
・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　10月】　機種一覧表 2015 年 10 月 16 日

※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　10月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（10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

4日 サミー CR北斗の拳６天翔百裂　ＦＴＢ フルST 潜伏有 　3＆3＆7 307.7 30.77 100.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>上+下突6R=44.0%(潜伏継続)

(最短) ＳＴ含 ＆14＆14 (ST=36) 突 6 0             <確変>上8+下8R=56.0%(ｻﾎﾟ100回)

30,000 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 2+2 468 【電ﾁｭｰ】<確変>上+下突2R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 4+4 936             <確変>上2+下2R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 8+8 1,872             <確変>上実4+下実4R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝1/299.3（ヘソのみ）             <確変>上8+下8R=60.0%(ｻﾎﾟ100回)

三洋物産 CR聖闘士星矢３　ＸＬＡ V確ST ＳＴ中 185回 　3＆3＆3 399.6 114.5 初52.0% 4 600 【ヘソ】   <確変>4R=52.0%(ｻﾎﾟ185回)

(最短) 　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50回 ＆10＆15 継100.0% 10 1,500              <通常>4R=48.0%(時短50回)

30,000 　●「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」 (ST=185) 16 2,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=25.0%(ｻﾎﾟ185回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>16R=75.0%(ｻﾎﾟ185回)

CR聖闘士星矢３　ＺＬＡ V確ST ＳＴ中 185回 　3＆3＆3 399.6 115.4 初50.0% 4 600 【ヘソ】   <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ185回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ＆10＆15 継100.0% 10 1,500              <通常>4R=50.0%(時短100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」 (ST=185) 16 2,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=25.0%(ｻﾎﾟ185回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>16R=75.0%(ｻﾎﾟ185回)

CR聖闘士星矢３　ＺＬＢ V確ST ＳＴ中 185回 　3＆3＆3 399.6 114.5 初50.0% 4 600 【ヘソ】   <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ185回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50回 ＆10＆15 継100.0% 10 1,500              <通常>4R=50.0%(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」 (ST=185) 16 2,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=25.0%(ｻﾎﾟ185回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>16R=75.0%(ｻﾎﾟ185回)

CR聖闘士星矢３　ＭＬＡ V確ST ＳＴ中 160回 　3＆3＆3 319.6 109.2 初50.0% 6 900 【ヘソ】   <確変>6R=50.0%(ｻﾎﾟ160回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50回 ＆10＆15 継100.0% 10 1,500              <通常>6R=50.0%(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」 (ST=160) 16 2,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=50.0%(ｻﾎﾟ160回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>16R=50.0%(ｻﾎﾟ160回)

大一商会 CR雀鬼　ＫＧ－Ｔ フルST 潜伏有 　3＆2＆5 199.8 94.7 100.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=3.0%(初回潜伏)

【前枠】 ＳＴ中 ＆7＆14 (ST=100) 4 468             <確変>実8R=97.0%(ｻﾎﾟ60回=96.5%・100回=0.5%)

(最短) 　●特賞＝「右打ち仕様」 （0/60/100回） ※電チュー賞球＝2個 実 8 936 ※高確時はｻﾎﾟ100回

　●「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」 16 1,872 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝1/394.8（ヘソのみ）
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　10月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（10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

11日 ｻﾝｾｲR&D CR牙狼魔戒ノ花　ＸＸーＸＸ V確ST ＳＴ中 161回 　3＆3＆7 399.6 109.77 初53.0% 下実 13 1,638 【ｻﾎﾟ無時】<確変>下実13R=10.0%(ｻﾎﾟ161回)

110,000 　●電サポ「状態変動」仕様 通常後 100回 ＆8＆15＆15 継100.0% 14+1 1,890                <確変>下実14+上1R=5.0%(ｻﾎﾟ161回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 (ST=161) 14+2 2,016                <確変>下14+上2R=38.0%(ｻﾎﾟ161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>下実13R=47.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし 【ｻﾎﾟ有時】<確変>下14+上2R=100.0%(ｻﾎﾟ161回)

ｻﾝｾｲR&D CR牙狼金色になれ　ＸＸ V確ST ＳＴ中 161回 　3＆3＆10 399.6 109.59 初51.0% 下実 13 1,638 【ｻﾎﾟ無時】<確変>下14+上実1R=10.0%(ｻﾎﾟ161回)

<参考> 　●電サポ「状態変動」仕様 通常後 100回 ＆15＆15 継100.0% 14+1 1,890                <確変>下14+上2R=41.0%(ｻﾎﾟ161回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 (ST=161) 14+2 2,016                <通常>下実13R=49.0%(時短100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」 【ｻﾎﾟ有時】<確変>下14+上2R=100.0%(ｻﾎﾟ161回)

　●「小当り」確率＝1/1092.3（電ﾁｭｰのみ）

高　尾 CR貞子３Ｄ　ＷＡＢ V確ST ＳＴ中 55回 3＆2＆10＆10 99.8 43.6 初52.0% 実 1 81 【ヘソ】   <確変>実1R=4.0%(ｻﾎﾟ55回)・実5R=30.0%(ｻﾎﾟ55回)

(ﾘﾕｰｽのみは 通常後 3種類 ※電チュー賞球＝2個 継100.0% 実 4 324              <確変>8R=18.0%(ｻﾎﾟ55回)

11/1～) （20/30/40回） (ST=55) 実 5 405              <通常>実4R=48.0%(時短20=30.0%・30=12.0%・40回=6.0%)

6 486 【電ﾁｭｰ】 <確変>6R=64.0%(ｻﾎﾟ55回)・10R=28.0%(ｻﾎﾟ55回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 8 648              <確変>16R=8.0%(ｻﾎﾟ55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」 10 810

　●「小当り」確率＝なし 16 1,296

18日 京楽産業． CRぱちんこ仮面ライダー V確ST ＳＴ中 150回 　3＆2＆3 399.6 85.4 初55.0% 4 416 【ヘソ】   <確変>実9R=55.0%(ｻﾎﾟ150回)

【新枠】 フルスロットル　１０　 通常後 100回 ＆8＆14 継100.0% 実 9 936              <通常>実9R=45.0%(時短100回)

30,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 (ST=150) 16 1,664 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=20.0%(ｻﾎﾟ150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」              <確変>16R=80.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●「小当り」確率＝なし

高砂 CRぱちんこ悪魔城ドラキュラ V確ST ＳＴ中 190回 　3＆3＆3 399.6 129.3 初54.0% 下 8 1,120 【ヘソ】   <確変>下6+右2R=29.0%(ｻﾎﾟ190回)

3,000 ＳＨ９　 通常後 100回 ＆11＆15＆15 継100.0% 6+2 1,120             <確変>下8+右8R=25.0%(ｻﾎﾟ190回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 (ST=190) 8+8 2,240             <通常>下実8R=46.0%(時短100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」 【電ﾁｭｰ】 <確変>下6+右2R=30.0%(ｻﾎﾟ190回)

　●「小当り」確率＝なし             <確変>下8+右8R=70.0%(ｻﾎﾟ190回)

豊丸産業 CR餃子の王将３　７０００ セット物 ﾘﾐｯﾄ時 0回 　3＆1＆6 35.8 9.6 100.0% 4 1+1 112 <比率>   <確変>上1+下1R=100.0%

5,000 ＆10＆15＆15 (1ｾｯﾄ63回) ※特賞後メモリー「４回転連チャン率」＝約10.7％

※電チュー賞球＝1個

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球

　●「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＝1/34.7（電チュー）

CR餃子の王将３　５０００ セット物 ﾘﾐｯﾄ時 0回 　3＆1＆6 26.4 7.2 100.0% 3 1+1 84 <比率>   <確変>上1+下1R=100.0%

＆10＆15＆15 (1ｾｯﾄ58回) ※特賞後メモリー「４回転連チャン率」＝約14.3％

※電チュー賞球＝1個

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球

　●「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＝1/34.7（電チュー）

<役ﾓﾉ=約1/14>

<役ﾓﾉ=約1/14>
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　10月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（10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

18日 ジェイビー CR Ｊ－ＲＵＳＨ ３　ＨＳＪ 確変 潜伏有 0or88 　3＆3＆10 289.9 34.98 72.3% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>左突4R=20.8%(潜伏継続)

＆3＆13 4 384              <確変>右15R=51.5%(ｻﾎﾟ88回=41.5%・89回=10.0%)

※左ｱﾀｯｶｰ=3個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=13個賞球 15 1,440 　           <通常>左突4R=14.85%(時短0回)・右15R=12.85%(時短88回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>右4R=20.8%(ｻﾎﾟ88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」              <確変>右15R=51.5%(ｻﾎﾟ88回=41.5%・89回=10.0%)

　●「小当り」確率＝1/100（ヘソ） 　           <通常>右4R=14.85%(時短88回)・右15R=12.85%(時短88回)

CR Ｊ－ＲＵＳＨ３　ＲＳＪ 確変 潜伏有 0or33 　3＆3＆10 199.8 28.99 72.3% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>左突4R=21.8%(潜伏継続)・右4R=10.9%(ｻﾎﾟ33回)

＆3＆13 4 384              <確変>右14R=39.6%(ｻﾎﾟ33回=29.6%・34回=10.0%)

※左ｱﾀｯｶｰ=3個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=13個賞球 14 1,344 　           <通常>左突4R=4.95%(時短0回)・右4R=7.9%(時短33回)

　           <通常>右14R=14.85%(時短33回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>右4R=32.7%(ｻﾎﾟ33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」              <確変>右14R=39.6%(ｻﾎﾟ33回=29.6%・34回=10.0%)

　●「小当り」確率＝1/100（ヘソ） 　           <通常>右4R=12.85%(時短33回)・右14R=14.85%(時短33回)

西　陣 CRゴールデンゲート　Ｍ９５ V確ST ＳＴ中 70回 　3＆2＆6 199.8 24.09 初2.5% 突 2+2 0 【ヘソ】   <確変>実上2+下2R=2.5%(ｻﾎﾟ70回)

（ソフィア） 通常後 70回 ＆15＆15 継100.0% 2+2 336 　           <通常>突上2+下2R=20.0%(時短70回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=70) 6+6 1,008 　           <通常>実上2+下2R=20.0%(時短70回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=90.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>上6+下6R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝なし

CRゴールデンゲート　ＭＡ V確ST ＳＴ中 100回 　3＆2＆6 199.8 37.07 初0.5% 突 2+2 0 【ヘソ】   <確変>実上2+下2R=0.5%(ｻﾎﾟ100回)

通常後 100回 ＆15＆15 継100.0% 2+2 336 　           <通常>突上2+下2R=20.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=100) 6+6 1,008 　           <通常>実上2+下2R=79.5%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=90.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>上6+下6R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝なし

 ﾀｲﾖｰ CRガメラ　ＳＸ 1種2種混 フル 0回 　3＆3＆8 110.7 役ﾓﾉ連 初45.8% 突 4 0 【特図1】     <時短>4R=45.8%

ｴﾚｯｸ ＆10＆8 (実質1/99.8) 継72.0% (実) 4 252                  <通常>4R=54.2%(時短0回)

(ﾘﾕｰｽ含) 実 15 945 【特図1→V】<時短>突4R=33.0%

　●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＝1/336.1（ヘソ）                  <通常>実4R=28.0%(時短0回)

25日 サミー CRAデジハネ聖戦士ダンバイン V確ST ＳＴ中 70回 　1＆1＆3 99.9 30.0 初35.0% 2+1 144 【ヘソ】   <確変>下2+上2R=15.0%(ｻﾎﾟ70回)

3,500 ＳＷＤＡ　 通常後 50回 ＆9＆7＆7 継100.0% 2+2 192              <確変>下実2+上実2R=20.0%(ｻﾎﾟ70回)

※ヘソ＝1個、電チュー＝1個賞球 (ST=70) 4+4 384              <通常>下2+上実1R=65.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=7個共通 6+6 576 【電ﾁｭｰ】 <確変>下2+上2R=80.0%(ｻﾎﾟ70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」              <確変>下4+上4R=17.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>下6+上6R=3.0%(ｻﾎﾟ70回)
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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)


