
・発売日別（予定含む）新機種における、一覧となっております。（納品日、及びスペックの詳細は必ず、御社ご担当者まで、ご確認下さい。）

　（一部未確認、また内容に誤りがある場合もございます。詳細はメーカー等にご確認下さい。変更があった場合、随時変更の予定です。）

【2015年　6月】　機種一覧表 2015 年 5 月 13 日

※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　3月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（6月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

7日 京楽産業． CRぱちんこトランスフォーマー V確ST ＳＴ中 185回 　3＆3＆3 399.6 125.8 初52.0% 上実 8 1,120 【ヘソ】   <確変>上実7+下1R=52.0%(ｻﾎﾟ185回)

【新枠】 Ｒ２　 通常後 100回 ＆15＆15 継100.0% 7+1 1,120              <通常>上実8R=48.0%(時短100回)

50,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 (ST=185) 15+1 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>上15+下1R=100.0%(ｻﾎﾟ185回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

平　和 CRキャッツアイ　Ｈ９ＡＹ１ V確ST ＳＴ中 100回 　3＆1＆5 399.6 49.5 初65.0% 下 1 91 【ヘソ】   <確変>上4+下1R=14.0%(ｻﾎﾟ100回)

20,000 通常後 100回 ＆10＆14＆14 継100.0% 3+1 442              <確変>上実4+下1R=51.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝1個 (ST=100) 4+1 559           　 <通常>上実10R=35.0%(時短100回)

※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 6+1 793 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100回】下実1R=10.0%・上3+下1R=24.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 9+1 1,144              <確変>【ｻﾎﾟ100回】上6+下1R=19.0%・上9+下1R=12.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 上 10 1,170              <確変>【ｻﾎﾟ100回】上14+下1R=35.0%

　●「小当り」確率＝1/29（電チューのみ） 14+1 1,729

CRキャッツアイ　Ｍ９ＡＹ V確ST ＳＴ中 100回 　3＆1＆5 299.3 49.5 初50.0% 下 1 91 【ヘソ】   <確変>上4+下1R=9.0%(ｻﾎﾟ100回)

通常後 50回 ＆10＆14＆14 継100.0% 3+1 442              <確変>上実4+下1R=41.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝1個 (ST=100) 4+1 559           　 <通常>上実8R=50.0%(時短50回)

※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 6+1 793 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100回】下実1R=10.0%・上3+下1R=33.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 上 8 936              <確変>【ｻﾎﾟ100回】上6+下1R=17.0%・上9+下1R=14.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 9+1 1,144              <確変>【ｻﾎﾟ100回】上14+下1R=26.0%

　●「小当り」確率＝1/29（電チューのみ） 14+1 1,729

大一商会 CRモンキー・パンチ～ＭＫＤ～ V確ST ＳＴ中 145回 　3＆2＆3 399.6 98.55 初76.0% 実 4 504 【ヘソ】   <確変>実4R=76.0%(ｻﾎﾟ145回)

(最短) ＫＬ　 通常後 0回 ＆10＆15 継100.0% 16 2,016           　 <通常>実4R=24.0%(時短0回)

4,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 (ST=145) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ145回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

CRモンキー・パンチ～ＭＫＤ～ V確ST ＳＴ中 120回 　1＆2＆3 199.8 84.67 初72.0% 実 4 320 【ヘソ】   <確変>実4R=72.0%(ｻﾎﾟ120回)

ＫＧ　 通常後 0回 ＆10＆11 継100.0% 16 1,280           　 <通常>実4R=28.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝1個 (ST=120) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　3月】　＜ページ　2＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（6月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

7日 ﾆｭｰｷﾞﾝ CR三國志～英雄集結～ 確変 フル 0回 　3＆3＆5 399.6 39.96 77.0% 突 16 0 【ヘソ】    <確変>上突16R=37.5%(ｻﾎﾟ次回迄)・下4R=2.0%

(最短) Ｌ２－Ｔ　 ＆6＆14＆14 下 4 468              <確変>下4+上12R=37.5%

8,000 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 4+12 1,872           　 <通常>下4R=23.0%(時短0回)

【特図2】 <確変>下4R=2.0%・下4+上12R=75.0%

　●通常時エイトメモリーシステム           　 <通常>下4R=23.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【特１詳】 <確変>上突16R=75.0%・下4R=2.0%

　●「小当り」確率＝1/299.9（ヘソ）・1/65,536（特図2）           　 <通常>下4R=23.0%(時短0回)

高　尾 CRワシズ　ＢＸＡ　 確変 潜伏有 20or40 　3＆2＆3 390.0 39.0 84.8% 下突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=16.4%(初回潜伏=12.0%・ｻﾎﾟ次回迄=4.4%)

【前枠】 ＆9＆12 上 5 440             <確変>下6R=60.4%

5,000 ※電チュー賞球＝2個 下 6 384 (ｻﾎﾟ20=6.4%・30=4.0%・40=4.0%・次回迄=46.0%)

※下ｱﾀｯｶｰ=9個賞球 上 16 1,408              <確変>上16R=8.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上ｱﾀｯｶｰ=12個賞球              <通常>下6R=15.2%(時短20=12.8%・40回=2.4%)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=12.0%・上5R=16.8%・上16R=56.0%

　●「小当り」確率＝1/390（ヘソのみ）              <通常>下突2R=15.2%(時短20=12.8%・40回=2.4%)

CRワシズ　ＢＡＡ　 確変 潜伏有 20or40 　3＆2＆3 99.8 32.9 77.2% 下突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=23.2%(初回潜伏=19.2%・ｻﾎﾟ次回迄=4.0%)

＆9＆12 上 5 330             <確変>下6R=53.2%

※電チュー賞球＝2個 下 6 288 (ｻﾎﾟ20=4.0%・30=2.4%・40=2.4%・次回迄=44.4%)

※下ｱﾀｯｶｰ=9個賞球 上 16 1,056              <確変>上16R=0.8%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上ｱﾀｯｶｰ=12個賞球              <通常>下6R=22.8%(時短20=20.8%・40回=2.0%)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=8.8%・上5R=58.4%・上16R=10.0%

　●「小当り」確率＝1/168（ヘソのみ）              <通常>下突2R=22.8%(時短20=20.8%・40回=2.0%)

 ﾀｲﾖｰ CRガメラ　ＬＸＢ 1種2種混 フル 0回 　3＆3＆8 299.3 役ﾓﾉ連 初50.0% 突 4 0 【特図1】     <時短>4R=50.0%

ｴﾚｯｸ ＆10＆15 (実質1/225.0) 継66.0% (実) 4 504                  <通常>4R=50.0%(時短0回)

(最短) 実 15 1,890 【特図1→V】<時短>突4R=33.0%

10,000 　●特賞＝「右打ち仕様」                  <通常>突4R=67.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 【特図2】     <時短>実4R=17.0%・実15R=55.0%

　●「小当り」確率＝1/299.3（ヘソ）                  <通常>実4R=28.0%(時短0回)

サミー CRデジハネ化物語　ＳＴＫ フルST 潜伏有 3＆3＆7＆11 99.9 14.5 100.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=20.0%(初回潜伏)

5,000 　●通常時エイトメモリーシステム ＳＴ含 (ST=6) 6 420              <確変>6R=40.0%(ｻﾎﾟ6回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 （0/6/100回） 15 1,050              <確変>15R=40.0%(ｻﾎﾟ6回=34.0%・100回=6.0%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※連荘時は全特賞においてｻﾎﾟ100回

　●「小当り」確率＝なし

CRデジハネ７化物語　ＳＴＪ フルST 潜伏有 　7＆3＆4 99.9 16.1 100.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=20.0%(初回潜伏)

　●通常時エイトメモリーシステム ＳＴ含 ＆7＆11 (ST=6) 6 420              <確変>6R=60.0%(ｻﾎﾟ6回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 （0/6/100回） ※ヘソ賞球＝7個 15 1,050              <確変>15R=20.0%(ｻﾎﾟ6回=18.0%・100回=2.0%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※連荘時は全特賞においてｻﾎﾟ100回

　●「小当り」確率＝なし
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　3月】　＜ページ　3＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（6月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

7日 ｻﾝｾｲR&D CRジューシーハニー　ＲＲ V確ST ＳＴ中 14or96 　3＆2＆8 110.0 35.02 初100.0% 4+1 440 【ヘソ】   <確変>下4+上1R=75.0%(ｻﾎﾟ14回=50.0%・96回=25.0%)

(ﾘﾕｰｽ専) ＆10＆12＆12 継100.0% 実 4+1 440              <確変>下実4+上1R=15.0%(ｻﾎﾟ96回)

2,500 ※電チュー賞球＝2個 (ST=14) 14+2 1,408              <確変>下14+上2R=10.0%(ｻﾎﾟ96回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>下4+上1R=75.0%(ｻﾎﾟ96回)

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし              <確変>下14+上2R=25.0%(ｻﾎﾟ96回)

藤　商事 CRAクリスタル＆ドラゴン　 変則ST ＳＴ中 32回 3＆10＆10＆10 99.90 29.99 33.0% 4 324 <比率>   <確変>4R=10.0%(ｻﾎﾟ32回)・15R=23.0%(ｻﾎﾟ32回)

4,000 ＦＰＷ　 通常後 32回 ※電チュー賞球＝10個 (ST=32) 15 1,215              <通常>4R=40.0%(時短32回)・15R=27.0%(時短32回)

　●通常時エイトメモリーシステム

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

SANKYO CR F.スター・ウォーズ　ＹＲ 確変 潜伏有 0or80 　3＆1＆3 99.9 99.5 80.2% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>4R=67.8%(ｻﾎﾟ80回)・16R=12.4%

(ﾘﾕｰｽ専) ＆10＆10 4 252              <通常>突2R=19.8%(時短80回)

　●電サポ状態変動仕様 ※電チュー賞球＝1個 16 1,008 【右打時】 <確変>4R=56.4%・16R=23.8%

　●通常時エイトメモリーシステム              <通常>突2R=19.8%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【特１詳】 <確変>4R=79.2%(ｻﾎﾟ80回)・16R=1.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>突2R=19.8%(時短80回)

CR F.スター・ウォーズ　ＹＡ 確変 潜伏有 0or40 　2＆1＆3 49.9 49.8 78.2% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>4R=64.8%(ｻﾎﾟ40回)・16R=13.4%

＆10＆12 4 132              <通常>突2R=21.8%(時短40回)

　●電サポ状態変動仕様 ※ヘソ賞球＝2個 16 528 【右打時】 <確変>4R=55.4%・16R=22.8%

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝1個              <通常>突2R=21.8%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【特１詳】 <確変>4R=74.2%(ｻﾎﾟ40回)・16R=4.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>突2R=21.8%(時短40回)

14日 高　尾 CR弾球黙示録カイジ３ V確ST ＳＴ中 66回 　3＆2＆3 99.8 48.1 初52.0% 上実 1 81 【ヘソ】   <確変>上実1R=10.0%(ｻﾎﾟ66回)

(ﾘﾕｰｽ専) ＷＡＡ　 通常後 20回 ＆10＆10 継100.0% 下実 4 324              <確変>下実4+上1R=34.0%(ｻﾎﾟ66回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=66) 4+1 405              <確変>下実7+上1R=8.0%(ｻﾎﾟ66回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球 7+1 648              <通常>下実4R=48.0%(時短20回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 8+1 729 【電ﾁｭｰ】<確変>上実1R=20.0%(ｻﾎﾟ66回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>下8+上1R=80.0%(ｻﾎﾟ66回)
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　3月】　＜ページ　4＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（6月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

21日 サンスリー CRヤッターマン　ＸＬＡ V確確変 フル 50or100 　3＆1＆3 399.6 91.0 初50.0% 突2+2 0 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=2.0%・上4+下4R=48.0%

20,000 ＆6＆12＆12 継84.5% 2+2 440              <通常>上4+下4R=50.0%(時短100回)

※電チュー共通＝1個 4+4 880 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=42.0%・上8+下8R=42.5%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球 8+8 1,760              <通常>突上2+下2R=15.5%(時短50回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※時短中の特賞は時短100回

　●「小当り」確率＝なし

CRヤッターマン　ＹＭＡ V確確変 フル 40回 　1＆1＆3 259.0 89.2 初51.0% 突2+2 0 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=51.0%

＆6＆12＆12 継80.0% 2+2 440              <通常>上2+下2R=49.0%(時短40回)

※ヘソ、電チュー共通＝1個 8+8 1,760 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=39.0%・上8+下8R=41.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球              <通常>突上2+下2R=20.0%(時短40回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CRキカイダー　Ｓ.Ｉ.Ｃ　Ｚ 確変 潜伏有 3種類 3＆3＆6＆15 394.8 48.98 77.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=3.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

（ソフィア） （6/16/26回） 4 560             <確変>4R=49.0%(ｻﾎﾟ6=1.0%・16=2.0%・26=2.0%・次迄=44.0%)

16 2,240             <確変>16R=25.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>4R=23.0%(時短6回)

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=3.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・4R=12.0%・16R=62.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>突4R=23.0%(時短6=21.0%・16=1.0%・26回=1.0%)

CRキカイダー　Ｓ.Ｉ.Ｃ　ＭＡ 確変 潜伏有 6回 3＆2＆6＆11 199.8 20.60 77.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=3.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

※電チュー賞球＝2個 4 400             <確変>4R=44.0%(ｻﾎﾟ6=3.0%・16回=2.0%・次回迄=39.0%)

16 1,600             <確変>16R=30.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>4R=23.0%(時短6回)

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・4R=42.0%・16R=30.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>突4R=23.0%(時短6回)

ジェイビー CRパッションモンスター　ＨＺＪ 確変 潜伏有 77回 　3＆10＆11 393.1 39.31 77.2% 突 2 0 <比率>   <確変>突上1+下1R=12.9%(初回潜伏)※連荘時はｻﾎﾟ次迄

10,000 ＆15＆15 2+2 448             <確変>上2+下2R=24.7%(ｻﾎﾟ77回)・上8+下8R=39.6%(ｻﾎﾟ77回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 8+8 1,792              <通常>上2+下2R=11.9%(時77回)・上8+下8R=10.9%(時77回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝1/196.6

CRパッションモンスター　ＲＳＪ 確変 潜伏有 33回 3＆10＆12＆12 199.8 27.0 70.3% 突 2 0 <比率>   <確変>突上1+下1R=12.9%(初回潜伏)※連荘時はｻﾎﾟ次迄

※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球 3+2 440             <確変>上3+下2R=21.8%(ｻﾎﾟ33回)・上7+下7R=35.6%(ｻﾎﾟ33回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 7+7 1,232              <通常>上3+下2R=14.85%(時短33回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」              <通常>上7+下7R=14.85%(時短33回)

　●「小当り」確率＝1/196.6
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)



※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　3月】　＜ページ　5＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（6月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

21日 ｻﾝｾｲR&D CR麻雀姫伝　ＰＰ 1種2種混 フル 0回 　3＆3＆7 110.6 役ﾓﾉ連 初32.5% 実 4 288 【ｻﾎﾟ無時】<時短>実4R=32.5%

(ﾘﾕｰｽ専) 　●電サポ「状態変動」仕様 ＆10＆10 (直撃当り含) 継45.0% 実 15 1,080                <通常>実15R=67.5%(時短0回)

4,500 　●特賞＝「右打ち仕様」 【ｻﾎﾟ有時】<時短>実4R=19.0%・実15R=26.0%

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「５(４+１)個メモリー」　●「電チュー優先消化」                <通常>実4R=55.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝調査中（ヘソ）・約1/1（電チュー）

ﾆｭｰｷﾞﾝ CR大奥～繚乱の花戦～ 確変 フル 30回 　3＆3＆8 89.89 11.23 60.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=4.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・5R=54.0%

(ﾘﾕｰｽ含) Ｎ－Ｔ　 ＆9＆10 5 360              <確変>JUB15R=2.0%

1,000 　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 J 15 1,080              <通常>5R=40.0%(時短30回)

　●「小当り」確率＝なし

CR大奥～繚乱の花戦～ 確変 フル 30回 　1＆2＆9＆10 89.89 11.23 60.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=4.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・5R=54.0%

Ｎ２－Ｔ１　 ※ヘソ賞球＝1個 5 360              <確変>JUB15R=2.0%

※電チュー賞球＝2個 J 15 1,080              <通常>5R=40.0%(時短30回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

28日 愛　喜 CRＡコスモアタック７ 普通機 *** *** オール10 *** *** *** 1 ①中央口入賞⇒アタッカー５つ全開放

(新規参入) ②左右中段アタッカー入賞⇒下段アタッカー連動開放

　※「電動式役物」は無い。よって、いわゆる「特賞」と言う概念も無い。 最大７連動入賞可能。最少５連動入賞となる。

最大７連動～

最少５連動

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)
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