
・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　8月】　機種一覧表 2015 年 9 月 8 日

※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　8月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

2日 ｻﾝｾｲR&D CRキャプテン翼　ＸＸ－Ｆ V確ST ＳＴ中 154回 　3＆3＆5 399.6 102.1 初51.0% 下 15 1,890 【ｻﾎﾟ無時】<確変>下15+上1R=51.0%(ｻﾎﾟ154回)

【前枠】 通常後 100回 ＆7＆3＆15 継100.0% 15+1 1,908                <通常>下15R=49.0%(時短100回)

60,000 ※下ｱﾀｯｶｰ賞球=15個 (ST=154) 【ｻﾎﾟ有時】<確変>下15+上1R=100.0%(ｻﾎﾟ154回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上Vｱﾀｯｶｰ賞球=3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

ビスティ CR機動戦艦ナデシコ２　　 V確ST ＳＴ中 100回 　3＆2＆3 394.8 62.6 初60.0% 3+3 840 【ヘソ】    <確変>上実4+下実4R=60.0%(ｻﾎﾟ100回)

10,000 通常後 100回 ＆10＆15＆15 継100.0% 4+4 1,120              <通常>上実4+下実4R=40.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=104) 8+8 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下3R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球              <確変>上8+下8R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝[ﾗｽﾄ4回潜伏]タイプ ●「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機動戦艦ナデシコ２　Ｓ　　 V確ST ＳＴ中 100回 　3＆2＆3 299.3 78.3 初60.0% 3+3 840 【ヘソ】    <確変>上実4+下実4R=60.0%(ｻﾎﾟ100回)

通常後 100回 ＆10＆15＆15 継100.0% 4+4 1,120              <通常>上実4+下実4R=40.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=104) 8+8 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下3R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球              <確変>上8+下8R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝[ﾗｽﾄ4回潜伏]タイプ ●「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

藤　商事 CR地獄少女　弐　ＦＰＳＺ V確確変 フル 70or100 　3＆1＆5 239.2 96.95 初50.0% 実 4 384 【ヘソ】   <確変>実4R=48.0%・16R=2.0%

4,000 ＆10＆13 継70.0% 実 8 768              <通常>実8R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 1,536 【電ﾁｭｰ】<確変>実4R=14.0%・16R=56.0%

　●「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」              <通常>実4R=30.0%(時短70回)

　●「小当り」確率＝なし

サンスリー CRA ＧＯ！ＧＯ！マリン　ＡＳＡ V確ST ＳＴ中 80回 　1＆2＆5 99.7 66.8 初50.0% 3+2 360 【ヘソ】   <確変>上3+下3R=50.0%(ｻﾎﾟ80回)

(ﾘﾕｰｽ専) 通常後 3種類 ＆10＆10＆10 継100.0% 3+3 432             <通常>上3+下2R=50.0%

（40/60/80回） ※ヘソ賞球＝1個 (ST=80) 8+8 1,152 (時短40回=25.0%・60回=20.0%・80回=5.0%)

※電チュー賞球＝2個 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下3R=90.0%(ｻﾎﾟ80回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球              <確変>上8+下8R=10.0%(ｻﾎﾟ80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

月次、新機種名及びスペックのご案内（納品日別）
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　8月】　＜ページ　2＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

2日 三洋物産 CRロトパチ　ＸＳＡ 確変 潜伏有 0or1 　3＆1＆10 25.986 25.975 97.5% 左突 2 0 【ヘソ】   <確変>左突2R=20.0%(潜継=10.0%・ｻﾎﾟ1回=7.0%・7回=3.0%)

10,000 ＆13＆13 (実質1/626) 左 2 72              <確変>左2R=77.0%(潜継=50.0%・ｻﾎﾟ1回=19.0%・7回=8.0%)

※電チュー賞球＝1個 右 8 右 2 192              <確変>右2R=0.5%

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 ※左、右ｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球              <通常>左2R=2.5%(時短1回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個(４+０)メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>右2R=97.5%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>右2R=2.5%(時短0回)

CRロトパチ　ＹＳＡ 確変 潜伏有 0or1 　1＆1＆10 15.604 15.600 95.0% 左突 2 0 【ヘソ】   <確変>左突2R=20.0%(潜継=10.0%・ｻﾎﾟ1回=6.5%・7回=3.5%)

＆11＆11 (実質1/228) 左 2 60              <確変>左2R=74.5%(潜継=50.0%・ｻﾎﾟ1回=14.5%・7回=10.0%)

※ヘソ＝1個、電チュー＝1個賞球 右 8 右 2 160              <確変>右2R=0.5%

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 ※左、右ｱﾀｯｶｰ共通=11個賞球              <通常>左2R=5.0%(時短1回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[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>右2R=95.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>右2R=5.0%(時短0回)

9日

16日 大一商会 CR魁！！男塾　ＫＬ V確ST 100or 　3＆2＆5 399.6 73 初70.0% 1+3 560 【ヘソ】    <確変>下実1+上3R=70.0%(ｻﾎﾟ100回=69.0%・124回=1.0%)

【新枠】 124回 ＆10＆15＆15 継100.0% 5+3 1,120              <通常>下実1+上3R=30.0%(時短100回)

15,000 通常後 100回 ※電チュー賞球＝2個 (ST=124) 13+3 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>下1+上3R=30.0%(ｻﾎﾟ124回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球              <確変>下5+上3R=10.0%(ｻﾎﾟ124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」              <確変>下13+上3R=60.0%(ｻﾎﾟ124回)

　●「小当り」確率＝なし

 ﾀｲﾖｰ CRビッグドリーム～神撃　ＮＪ 確変 フル 0回 　3＆1＆5 399.6 65.0 74.6% 突1+1 0 【ヘソ】    <確変>下2+上2R=4.1%・下実2+上実2R=70.5%

ｴﾚｯｸ ＆15＆15 突2+2 0              <通常>下2+上2R=25.4%(時短0回)

3,000 ※電チュー賞球＝1個 (実)2+2 560 【電ﾁｭｰ】<確変>下8+上8R=74.6%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 8+8 2,240              <通常>突下1+上1R=24.6%(時短0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」              <通常>突下2+上2R=0.8%(時短0回)

　●「小当り」確率＝なし

CRビッグドリーム～神撃　ＨＮＣ 確変 フル 0回 　3＆1＆5 259.0 34.2 75.0% 突1+1 0 【ヘソ】    <確変>下2+上2R=4.0%・下実2+上実2R=71.0%

＆12＆12 突2+2 0              <通常>下2+上2R=25.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝1個 (実)2+2 352 【電ﾁｭｰ】<確変>下8+上8R=75.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球 8+8 1,408              <通常>突下1+上1R=24.0%(時短0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」              <通常>突下2+上2R=1.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝なし

SANKYO CR F.マクロスフロンティア２　Ｗ 1種2種混 フル 3種類 　3＆1＆3 199.8 役ﾓﾉ連 初45.5% 2 240 【ヘソ】    <時短>実4R=45.5%

30,000 （0/1/5回） ＆10＆13 継74.0% 実 4 480              <通常>2R=9.9%(時短5回)・実8R=44.6%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (J)実 8 960 【V入賞】 <時短>実4R=24.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「５個(４+１)メモリー」　●「入賞順消化」 J実 12 1,440              <時短>【JUB】実8R=8.0%・実12R=2.0%・実15R=40.0%

　●「小当り」確率＝なし J実 15 1,800              <通常>実4R=26.0%(時短1回)

ＳＴ中
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　8月】　＜ページ　3＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

16日 三洋物産 CR大工の源さん２　ＸＬＪ 確変 潜伏有 0or10 　3＆1＆3 390 41 80.0% 左突 2 0 【ヘソ】   <確変>左突2R=18.0%(潜伏継続)

20,000 ＆10＆10＆15 左 10 900              <確変>左10R=62.0%(潜伏継続=22.0%・ｻﾎﾟ次回迄=40.0%)

※電チュー賞球＝1個 右 2 280              <通常>左10R=20.0%(時短0回)

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 ※左ｱﾀｯｶｰ=10個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 右 4 560 【電ﾁｭｰ】<確変>右2R=9.0%・右4R=21.0%・右16R=50.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 右 16 2,240              <通常>右4R=20.0%(時短10回)

　●「小当り」確率＝1/489.1（ヘソのみ）

CR大工の源さん２　ＹＬＢ 確変 潜伏有 0or10 　1＆1＆3 250 37 77.0% 左突 2 0 【ヘソ】   <確変>左突2R=20.0%(潜伏継続)

＆10＆10＆13 左 10 720              <確変>左10R=52.0%(潜伏継続=12.0%・ｻﾎﾟ次回迄=40.0%)

※ヘソ＝1個、電チュー＝1個賞球 左 14 1,008              <確変>左14R=5.0%

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 ※左ｱﾀｯｶｰ=10個、右ｱﾀｯｶｰ=13個賞球 右 2 216              <通常>左10R=23.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 右 4 432 【電ﾁｭｰ】<確変>右2R=10.0%・右4R=17.0%・右16R=50.0%

　●「小当り」確率＝1/489.1（ヘソのみ） 右 16 1,728              <通常>右4R=23.0%(時短10回)

西　陣 CR甦りぱちんこ春夏秋冬　Ｍ フルST ＳＴ含 40回 3＆2＆6＆10 187.8 18.78 100.0% 9 16 1,296 <比率>   <確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ40回)

（ソフィア） 　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 (ST=8)

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「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

CR甦りぱちんこ春夏秋冬　ＭＡ 確変 ＳＴ含 60回 3＆2＆6＆15 149.0 28.49 100.0% 6 504 <比率>   <確変>6R=50.0%(ｻﾎﾟ60回)・16R=50.0%(ｻﾎﾟ60回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 (ST=10) 16 1,344

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「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

CRA甦りぱちんこ花満開　ＧＬ 確変 潜伏有 0回 3＆2＆6＆10 89.90 12.00 60.0% 6 432 【ヘソ】   <確変>6R=55.0%(潜伏継続=40.0%・ｻﾎﾟ次回迄=15.0%)

　●電サポ「状態変動」仕様 ※電チュー賞球＝2個 16 1,152              <確変>16R=5.0%

(ﾘﾕｰｽ含) 　●通常時エイトメモリーシステム              <通常>6R=40.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【右打時】<確変>6R=55.0%(潜伏=2.0%・ｻﾎﾟ次回迄=53.0%)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>16R=5.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>16R=40.0%(時短0回)

CRA甦りぱちんこ花満開　ＧＬＡ 確変 ＳＴ中 50回 3＆2＆6＆10 89.90 65.41 100.0% 6 432 <比率>   <確変>6R=90.0%(ｻﾎﾟ50回)・16R=10.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●電サポ「状態変動」仕様 ※電チュー賞球＝2個 (ST=50) 16 1,152

(ﾘﾕｰｽ含) 　●通常時エイトメモリーシステム

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「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.真花月　Ｙ 確変 フル 20回 　3＆1＆3 89.9 19.8 58.4% 突 6 0 【ヘソ】    <確変>突6R=10.9%・3R=8.9%

(ﾘﾕｰｽ含) ＆10＆11 (実) 3 300              <確変>実3R=29.7%・6R=8.9%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 6 600              <通常>3R=32.7%(時短20回)・実3R=8.9%(時短20回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>6R=58.4%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>3R=41.6%(時短20回)
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　8月】　＜ページ　4＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

16日 豊丸産業 CRナナシーＤＸ　１２１Ｆ 特殊 フル 0回 　4＆10＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【ヘソ】    <確変>上1R×(中1R+下4R)=100.0%

7,000 ＆10＆14＆15 121.8 99.4 上 4 【右orｽﾃｰｼﾞ】<確変>最上1R×(中1R+下4R)=100.0%

 ※ヘソ下フロック賞球＝4個 (期待度約15%) 中 4 右or ※連荘時、空きﾒﾓﾘｰ分迄上乗せ=70.0%・1回ﾌﾙ上乗せ=30.0%

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝3個、上電ﾁｭｰ＝15個賞球 下 7 ｽﾃｰｼﾞ

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝10個、下電ﾁｭｰ＝14個賞球

　●「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

CRAナナシーＤＸ　９９Ｖ 特殊 フル 0回 　4＆10＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【ヘソ】    <確変>上1R×(中1R+下4R)=100.0%

＆10＆11＆15 99.9 76.2 上 4 【右orｽﾃｰｼﾞ】<確変>最上1R×(中1R+下4R)=100.0%

 ※ヘソ下フロック賞球＝4個 (期待度約19%) 中 4 右or ※連荘時、空きﾒﾓﾘｰ分迄上乗せ=70.0%・1回ﾌﾙ上乗せ=30.0%

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝3個、上電ﾁｭｰ＝15個賞球 下 7 ｽﾃｰｼﾞ

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝10個、下電ﾁｭｰ＝11個賞球

　●「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

CRAナナシーＤＸ　６６ＶＶ 特殊 フル 0回 　4＆10＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【ヘソ】    <確変>上1R×(中1R+下4R)=100.0%

＆7＆10＆15 66.9 56.5 上 4 【右orｽﾃｰｼﾞ】<確変>最上1R×(中1R+下4R)=100.0%

 ※ヘソ下フロック賞球＝4個 (期待度約25%) 中 4 右or ※連荘時、空きﾒﾓﾘｰ分迄上乗せ=70.0%・1回ﾌﾙ上乗せ=30.0%

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝3個、上電ﾁｭｰ＝15個賞球 下 7 ｽﾃｰｼﾞ

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝10個、下電ﾁｭｰ＝7個賞球

　●「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

ＥＸＣＩＴＥ CRデビルマン覚醒　Ｎ－ＶＥ１ フルST 潜伏有 　1＆2＆5 99.9 42.31 100.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=21.0%(初回潜伏=11.0%・ｻﾎﾟ55回=10.0%)

(ﾘﾕｰｽ含) ＳＴ中 ＆7＆10 (ST=55) R 30 360              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】30回開=54.0%・40開=4.0%・50開=3.5%

500 ※ヘソ賞球＝1個 R 40 480              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】60回開=3.5%・70開=3.5%・80開=3.5%

※電チュー賞球＝2個 R 50 600              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】90回開=3.5%・100開=3.5%

R 60 700 【特図2】 <確変>突2R=19.0%(ｻﾎﾟ55回)

R 70 820              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】30回開=39.0%・40開=6.0%・50開=6.0%

R 80 920              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】60回開=6.0%・70開=6.0%・80開=6.0%

R 90 1,040              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】90回開=6.0%・100開=6.0%

R 100 1,170 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●通常時エイトメモリーシステム 【特１詳】 <確変>突2R=23.0%(初回潜伏=22.0%・ｻﾎﾟ55回=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】30回開=69.0%・40開=2.0%・50開=1.0%

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】60回開=1.0%・70開=1.0%・80開=1.0%

　●「小当り」確率＝1/145.0（ヘソ）・1/100.1（電チュー）              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ55回)】90回開=1.0%・100開=1.0%

23日

30日

1,608

ヘソ 1,320

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

0or55

10

1,272

ヘソ 872

824

1,656

※概算値

ヘソ


