
メーカー 型式 機種名

クランキーコレクションCL

リバティベルファイブT

ビーマックスMA

沖ドキ！WC／LL

スーパージャックポットXJ

ハナビBH／BHS2

サンダーVリボルトUR

キングジャックGK

ゲッターマウスDG

バーサスSE

HP30-D02X 沖ドキ!LL‐30

沖ドキ!トロピカルHH-30

沖ドキ!パラダイスHH-30

HP-C11X クランキーセレブレーションCE

沖ドキ！バケーションNN

アレックスAE

HP30-D05X 沖ドキ！バケーションNN-30

HP-C06 ダイナミックサンダーVRF

HP-C08H ミリオンゴッド-神々の系譜-ゼウスUV

緑ドン3-D

緑ドンVIVA2MR

バジリスク絆MK／TK

SLOTバットマンBB／BL

デビルマンⅢDM

ミラクルMC

アステカ太陽の紋章AE

SLOTバジリスクⅢBE

アナザーゴッドポセイドンWP

SLOTギルティクラウンUC

HP-C12H SLOTデビルマンχDA

HP-C13H SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA

PH-1800-ER1 バイオハザード5Z

デビルメイクライ4覚醒YA

モンスターハンター月下雷鳴ZX

戦国BASARA3ZV

バイオハザード6ZY

アスラズラースZS

スーパーストリートファイターⅣ/ZY

デビルメイクライクロスZY

モンスターハンター狂竜戦線/ZS

逆転裁判/ZW

バイオハザードリベレーションズ/ZW

大神/ZS

エレコ

HP-C09H

HP-C10H

HP-C11H

エンターライ
ズ

PH-1800-ER2

アクロス

HP-C08X

HP-C09X

HP-C10X

HP30-D03X

HP-C13X



ストリートファイターⅤ/ZS

アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機P

パチスロラブ嬢A1

主役は銭形2B5

戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2

みどりのマキバオー2E2

パチスロ黄門ちゃま喝D1

麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1

デビルサバイバー2最後の7日間H1

めぞん一刻桜の下でN/F4

ルパン三世ロイヤルロードB1

パチスロガールズ＆パンツァーC3

戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2

南国物語/F1／F5

ルパン三世消されたルパン/B4

パチスロロストプラネット2/E2

TVアニメーション弱虫ペダル/Y1

パチスロJAWS/J5

パチスロゼクスイグニッション/Z1

パチスロ黒神/K2

パチスロガールフレンド(仮)/G4

戦国乙女Type-A/D5

パチスロ亜人/A3

アイムジャグラーEX

アイムジャグラー７

ジャンキージャグラーⅢ

アイムジャグラーSPⅧ

クラシックジャグラーⅢ

ハッピージャグラーV8

マイジャグラー

ミラクルジャグラーK

アイムジャグラーAPEXⅥ

ニューアイムジャグラーEX-C

大漁ⅡT

120P-K マイジャグラーⅡK

マイジャグラーⅡKK

ジャグラーガールズK

みんなのジャグラーC

ハッピージャグラーVⅡKK

ニューアイムジャグラーEX-KT

マイジャグラーⅢKD

テイルズオブディスティニーN

ヘルシングTH

萌えよ剣　今宵花散るTK

120P-K1

オリンピア

BHP-A07S2H

BHP-A07S2H3

北電子

110P

110P-S

110P-S1

110P-S2



おとめ妖怪ざくろKD

デッドマン・ワンダーランドKC

輪るピングドラム/KU

テイルズオブシンフォニア/KP

これはゾンビですか/KA

PH-1000LN-KDH ゴーゴージャグラーKK

PH-1100LN-KDL 機動警察パトレイバー/KH

プチマーメイド/KS

ファンキージャグラー/KK

アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK

スーパーミラクルジャグラー/KU

アイムジャグラーEX-AE/KT

マイジャグラーⅣ/KE

マタドールⅡ/KS-30

ロイヤルマハロ/KT-30

PH-1100-KDL2 ダンまち/KT

カイジ3S

ディスクアップ/ZS

マジカルハロウィン4KA

麻雀格闘倶楽部KK

ドロロンえん魔くんKN

戦国コレクション2KS

ハイスクールDDKR

マジカルハロウィン5/KA

麻雀格闘倶楽部2/KA

GⅠ優駿倶楽部/KD

ラブキューレ/KY

マジカルハロウィン6/KK

エルインカ黄金文明/KK

メタルギアソリッドKG

悪魔城ドラキュラLoS/KD

戦国コレクション3/KR

コナミア PH-1000K7 ルーレットクイーン/KN

ミューズメント PH-1000K8 S戦コレ！徳川家康KE

サボハニ 青色（BPH-A08D） 秘宝伝Rev./A4

パチスロ北斗の拳転生の章ZA

獣王ZS

ツインエンジェル3X

攻殻機動隊F

化物語ZX

エウレカセブン2ZZ

ロストアイランドXA

蒼天の拳2ZZ/T蒼天の拳2ZZ

MHP-1000S

KPE

PH-1000K2

PH-1000K3

PH-1000K5

120P-K1-S

PH-1100LN-KDH

PH-1100-KDH2

PH-1800KD2-30

銀座 MHP-1100SA



アラジンAⅡZS

パチスロ北斗の拳強敵ZA

ベヨネッタZF

機甲戦記ドラグナーXS

鬼武者3時空天翔AS

コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX

A-SLOT北斗の拳強敵/ZS

A-SLOT偽物語/ZR

パチスロ北斗の拳修羅の国/RF

エウレカセブンAO/XS

牙狼守りし者/ZX

宇宙戦艦ヤマト2199/ZX

攻殻機動隊2/ZS

獣王王者の覚醒/ZA

パチスロサクラ大戦熱き血潮に/XR

ツインエンジェルBREAK/ZS

エイリヤンエボリューション/XR

パチスロ北斗の拳2017/XF

パチスロ北斗の拳AA/ZS

SチェインクロニクルWR

カイジ4/ZS 

HP-Z01 S蒼天の拳AA ZB 

ボンバーパワフルⅡZ

パチスロマクロスフロンティア2G/BL

パチスロ蒼穹のファフナーA

パチスロ修羅の刻A

パチスロISインフィニットストラトス

オスバンチョウ2Q

クレアの秘宝伝K

黄色(BHP-A07B) パイレーツワールド

秘宝伝　太陽を求める者たちM

忍魂弐A2

吉宗A3

ンゴロポポスA5

押忍！サラリーマン番長　俺に日本は狭すぎるA9

ヨシムネH2A4

JACKASSTEAMA7

秘宝伝伝説への道/A4

まつりば！/A5

バガナックルー/A4

秘宝伝TheLast/A3

クレアの秘宝伝眠りの搭と目覚めの石/A2

3×3EYES/A7

忍魂暁ノ章/A2

大都技研

朱色（BHP-A07A）

白色（BHP-A07C）

サミー

MHP1100SA

三共 JGH-125



ケロロ軍曹/A2

シェイクⅢ/A4

押忍！番長3/A5

SHAKEⅢSIDE-A/A7

政宗2/A5

番長外伝盗忍！剛衛門/A8

押忍！番長A/A3

Sアメリカン番長HEY！鏡B2

パチスロ仮面ライダーZR

御伽屋HANZO ZZ

龍が如くOF THE END ZA

パチスロ銀と金2ZA

ロストアイランド2/ZS

パチスロBLOOD+二人の女王/XA

パチスロ火曜サスペンス劇場/ZZ

蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ/XA

パチスロ戦場のヴァルキュリア/RS

蒼き鋼のアルペジオ アルスノヴァ2/ZS

PH-1000K2 旋律のストラタスJW

ガンソードDT

スカイガールズ2RA

サイレントヒルCP

パオン・
ディーピー

青色（BPH-A08D） クレアの秘宝伝女神の夢と魔法の遺跡/P4

ヱヴァンゲリヲン・生命の鼓動R

ヱヴァンゲリヲン・決意の刻

ヱヴァンゲリヲン・希望の槍R

パチスロヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐものF

パチスロ機動戦士ガンダム・覚醒CB

パチスロリングノロイノナノカカンFSB

地獄少女FSA

緋弾のアリアFSA

呪怨FSC

リング終焉の刻FSA

世界でいちばん強くなりたい！FSA

地獄少女宵伽FSB

FAIRY TAIL FSA

HP-C07Z ミリオンゴッド-神々の系譜-E

HP-C09Z アナザーゴッドハーデス-X

イノキロードトゥゴッドMG

アメイジングスパイダーマンQ

回胴性ミリオンアーサーB

SLOT魁！！男塾BM

ゆるせぽねDY

デュエルドラゴンプラスUL

藤商事

BHP-A07S2F

BHP-A07S2F2

JGH-FU2

ミズホ

HP-C11Z

HP-C13Z

高砂
PH-1000K3

ビスティ JGH-125

青色（BPH-A08D）

タイヨーエレッ
ク

MHP-1100SA



HP-Z02 アナザーゴッドハーデス冥王/GL 

バジリスクⅡ-NH

鬼の城T

魔法少女まどか☆マギカA

やじきた道中記乙MD

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM

SLOTアカギ/DA

ラグナロクサーガ/RN

SLOTパックマン/DG

SLOTファミリースタジアム/DN

ニューパルサースリーR-B

ケロット2A

ニューパルサーSP-B

パチスロ宇宙戦艦ヤマト2

パチスロ鉄拳3EE

パチスロムソウオロチDD

パチスロゴッドイーターCC／FF

ドットパルサーKPV/CC

ナイツ2/CC

パチスロソウルキャリバー/HH

モンキーターン3/DD

パチスロキンニクマン3/CC

カンフーレディドラゴン/GG

セイクリッドセブン/XX

パチスロゴッドイーター2/CC

ハイスクールオブザデッド/CC

モンキーターン2TT

ケロット3EE

シーマスター2GG

ニューパルサーDXCC

ケロルンCC

リノNGTCC

スーパープラネットDX/CC

天下布武3/ZZ

ウィッチマスター/FF

タイムクロス2/DD

ハイパーリノ/CC

ワンダークーちゃん/GG

カンフーレディEVO/XX

ニューパルサーSP2/DD

スーパープラネットSP/CC 

SスーパーリノXZZ 

ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD

シャドウハーツⅡ運命の道標SS
HP-C10B

山佐

VH-3-25

VH-5-25

VH-6-25

VH-7-25

メーシー

HP-C08C

HP-C09C

HP-C11C

HP-C13C



沖ドキ！トロピカルHH

沖ドキ！パラダイスHA

デッドオアアライブ5EK

SLOTスターオーシャン4TR

タロットエンペラーRT

コンチネンタルゼロZZ

SLOTハイスクール・フリートBU

モンスターハンターZS

新鬼武者AW

サラリーマン金太郎出世回胴編XF

犬夜叉/ZX

パチスロイースⅠ＆Ⅱ/XX

闘え！サラリーマン/XA

コードギアスR2C.C./ZS

ツインエンジェルBREAK-A/ZR

ユニバーサ
ルブロス

HP-C10B

HP-C11B

HP-C13B

ロデオ

MHP-1000S

MHP-1100SA


