
・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　5月】　機種一覧表 2015 年 5 月 10 日

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

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5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

3日

10日 ｻﾝｾｲR&D CR衝撃ゴウライガン　ＶＶ V確確変 フル 100回 　3＆1＆7 399.6 120.02 初56.0% 6 15 1,260 【ｻﾎﾟ無時】<確変>15R=56.0%

20,000 　●電サポ「状態変動」仕様 ＆10＆15 継80.5%                <通常>15R=44.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 【ｻﾎﾟ有時】<確変>15R=80.5%

　●「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>15R=19.5%(時短0回)

　●「小当り」確率＝なし ※時短中の特賞は時短100回

SANKYO CR F.宇宙戦艦ヤマト V確ST ＳＴ中 120回 　3＆3＆3 399.6 70.5 初50.0% 7+1 936 【ヘソ】   <確変>上実10+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ120回)

30,000 通常後 100回 ＆10＆14＆14 継100.0% 実 10 1,170              <通常>上実10R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ賞球=14個共通 (ST=120) 10+1 1,287 【電ﾁｭｰ】 <確変>上7+下1R=30.0%(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」 15+1 1,872              <確変>上15+下1R=70.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●「小当り」確率＝なし

CR F.宇宙戦艦ヤマト　Ｒ V確ST ＳＴ中 120回 　1＆2＆3 199.8 86.3 初63.0% 実 4 448 【ヘソ】   <確変>上実4+下1R=63.0%(ｻﾎﾟ120回)

通常後 100回 ＆10＆15＆15 継100.0% 4+1 560              <通常>上実4R=37.0%(時短100回)

※ヘソ賞球＝1個 (ST=120) 14+1 1,680 【電ﾁｭｰ】 <確変>上4+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ120回)

※電チュー賞球＝2個              <確変>上14+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通

　●「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地獄少女　弐　ＦＰＬ V確確変 フル 100回 　3＆1＆5 290.0 117.45 初50.0% 実 4 468 【ヘソ】   <確変>実4R=48.0%・16R=2.0%

18,000 ＆10＆14 継70.0% 実 8 936              <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 1,872 【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100回)

　●「小当り」確率＝なし

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRドラムロイド　Ｌ－Ｋ１ フルST ＳＴ中 16or100 　1＆2＆8 128.8 128.5 100.0% 4 560 <比率>   <確変>右4R=34.0%(ｻﾎﾟ16回=31.0%・100回=3.0%)

【前枠】 ＆15＆15 (ST=100) 10 1,400              <確変>右10R=33.0%(ｻﾎﾟ16回=30.0%・100回=3.0%)

(最短) ※ヘソ賞球＝1個 16 2,240              <確変>右16R=33.0%(ｻﾎﾟ16回=30.0%・100回=3.0%)

4,500 ※電チュー賞球＝2個

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝1/99.45（ヘソ・電チュー共通）

アタッカー性能(MAX)

9

8

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

月次、新機種名及びスペックのご案内（納品日別）

最終更新日

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　)

9

10



※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　5月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5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

10日 大一商会 CRバイオハザードゼロ　ＫＬ V確ST ＳＴ中 130回 　3＆2＆5 392.4 76.65 初64.0% 下実 1 117 【ヘソ】   <確変>下実1R=10.0%(ｻﾎﾟ130回)

(最短) 通常後 100回 ＆10＆14＆14 継100.0% 上実 4 468              <確変>上実3+下1R=54.0%(ｻﾎﾟ130回)

25,000 ※電チュー賞球＝2個 (ST=130) (J)3+1 468              <通常>上実4R=36.0%(時短100回)

J5+1 702 【電ﾁｭｰ】 <確変>上15+下1R=65.0%(ｻﾎﾟ130回)

J7+1 936              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ130回)】上3+下1R=5.0%・上5+下1R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 J9+1 1,170              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ130回)】上7+下1R=5.0%・上9+下1R=5.0%

　●「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」 J11+1 1,404              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ130回)】上11+下1R=5.0%・上15+下1R=10.0%

　●「小当り」確率＝なし (J)15+1 1,872

CRバイオハザードゼロ　ＫＴ V確ST ＳＴ中 130回 　3＆2＆5 239.2 94.30 初55.0% 下実 1 90 【ヘソ】   <確変>下実1R=10.0%(ｻﾎﾟ130回)

通常後 100回 ＆10＆11＆11 継100.0% (J)3+1 360              <確変>上実3+下1R=45.0%(ｻﾎﾟ130回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=130) J5+1 540              <通常>上実10R=45.0%(時短100回)

J7+1 720 【電ﾁｭｰ】 <確変>上15+下1R=65.0%(ｻﾎﾟ130回)

上実 10 900              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ130回)】上3+下1R=5.0%・上5+下1R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 J9+1 900              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ130回)】上7+下1R=5.0%・上9+下1R=5.0%

　●「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」 J11+1 1,080              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ130回)】上11+下1R=5.0%・上15+下1R=10.0%

　●「小当り」確率＝なし (J)15+1 1,440

三洋物産 CRA大海物語３　ＳＡＰ フルST ＳＴ含 3種類 1＆3＆10＆13 99.9 19.5 100.0% 4 432 <比率>   <確変>4R=36.0%(ｻﾎﾟ25回=29.0%・50回=7.0%)

50,000 （25/50/100回） ※ヘソ賞球＝1個 (ST=10) 6 648              <確変>6R=60.0%(ｻﾎﾟ50回)・15R=4.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 15 1,620

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CRA夜王　ＧＬ V確ST ＳＴ中 80回 　3＆3＆10 99.9 66.87 初33.0% 3+1 256 【ヘソ】    <確変>下7+上1R=18.0%(ｻﾎﾟ80回)

（ソフィア） 通常後 4種類 ＆9＆9 継100.0% 下実 7 448              <確変>下実7+上1R=10.0%(ｻﾎﾟ80回)

(ﾘﾕｰｽ含) （20/40/60/80回） ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球 (ST=80) (実)7+1 512              <確変>下15+上1R=5.0%(ｻﾎﾟ80回)

15+1 1,024              <通常>下実7R=67.0%

(時短20回=37.0%・40回=15.0%・60回=10.0%・80回=5.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>下実3+上1R=8.0%(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」              <確変>下7+上1R=52.0%(ｻﾎﾟ80回)

　●「小当り」確率＝1/851.1（ヘソのみ）              <確変>下15+上1R=40.0%(ｻﾎﾟ80回)

CRA夜王　ＧＬＡ V確ST ＳＴ中 80回 　3＆3＆10 89.9 70.70 初20.0% 3+1 256 【ヘソ】    <確変>下7+上1R=15.0%(ｻﾎﾟ80回)

通常後 4種類 ＆9＆9 継100.0% 下実 7 448              <確変>下実7+上1R=4.0%(ｻﾎﾟ80回)

（20/40/60/80回） ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球 (ST=80) (実)7+1 512              <確変>下15+上1R=1.0%(ｻﾎﾟ80回)

15+1 1,024              <通常>下実7R=80.0%

(時短20回=50.0%・40回=21.0%・60回=5.5%・80回=3.5%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>下実3+上1R=14.0%(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」              <確変>下7+上1R=71.0%(ｻﾎﾟ80回)

　●「小当り」確率＝1/851.1（ヘソのみ）              <確変>下15+上1R=15.0%(ｻﾎﾟ80回)

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

8

8

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　5月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5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

10日 平　和 CRA猪木５　９ＡＵ V確ST ＳＴ中 70回 　3＆2＆7 99.9 51.0 初51.0% 下実 7 441 【ヘソ】   <確変>下実7+右1R=41.0%(ｻﾎﾟ70回)

通常後 30回 ＆3＆10 継100.0% 7+1 453              <確変>下14+上1R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=70) 右 6 14+1 894              <通常>下実7R=49.0%(時短30回)

※右Vｱﾀｯｶｰ=3個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>下実7+右1R=90.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個賞球              <確変>下14+上1R=10.0%(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」

　●「小当り」確率＝なし

17日 ビスティ CRヱヴァンゲリヲン９　Ｈ 確変 フル 100回 　3＆2＆3 299.3 29.93 60.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=20.0%・15R=40.0%

＆10＆10 15 1,350              <通常>15R=40.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝2個 【右打時】 <確変>15R=60.0%

             <通常>15R=40.0%(時短100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」　●「電チュー優先消化」 【特１詳】 <確変>突2R=40.0%・15R=20.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>15R=40.0%(時短100回)

24日 大都技研 CR吉宗Ｂ３　Ｌ０２　 1種2種混 フル 0回 3＆1＆10＆14 239.2 役ﾓﾉ連 初60.0% (実) 4 520 【ヘソ】    <時短>4R=60.0%

【新枠】 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 継75.0% 8 1,040              <通常>8R=40.0%(時短0回)

12,000 　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 実 15 1,950 【V入賞】 <時短>実4R=25.0%・実15R=50.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>実4R=25.0%(時短0回)

大一商会 CR哲也２　ＢＺ 確変 潜伏有 5種類 　3＆3＆5 129.8 28.49 76.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=9.0%(初回潜伏)

(ﾘﾕｰｽ含) （0/18/36/54/72回） ＆10＆6＆6 下実 8 320              <確変>下実8R=66.0%(潜伏継続=7.0%・ｻﾎﾟ次回迄=59.0%)

300 ※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=6個賞球 右J 4 200              <確変>右実10R=1.0%

右J 5 250              <通常>下実8R=24.0%(時短0回)

右J 6 300 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=6.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・右8R=5.0%

右J 7 350              <確変>右16R=49.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 右(J) 8 400              <確変>【右JUB】実4R=8.0%・実5R=3.5%・実6R=1.5%

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[潜伏継続]タイプ 右実 10 500              <確変>【右JUB】実7R=1.0%・8R=0.5%・16R=1.5%

   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 右(J) 16 800              <通常>下突2R=24.0%

　●「小当り」確率＝1/256.0 (時短18回=22.5%・36回=0.5%・54回=0.5%・72回=0.5%)

右 10

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。
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※ 2015年1月より、「表記」を変更致しました。 【2015年　5月】　＜ページ　４＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5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

24日 豊丸産業 CR釣りキチ三平　１９９Ｌ 確変 潜伏有 3種類 　3＆1＆10 199.8 77.7 63.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>下突2R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

4,000 （50/75/100回） ＆13＆13 下(実) 5 480              <確変>下(実)5R=56.0%

※電チュー賞球＝1個 右 5 480 (ｻﾎﾟ50回=23.0%・75回=16.0%・100回=10.0%・次回迄=7.0%)

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球 下 15 1,440              <確変>下15R=2.0%

右 15 1,440              <通常>下5R=37.0%(時短50回=27.0%・75回=5.0%・100回=5.0%)

【電ﾁｭｰ】<確変>右突2R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右5R=8.0%(ｻﾎﾟ75回=1.0%・100回=2.0%・次回迄=5.0%)

　●「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>右15R=50.0%

　●「小当り」確率＝1/4,096（ヘソ）・1/65,536（電チュー）              <通常>右5R=37.0%(時短75回=26.0%・100回=11.0%)

CR釣りキチ三平　９９ＶＭ 確変 潜伏有 4種類 　3＆1＆10 99.9 77.7 50.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>下突2R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

（25/50/75/100回） ＆9＆12 下(実) 5 360              <確変>下(実)5R=38.0%

※電チュー賞球＝1個 右 5 495 (ｻﾎﾟ25回=7.0%・50回=24.0%・次回迄=7.0%)

※下ｱﾀｯｶｰ=9個賞球 下実 10 720              <確変>下実10R=3.0%・下15R=4.0%

※右ｱﾀｯｶｰ=12個賞球 右実 10 990              <通常>下5R=50.0%(時短25回=15.0%・50回=31.0%・75回=4.0%)

下 15 1,080 【電ﾁｭｰ】<確変>右突2R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・右5R=12.0%

右 15 1,485              <確変>右実10R=28.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 (ｻﾎﾟ75回=12.0%・100回=6.0%・次回迄=10.0%)

　●「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>右15R=5.0%

　●「小当り」確率＝1/1,986（ヘソ）・1/65,536（電チュー）              <通常>右5R=50.0%(時50回=30.0%・75回=10.0%・100回=10.0%)

CR釣りキチ三平　９９ＶＳ 確変 潜伏有 4種類 　1＆1＆10 99.9 77.7 50.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>下突2R=18.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

（25/50/75/100回） ＆13＆9＆9 下実 5 320              <確変>下実5R=30.0%

※ヘソ賞球＝1個 下 15 960 (ｻﾎﾟ25回=9.0%・50回=19.0%・次回迄=2.0%)

※電チュー賞球＝1個 右 15 960              <確変>下15R=2.0%

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球              <通常>下実5R=50.0%(時25回=24.0%・50回=23.0%・75回=3.0%)

【電ﾁｭｰ】<確変>右突2R=18.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右15R=32.0%(ｻﾎﾟ75回=6.0%・100回=6.0%・次迄=20.0%)

　●「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」              <通常>右15R=50.0%

　●「小当り」確率＝1/555（ヘソ）・1/65,536（電チュー） (時短50回=31.0%・75回=10.0%・100回=9.0%)

31日

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

8

9

8

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。


