誠外  MAIL: info-award@paa.or.jp 
〒140-0043東京都品川区二葉二丁目 13番 9号 コーピアス西大井 2F TEL: 03-3471-0687   

2 

 
パチンコ大賞 2018 
2 位 「CRF.戦記絶唱シンフォギア LIGHT ver.（1/99）」SANKYO 得票率 5.8％ 
3 位 「CRA コスモアタック 7A04」愛喜 得票率 2.8％ 
 
パチスロ大賞 2018 
2 位 「HEY! 鏡」大都技研 得票率 11.5％ 
3 位 「マイジャグラーⅣ」北電子 得票率 9.5％ 
 
【応援コメント（抜粋）】 

「CR ぱちんこ AKB48-3 誇りの丘」への応援コメント 
・とにかく歌などの演出力！ そして推しメンが左で見守りつつ歌もウーハーが効いていてとて

もコンサート感覚になれます。 さらにぷにぷにボタンがたまらないですｗｗｗ 
・キタキタキタ！ 国民的アイドルパチンコ！ 演出○、出玉感△ でも波に乗ったらスピード

感が半端ない！ 音楽とパチンコの融合を築き上げたシリーズはまさに誇りを持って時代の 1 台

です！ 
「ディスクアップ」への応援コメント 

・はまり始めたのは遅かったのですが、自力の目押し力に燃える仕様や出目だけではなく演出面

でも面白さがしっかりしている。また、有利区間のマイナスを感じさせない仕様がまたいい点で

す。5.9 号機以降新台は触ってきませんでしたが、この機種はよく打っています 
・今年はこれ以上にないぐらいお世話になった台かなと思います。通常時の飽きなさ、演出バラ

ンス、リール制御、文句のつけようがないです 
 

【開催概要】 

■名  称 “ファン”が選ぶ パチンコ・パチスロ大賞 2018 

■概  要 パチンコ、パチスロそれぞれ、所定の期間(2018年 1月～12月)に販売・設置された

全ての機種を対象に、大賞及び上位入賞機種をファン投票により決定 

■投票方法 WEBサイトでの投票 パチンコ、パチスロそれぞれ 1機種ずつ投票いただけます 

■投票期間  2019年 2月 15日 ～ 3月 15日 

■URL  http://paa.or.jp/award  

■問合せ info-award@paa.or.jp 
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【投票者プレゼント賞品一覧】 

タイトル 賞品 提供 本数 
PAA 賞 商品券 10 万円分 PAA 事務局 1 名様 
オフミー賞 ミフオぬいぐるみ ジーズ 3 名様 

キリン賞 キリンビバレッジ製品 
キリンビバレッジバリューベ

ンダー 
5 名様 

攻略マガジン賞 オリジナル QUO カード 5000 円分 プラントピア 1 名様 
BASHtv 賞 BASHtv オリジナル腕時計 ライブエージェント 1 名様 
ぱちガブッ！ 賞 商品券 5000 円分 サミーネットワークス 1 名様 
パチ 7 賞 オリジナル QUO カード 5000 円分 ゲンダイエージェンシー 1 名様 

必勝ガイド賞 
勝ち勝ちくん LED レッドスケルト

ン 
ガイドワークス 3 名様 

サイトセブン TV 賞 オリジナル QUO カード 5000 円分 サイトセブン 1 名様 
P-mart 賞 ぱぁすけグッズ 3 点セット いなばネクサス 1 名様 

FunTV 賞 等身大防水カレンダー 
ネクストアドバンス 
（制作：サイバーネット） 

1 名様 

DMM ぱちタウン賞 
倖田グッズ詰め合わせ＆DMMポイ

ント 5000 ポイント 
DMM.com 1 名様 

でちゃう賞 
髭原人 T シャツ or こしあん T シ

ャツどちらか 1 枚 
triple a 出版 1 名様 

KYORAKU 吉本.賞 
AKB48 QUO カード 4 枚セット 

1200 円分 
KYORAKU 吉本.ホールディン

グス 
1 名様 

 
 
【PAA アカウント リツイートキャンペーンも同時開催】 
W チャンスプレゼントとして、PAA アカウントをフォローしてリツイートした方の中から 20 名様に

Amazon ギフトカード 5000 円分が当たる、リツイートキャンペーンも同時開催いたしました。 
 
 
ご協力いただきましたみなさまに感謝いたします。 以上 

【一般社団法人 ぱちんこ広告協議会 概要】 
平成２８年５月２７日設立。大島克俊理事長。1.ぱちんこ業界の諸問題に積極的に関わりを持ち、広告に関し

て対応及び意義を浸透させる  2.ファンとぱちんこ業界をつなぐパイプとして、ファン拡大に寄与する  3.広
告論理の理解向上と広告の信頼性の向上を目指す、の三つを目的とし、ファン向けメディア、広告会社などが参

加し、様々な活動を行っている。会員企業 59 社（2019 年 3 月現在）。 
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