
・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　12月】　機種一覧表 2015 年 11 月 7 日

※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　12月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12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

6日 三洋物産 CRスーパー海物語ＩＮジャパン 確変 フル 100回 3＆2＆8＆13 319.6 31.96 60.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=12.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・16R=48.0%

100,000 ＭＴＤ　 ※電チュー賞球＝2個 16 1,536           　 <通常>16R=40.0%(時短100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

CRスーパー海物語ＩＮジャパン 確変 潜伏有 50or100 3＆2＆8＆12 239.2 30.0 60.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=12.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・10R=10.0%

ＭＣＢ　 ※電チュー賞球＝2個 16 1,408              <確変>16R=38.0%

　●通常時エイトメモリーシステム           　 <通常>10R=40.0%(時短50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」 ※ｻﾎﾟ有時の特賞は時短100回

　●「小当り」確率＝なし

SANKYO CR F.アクエリオンＥＶＯＬ　Ｓ 確変 フル 100回 　3＆2＆7 319.7 31.97 60.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=20.0%・16R=40.0%

(最短) ＆10＆15 16 1,568           　 <通常>16R=40.0%(時短100回)

20,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 【電ﾁｭｰ】<確変>突2R=7.0%・16R=53.0%

　●「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>16R=40.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

CR F.アクエリオンＥＶＯＬ　Ｒ 確変 フル 100回 　4＆2＆7 245.5 24.55 51.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=24.0%・16R=27.0%

＆10＆12 16 1,232           　 <通常>16R=49.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ＝4個、電チュー＝2個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>突2R=2.0%・16R=49.0%

　●「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>16R=49.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

大一商会 CR天才バカボン５　ＫＭ V確ST ＳＴ中 115回 　3＆1＆5＆14 319.6 78.9 初50.0% 4 468 【ヘソ】    <確変>実11R=49.0%(ｻﾎﾟ115回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ115回)

12,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 実 11 1,287          　 <通常>実11R=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=115) 16 1,872 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=33.0%(ｻﾎﾟ115回)・16R=67.0%(ｻﾎﾟ115回)

　●「小当り」確率＝なし

CR天才バカボン５　ＫＴ V確ST ＳＴ中 110回 　5＆1＆5＆13 219.9 106.0 初50.0% 4 432 【ヘソ】    <確変>実9R=49.0%(ｻﾎﾟ110回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ110回)

通常後 100回 ※ヘソ賞球＝5個 継100.0% 実 9 972          　 <通常>実9R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=110) 16 1,728 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=49.5%(ｻﾎﾟ110回)・16R=50.5%(ｻﾎﾟ110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天才バカボン５　ＫＧ V確ST ＳＴ中 110回 　3＆1＆5＆13 199.8 98.1 初50.0% 4 432 【ヘソ】    <確変>実9R=49.0%(ｻﾎﾟ110回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ110回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 実 9 972          　 <通常>実9R=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=110) 16 1,728 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=49.5%(ｻﾎﾟ110回)・16R=50.5%(ｻﾎﾟ110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　12月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12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

6日 ｻﾝｾｲR&D CRA牙狼金色になれ　 フルST ＳＴ含 3種類 　3＆3＆10 99.9 11.89 100.0% 3+1 432 <比率>     <確変>下3+上1R=50.0%(ｻﾎﾟ25回=45.0%・50回=5.0%)

【新枠】 ～ザルバとの契約～　ＲＲ　 （25/50/100回） ＆13＆13 (ST=6) 5+1 648                <確変>下5+上1R=40.0%(ｻﾎﾟ50回)

(ﾘﾕｰｽ含) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球 6+1 756                <確変>下6+上1R=4.0%(ｻﾎﾟ50回)

50,000 　●「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」 15+1 1,728                <確変>下15+上1R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし

ﾆｭｰｷﾞﾝ CR真・花の慶次　Ｎ２－Ｋ V確ST ＳＴ中 120回 　3＆2＆9 99.90 96.38 初52.0% 2+1 270 【ヘソ】    <確変>上実3+下1R=8.0%(ｻﾎﾟ120回)

(ﾘﾕｰｽ専) 通常後 10回 ＆11＆11 継100.0% 実 4 360              <確変>上実4+下1R=44.0%(ｻﾎﾟ120回)

10,000 ※電チュー賞球＝2個 (ST=120) 3+1 360          　 <通常>上実4R=4.0%(時短10回)・上実5R=44.0%(時短10回)

※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 実 5 450 【電ﾁｭｰ】<確変>上実2+下1R=31.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 4+1 450              <確変>上実6+下1R=44.0%(ｻﾎﾟ120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」 6+1 630              <確変>上15+下1R=25.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●「小当り」確率＝なし 15+1 1,440

西　陣 CR甦りぱちんこ春夏秋冬　ＧＬ フルST ＳＴ含 50回 3＆2＆6＆11 89.9 28.99 100.0% 6 420 <比率>   <確変>6R=88.0%(ｻﾎﾟ50回)・16R=12.0%(ｻﾎﾟ50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=10) 16 1,120

(ﾘﾕｰｽ含) 　●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

ジェイビー CRAパッションモンスター　ＡＳＪ 確変 フル 30回 　3＆10＆12 89.9 8.99 50.5% 1+1 176 <比率>   <確変>上4+下4R=50.5%

(ﾘﾕｰｽ含) ＆12＆12 4+4 704              <通常>上1+下1R=49.5%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

Ａ－ｇｏｎ CRＡ －ｇｏｎ昭和物語 普通機 *** *** 　5＆7＆15 *** *** *** 6 84 ①中央口入賞⇒アタッカー５つ全開放

(新規参入) 14 196 ②中段ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ入賞⇒下段ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ連動開放

　※「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。 MAX14連動入賞可。MIN6連動入賞。

CRA昭和物語　１０ 普通機 *** *** 　10＆10＆10 *** *** *** 6 54 ①中央口入賞⇒アタッカー５つ全開放

14 126 ②中段ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ入賞⇒下段ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ連動開放

　※「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。 MAX14連動入賞可。MIN6連動入賞。

13日 平　和 CR乙女フェスティバル　Ｌ９ＺＹ２ V確ST 潜伏有 100or 　2＆2＆4 199.8 99.1 初52.0% (実) 5+1 536 【ヘソ】    <確変>上実5+下1R=47.0%(ｻﾎﾟ170回)

15,000 ＳＴ中 170回 ＆10＆3＆14 継100.0% 実 9 936              <確変>上実9+下1R=5.0%(ｻﾎﾟ170回)

通常後 0or100 ※ヘソ、電チュー共通＝2個賞球 (ST=170) 9+1 952          　 <通常>上実9R=48.0%(時短0回)※高確時は時短100回

※下Vｱﾀｯｶｰ=3個賞球 15+1 1,576 【電ﾁｭｰ】<確変>上5+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回=25.0%・170回=25.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 ※時短時は全てｻﾎﾟ170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>上15+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ170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　12月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12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

13日 サミー CRキャプテンハーロック V確ST ＳＴ中 110回 　3＆1＆3 259.0 86.7 初70.0% (実) 4 605 【ヘソ】    <確変>実4R=70.0%(ｻﾎﾟ110回)

(最短) ＥＷＪＢ　 通常後 0回 ＆7＆15 継100.0% 6 905              <通常>実8R=30.0%(時短0回)

20,000 ※電チュー賞球＝1個 (ST=110) (実) 8 1,205 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=30.0%(ｻﾎﾟ110回)・6R=7.0%(ｻﾎﾟ110回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 10 1,510              <確変>8R=5.0%(ｻﾎﾟ110回)・10R=5.0%(ｻﾎﾟ110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」 16 2,415              <確変>16R=53.0%(ｻﾎﾟ110回)

　●「小当り」確率＝なし ※フロック賞球を含む概算値　

CRキャプテンハーロック V確ST ＳＴ中 110回 　3＆1＆3 199.8 91.5 初60.0% (実) 4 605 【ヘソ】    <確変>実4R=60.0%(ｻﾎﾟ110回)

ＥＷＮＢ　 通常後 0回 ＆7＆15 継100.0% 6 905              <通常>実7R=40.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝1個 (ST=110) 実 7 1,055 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=40.0%(ｻﾎﾟ110回)・6R=5.0%(ｻﾎﾟ110回)

8 1,205              <確変>8R=5.0%(ｻﾎﾟ110回)・10R=5.0%(ｻﾎﾟ110回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 10 1,510              <確変>16R=45.0%(ｻﾎﾟ110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」 16 2,415

　●「小当り」確率＝なし ※フロック賞球を含む概算値　

メーシー CRミリオンゴッドライジング　ＳＡ フルST 潜伏有 　3＆3＆3 199.8 97.82 100.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>上突2R=12.0%(初回潜伏)※高確時はｻﾎﾟ150回

ＳＴ中 ＆10＆10＆13 (ST=150) 上 6 432              <確変>上実6R=88.0%(潜伏継続=30.0%・初回潜伏=20.0%

（0/50/100/150回） ※上ｱﾀｯｶｰ=10個賞球 下 16 1,536 ・ｻﾎﾟ50回=28.0%・100回=5.0%・150回=5.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球 ※高確時はｻﾎﾟ100回=10.0%・150回=10.0%

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[潜伏継続]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】 <確変>上突2R=12.0%(ｻﾎﾟ150回)・下16R=88.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●「小当り」確率＝1/399.6（ヘソのみ）

高　尾 CRリアル鬼ごっこ　ＷＬＡ V確ST ＳＴ含 100回 1＆2＆3＆12 199.7 43.6 初50.0% 実 4 440 【ヘソ】    <確変>5R=45.2%(ｻﾎﾟ100回)・16R=4.8%(ｻﾎﾟ100回)

(最短) 通常後 100回 ※ヘソ賞球＝1個 継100.0% 5 550              <通常>実4R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 (ST=63) 16 1,760 【電ﾁｭｰ】<確変>5R=80.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=20.0%(ｻﾎﾟ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」

　●「小当り」確率＝なし

藤　商事 CRエキサイト　ＦＰＳＺ　 確変 潜伏有 0or100 　3＆2＆8 159.5 29.80 70.3% 下突 2 0 【ヘソ】    <確変>下突2R=20.0%(潜伏継続)・下突4R=6.0%(潜伏継続)

3,000 ＆10＆12＆12 下突 4 0              <確変>下実4R=23.2%(潜伏継続=9.1%・初回潜伏=14.1%)

※電チュー賞球＝2個 下(実) 4 352 ※高確時における特賞はｻﾎﾟ100回

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球 4+7 968              <確変>下4+右7R=21.1%

4+8 1,056           　 <通常>下突2R=8.5%(時短0回)・下突4R=2.5%(時短0回)

          　 <通常>下実4R=9.8%(時短0回=3.9%・初回のみ時短0回=5.9%)

※連荘時における特賞は時短100回

          　 <通常>下4+右7R=8.9%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】 <確変>下4R=36.6%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[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>下4+右8R=33.7%(ｻﾎﾟ100回=9.1%・次回迄=24.6%)

　●「小当り」確率＝1/136.5（ヘソのみ）           　 <通常>下4R=15.4%(時短100回)・下4+右8R=14.3%(時短100回)
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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　12月】　＜ページ　４＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12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

13日 ﾆｭｰｷﾞﾝ CRAワニざんすα　Ｈ 羽モノ フル 0回 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

3,000 実 2

実 6

実 15

20日 西　陣 CRベルサイユのばら 確変 フル 100回 3＆2＆6＆14 319.7 37.45 66.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=13.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・突15R=11.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

（ソフィア） 遥かな時を超えて　ＦＡ　　 ※電チュー賞球＝2個 突 15 0              <確変>10R=16.0%・15R=26.0%

5,000 10 1,040           　 <通常>10R=34.0%(時短100回)

15 1,560 【右打時】 <確変>突2R=3.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・10R=23.0%・15R=40.0%

          　 <通常>10R=34.0%(時短100回)

　●通常時エイトメモリーシステム 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特１詳】 <確変>突2R=23.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・突15R=22.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>10R=9.0%・15R=12.0%

　●「小当り」確率＝なし           　 <通常>10R=34.0%(時短100回)

CRベルサイユのばら　 フルST ＳＴ中 70回 3＆2＆6＆12 199.8 55.49 100.0% 4 352 【ヘソ】    <確変>4R=33.0%(ｻﾎﾟ70回)・8R=33.0%(ｻﾎﾟ70回)

遥かな時を超えて　Ｍ　　 ※電チュー賞球＝2個 (ST=70) 実 8 704              <確変>実8R=12.0%(ｻﾎﾟ70回)・16R=22.0%(ｻﾎﾟ70回)

16 1,408 【右打時】 <確変>4R=33.0%(ｻﾎﾟ70回)・8R=33.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●通常時エイトメモリーシステム              <確変>16R=34.0%(ｻﾎﾟ70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>4R=33.0%(ｻﾎﾟ70回)・8R=33.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>実8R=24.0%(ｻﾎﾟ70回)・16R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

27日

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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8

役物確率

9


