早見表
メーカー名
北電子

カバーNo
143

機種名
クラシックジャグラー
BON JOVI
アイムジャグラーＳＰ
ハッピージャグラー
Ｍｙジャグラー
テンションブースター
アイムジャグラーAPEX
浮浪雲
ミラクルジャグラー
ケータイ少女

154

大漁II
ニューアイムジャグラーEX
マイジャグラーⅡ
マハロ－30
ジャグラーガールズ
コイコイマハロ-30
みんなのジャグラー
ハッピージャグラーⅦ
マタドール－30
ワイワイマハロ－30
ゴーゴージャグラー
イケイケマハロ-30
マイジャグラーⅢ
プチマーメイド
マタドールⅡ-30
ファンキージャグラー

164
アルミ灰皿シール対応
※新筐体

パチスロ「テイルズ オブ デスティニー」
パチスロヘルシング
パチスロ機動新撰組 萌えよ剣～今宵、花散る～
パチスロ おとめ妖怪ざくろ
パチスロ デッドマン・ワンダーランド
パチスロ機動警察パトレイバー
輪るピンクドラム
ﾆｭｰｱｲﾑkｼﾞｬｸﾞﾗｰEX AnniversaryEdition
～ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾋﾟﾝｸ～
スーパーミラクルジャグラー
ロイヤルマハロ-30
パチスロテイルズ オブ シンフォニア
パチスロ これはゾンビですか？
マイジャグラーⅣ
パチスロ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」
マイフラワー30
ゴーゴージャグラー２

京楽
オッケー

大都・バオン＆ティービー
サボハニ

必要なし
必要なし

105

アイムジャグラーEX（６号機）
ぱちスロAKB48 必要なし
必殺仕事人 必要なし
パチスロAKB48 バラの儀式 必要なし
ぱちスロ テラフォーマーズ 必要なし
ぱちスロ 水戸黄門 必要なし
ぱちスロ アベンジャーズ 必要なし
ぱちスロ PSYCHO-PASS ｻｲｺﾊﾟｽ 必要なし
ぱちスロ ウルトラセブン 必要なし
ぱちスロAKB48 勝利の女神 必要なし
ぱちスロ 仮面ライダーBLACK 必要なし
ぱちスロ ゲッターロボ
必要なし
ぱちスロAKB48 エンジェル 必要なし
ぱちスロ 冬のソナタ 必要なし
秘宝伝～封じられた女神～

大都・バオン＆ティービー
サボハニ

105
政宗
ギラギラ爺サマー
必要なし

バルテック

オリンピア＆平和＆アムテックス

121
117

押忍！番長2 必要なし
パイレツーワールド 必要なし
秘宝伝 ～太陽を求める者達～ 必要なし
忍魂弐 ～烈火ノ章～ 必要なし
吉宗 必要なし
ンゴロポポス ～ピンチ！捕われの爺～ 必要なし
押忍！サラリーマン番長 必要なし
吉宗～極～ 必要なし
ジャッカスチーム 必要なし
秘宝伝～伝説への道～ 必要なし
まつりば！ 必要なし
バガナックル― 必要なし
クレアの秘宝伝～眠りの塔とめざめの石～必要なし
3×3EYES ～聖魔覚醒～必要なし
SHAKEⅢ 必要なし
押忍！番長3 必要なし
忍魂～暁の章～ 必要なし
ケロロ軍曹 必要なし
SHAKEⅢ SIDE-A 必要なし
盗忍！剛衛門 SIDE-A 必要なし
政宗２ 必要なし
秘宝伝Rev. 必要なし
押忍！番長A 必要なし
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 必要なし
HEY!鏡 必要なし
Re:ゼロから始める異世界生活 必要なし
バンバンクロス 必要なし
PYRAMID EYE（ピラミッドアイ） 必要なし
押忍！サラリーマン番長2 必要なし
パチスロ一騎当千ＸＸ
ドルマッチ
走れメロス

シール対応

パチスロ ベン・トー～半額弁当争奪戦～
パチスロ ロボットガールズZ
パチスロ ベン・トー～狼たちの夜～
グレート69～TOMOLER～
スペリオーレ

115

パチスロ鉄拳伝タフ2nd ROUND
ゴルゴ13 あの男に連絡だ
ドラゴーンノーツ
蝶々乱舞
パチスロ 黄門ちゃま
探偵物語 TURBO
ウィングマン
パチスロ・キャツアイ
不二子 100億＄の女神
新・ドロンジョにお任せ
ねぇ～ねぇ～島娘
めぞん一刻～夏色の風と～
キュインぱちすろ南国育ち 1st vacation
麻雀物語２ 激闘！麻雀グランプリ
ゴルゴ13 －薔薇十字団の陰謀－
アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機
パチスロ 戦国乙女～剣戟に舞う白き剣聖～
パチスロラブ嬢
シティーハンター
主役は銭形２
Magic Monster3 ぶっちぎり！魔界グランプリ

戦国乙女 ～剣戟に舞う剣聖～西国参戦編
みどりのマキバオー届け！！日本一のゴールへ！！

エレコ
ユニバーサル
アクロス
メーシー
ミズホ
ユニバーサルブロス

パチスロ カウボーイビバップ
パチスロ黄門ちゃま 渇
麻雀物語3役満乱舞の究極対戦
デビルサバイバー2 最後の7日間
めぞん一刻 桜の木の下で
必要なし
ルパン三世 ﾛｲﾔﾙﾛｰﾄﾞ～金海に染まる黄金神殿～必要なし
パチスロ ガールズ＆パンツァー 必要なし
戦国乙女2～深淵に輝く気高き将星～ 必要なし
南国物語 必要なし
南国物語 SPECIAL 必要なし
パチスロルパン三世-消されたルパン- 必要なし
パチスロ ロスト プラネット2 必要なし
TVアニメーション弱虫ペダル 必要なし
パチスロJAWS～it’s a SHARK PANIC～ 必要なし
ゼクスイグニッション 必要なし
パチスロ黒神 The Animation 必要なし
ﾊﾟﾁｽﾛｶﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞ(仮)～聖櫻学園ﾒﾓﾘｱﾙ～ 必要なし
パチスロ亜人 必要なし
戦国乙女～TYPE-A～ 必要なし
乙女マスターズ～空を翔る白き軌跡～必要なし
南国物語 Type-A 必要なし
不二子Type-A+ 必要なし
パチスロ黄門ちゃまV 必要なし
パチスロルパン三世 世界解剖 必要なし
南国育ち~蝶々ver~ 必要なし
パチスロ戦国乙女TYPE-A+ 必要なし
パチスロ島漢 必要なし
パチスロ黄門ちゃまV女神盛-MEGAMORI- 必要なし
パチスロガールズ＆パンツァーG ～これが私の戦車道です！～必要なし
S南国娘2 必要なし
パチスロラブ嬢2 必要なし
Sルパン三世 イタリアの愛 必要なし
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機必要なし
パチスロ 青鬼 必要なし
パチスロ 花伝-30 必要なし
バジリスク甲賀忍法帖Ⅱ
111終了致しました。シールにて対応致します
ドンちゃん祭
トロピカーナ
牙狼
ミリオンゴッド～神々の系譜～ＺＥＵＳ
クランキーコレクション
鬼の城
緑ドン キラメキ！炎のオーロラ伝説
リバティベルＶ
ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ
バジリスクⅡ ～甲賀忍法帖～絆
アナザーゴッドハーデス－奪われたＺＥＵＳver．－
緑ドンVIVA2
Ｂ－ＭＡＸ
やじきた道中記 乙
沖ドキ
スロットバットマン
スーパージャックポット
ハナビ
ミリオンゴッド-神々の凱旋ＳＬＯＴ シャドウハーツⅡｰ運命の道標サンダーＶリボルト
キングジャック

デビルマンⅢ-悪魔の黙示録
沖ドキ！トロピカル
ゲッターマウス
ミラクル
HANABI-FINAL白夜Ver.沖ドキ！パラダイス-30
沖ドキ！パラダイス-25
バーサス
SLOT デッド オア アライブ5
クランキーセレブレーション
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
SLOTバジリスク～甲賀忍法帖～Ⅲ
SLOTスターオーシャン4
SLOTアカギ～闇に降り立った天才～
SLOTギルティクラウン
SLOT魁！男塾
回胴性ミリオンアーサー
アメイジングスパイダーマン
SLOTデビルマンX
イノキロードトゥゴッド
SLOT魔法少女まどか☆マギカA
タロットエンペラー
コンチネンタルゼロ
SLOTパックマン
ゆるせぽね
SLOTハイスクール・フリート
沖ドキ！バケーション
沖ドキ！バケーション-30
アレックス
SLOTファミリースタジアム
ヂュエルドラゴンプラス
ドンちゃん2
アナザーハナビ弥生ちゃん
ハナビ通
必要なし

山佐・セブンリーグ

118

SLOT ギャラガ
アステカ 必要なし
アナザーゴットポセイドン 必要なし
ラグナロクサーガ 必要なし
アナザーゴッドハーデス-冥王召喚- 必要なし
SLOT魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語必要なし
サンダーＶライトニング 必要なし
バジリスク～甲賀忍法帖～絆2 必要なし
モンキーターン
天下不武２Ａ
サイバードラゴン２
パチスロ ウルトラセブン
ケロット２
黒ひげ危機一髪
パチスロ鉄拳２ｎｄ
パチスロ銀河鉄道９９９
パチスロ鉄拳デビル
ニューパルサーＳＰ
押忍！豪炎高校応援団
パチスロキン肉マン
キュロゴス２
パチスロ宇宙戦艦ヤマト２～テレサ、愛の導き～
パチスロ戦国無双２
キャプテンパルサー
パチスロ ゼーガペイン
パチスロスタードライバー

モンキーターンⅡ
パチスロケロット３
パチスロ バーストエンジェル
シーマスター ～ララ・旅立ちのプレリュード～
ニューパルサーデラックス
押し順ケロルン
煩悩ＢＲＥＡＫＥＲ禅
リノ
スーパーリノMAX
スーパープラネットデラックス
天下布武3
パチスロウイッチマスター
タイムクロス2
ハイパーリノ
ニューパルサーSPⅡ
ワンダークーちゃん
カンフーレディ・テトラ
ハイカ101
スーパープラネットSP
スーパーリノXX
CTザクザク七福神
ニューパルザーDX～チェリーバージョン～
ジャングルマスターコングダム
必要なし

タイヨー

129

アルミ灰皿シール対応
高砂

107
136
159

パチスロ鉄拳３ｒｄ 必要なし
ゴッドイーター 必要なし
パチスロ無双OROCHI 必要なし
パチスロ鉄拳3ｒｄエンジェルver 必要なし
キングパルサー～DOT PULSAR～ 必要なし
ナイツ２ 必要なし
パチスロソウルキャリバー 必要なし
パチスロモンキーターンⅢ 必要なし
ﾊﾟﾁｽﾛ ｷﾝ肉ﾏﾝ～夢の超人タッグ編～必要なし
燃えよ！功夫淑女ドラゴン 必要なし
パチスロ セイクリッドセブン 必要なし
パチスロゴッドイーター2 必要なし
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド 必要なし
パチスロ 鉄拳4 必要なし
パチスロ TIGER＆BUNNY必要なし
パチスロ鉄拳4必要なし
天下布武4 必要なし
パチスロ ケロット4 必要なし
Ｐｉａキャロットへようこそ！！ＧＯ
一騎当千３
ハイサイ蝶特急Ⅱ
ハローサンタアルティメット・マシンガンバージョン
続・回胴のジャンゴ
ビッグボーナスＸ６４
ハイサイ蝶特急ターボ
バビロン （ｗｉｔｈ桜丘ショコラ）
コクッチーマスターズ
コクッチーブラック
必勝金閣寺物語
鬼浜外伝ハヤト疾風伝
女番長
スカイガールズ～よろしく！ゼロ～
旋律のストラタス
ガン×ソード
乙女魂～光と無月～
スカイガールズ～ｾﾞﾛ、ふたたび～
サイレントヒル

サミー
ロデオ
タイヨーエレック
銀座
サンセイR＆D

158

パチスロ攻殻機動隊Ｓ・Ａ・Ｃ
あしたのジョー２
パチスロ回胴黙示録カイジ3
パチスロ化物語
パチスロ交響詩篇エウレカセブン２
うる星やつら３
パチスロ仮面ライダーUNLIMTED
パチスロ輪廻のラグランジェ
パチスロ ロストアイランド
御伽屋ＨＡＮＺＯ
パチスロ蒼天の拳２ ＺＺ
パチスロバーチャファイタＺＳ
サラリーマン金太郎 出世回胴編
パチスロアラジンAⅡ
パチスロ 北斗の拳 強敵
パチスロ ベヨネッタ
龍が如く OF THE END
パチスロ 銀と金2
パチスロ 機甲戦記ﾄﾞﾗｸﾞﾅー
パチスロ 偽物語
パチスロビックドリーム in ロストアイランド２
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
A-SLOT偽物語
A-SLOT北斗の拳 将
パチスロ BLOOD＋二人の女王
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇
パチスロ火曜サスペンス劇場
パチスロ犬夜叉
パチスロエウレカセブンAO
パチスロ牙狼-守りし者パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199
パチスロ攻殻機動隊S.A.C 2nd GIG
パチスロ獣王 王者の覚醒
パチスロサクラ大戦～熱き血潮に～
A-SLOT エイリヤンレボリューション
パチスロ蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァパチスロ闘え！サラリーマン
パチスロ イースⅠ＆Ⅱ
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
パチスロ戦場のヴァルキュリア

101

134

パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 羅刹Ver.
パチスロ蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-Mental Model ver.
パチスロ猛獣王 王者の咆哮
A-SLOT DARTSLIVE（ダーツライブ）
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない
パチスロファンタシースターオンライン
パチスロ蒼天の拳
スパイダーマン３
新鬼武者Ｚ
新鬼武者 再臨
パチスロ獣王 王者の帰還
怪盗天使ツインエンジェル３
ラーゼホン
パチスロ北斗の拳～世紀末救世主～
パチスロサクラ大戦３
コードギアス反逆のルルーシュ
アイドルマスターライブインスロット
リングにかけろ１ ギリシア十二神編
モンスターハンター
トゥハート２

魁！男塾～天挑五輪大武会編～
パチスロ北斗の拳 転生の章
パチスロカメレオン
必要なし

パチスロツインエンジェルBREAK
パチスロ北斗の拳 新伝説創造
ディスクアップ
パチスロチェインクロニクル
A-SLOTツインエンジェルBREAK
回胴黙示録カイジ4
パチスロ蒼天の拳明友
パチスロ巨人の星～情熱編～

パイオニア

135

パチスロ北斗の拳 天昇
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
回胴黙示録カイジ～沼～
スペシャルハナハナＩＩ‐３０
ビックシオＶ
キングハイビー－３０
ミルキーマーチ
キングハナハナ－３０
シオサイＡ－３０
ドラゴンハナハナ－３０
キンバリー－３０
スーパーシオ－３０
ラクラクビスカス
クイーンハナハナ－３０
クィーンオアシス
ハイハイハイビ-30
テンパイラッシュ
スーパーラクラクビスカス
スーパーオアシス

必要なし

藤商事・JFJ

140

162

ニューキングハナハナー３０ 必要なし
沖縄フェスティバル 必要なし
ハナハナホウオウ-30 必要なし
ユルビスカス-30 必要なし
ドリームハナハナ-30 必要なし
もっと！沖縄フェスティバル-30 必要なし
オアシスデイズ 必要なし
ドキドキマンゴー 必要なし
グレートキングハナハナ-30 必要なし
ニューシオサイ-30 必要なし
シークレットハイビスカス 必要なし
マシマシ 必要なし
ツインドラゴンハナハナ-30 必要なし
プレミアムハナハナ-30 必要なし
ハイハイシオサイ
ビッグシオ-30
魔法少女隊アルス
パチスロ天天和通りの快男児
ヴァン・ヘルシング ハンティングラッシュ
パチスロ RAVE ～エンドレスラッシュ～
ゲゲゲの鬼太郎 ～ブラック鬼太郎の野望～
パチスロ リング呪いの七日間
パチスロ アレジン
パチスロ 地獄少女
緋弾のアリア
パチスロロリポップチェーンソー
パチスロ 呪怨
パチスロ貞子vs伽椰子
パチスロ 美ラメキ！

必要なし

ＳＮＫプレイモア

122

パチスロ リング終焉の時
パチスロ地獄少女宵伽
パチスロ 世界でいちばん強くなりたい！
FAIRY TAIL (フェアリーテイル)
呪怨 再誕AT
S喰霊-零-運命乱～うんめいのみだれ～
S地獄少女 あとはあなたが決めることよ
Sリング 恐襲ﾉ連鎖
極お父さん～舞い降りた天使？？？～
シスタークエスト２
神たま２ ～あっぱれ超みこし祭り～
ドラゴンギャル～ルーと伝説の黄金龍
スカイラブ３
サムライスピリッツ鬼
ハイパー娘
ＶＩＰいただきプロジェクト
シスタークエスト３
スカイラブ４
餓狼伝説☆双撃
ＫＯＦ３
ＤＡＲＫＥＲ ＴＨＡＮ ＢＬＡＣＫ－黒の契約者－
メタルスラッグ３
竜虎の拳
ドラゴンギャル～修羅の野望～
パチスロコブラ

163

DAXEL

ベルコ

156
必要なし

133

160
必要なし

ネット

148

152

戦空のキセキ～SKY LOVE～
サムライスピリッツ～剣豪八番勝負～
蛾狼伝説ＰＲＥＭＩＵＭ
ドラゴンギャル～双龍の戦い～
ビーストバスターズ
バスタード～暗黒の破壊神～
まじかるすいーとプリズム・ナナ必要なし
ささみさん＠がんばらないすろっと必要なし
パチスロ百花繚乱 サムライガールズ 必要なし
探偵歌劇ミルキィホームズ TD 消えた７と奇跡の歌 必要なし
パチスロ ウイッチクラフトワークス 必要なし
パチスロ 結城友奈は勇者である 必要なし
パチスロ そらのおとしものフォルテ 必要なし
ビッグフォーＵ
スーパービンゴネオ
プレミアムビンゴ
スーパービンゴリゾート
鬼浜爆走愚連隊 愛情恋歌編
まめ
ちゃぶ台返し
鬼浜爆走愚連隊－友情挽歌編－
ワンバーワン-30
紅き魂は 桜の如く
スーパービンゴリバース
クロノス~刻の支配者~
スーパービンゴギャラクシー
キングオブジャック
茉莉花の剣
ハーレムエース２
ココナナ
リオスパＲｉｏの大温泉
激シーサー
十字架２
世界で叩け！モグモグ風林火山
シンデレラブレイド

152
ビキニパイ２
スナイパイ72
なでしこ侍
スゴスロ
シンデレラブレイド２
新モグモグ風林火山２
最胸伝奇 パイ遊記
Zゴールド インフィニティ
十字架3
ニューチバリオ
ニューチバリオ-30
凪のあすから
プリシラと魔法の本
賞金首2
熊酒場2丁目店
パチスロ GATE
パチスロ闇芝居
必要なし

三共＆ビスティ

106
147

スーパーブラックジャック2 必要なし
ドリスタせかんど 必要なし
シンデレラブレイド3 必要なし
十字架4 必要なし
スーパードラゴン 必要なし
天晴！モグモグ風林火山 全国制覇版 必要なし
スナイパイ71 必要なし
夢夢ワールドＤＸⅡ
創聖のアクエリオン
超時空要塞マクロス
スロットＸ－ＪＡＰＡＮ
マクロスフロンティア
パチスロ パトラッシュ
パチスロ 覇王伝～零～
夜王
ＧＴＯ
エヴァンゲリオン

161

らんま1/２
ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ・ＡＲＴ
ボンバーパワフル２
ウルトラマンウォーズ
パチスロ創聖のアクエリオンⅡ
パチスロタイガーマスク
パチスロマクロスフロンティア２
蒼穹のファフナー
パチスロ修羅の刻

165

ﾊﾟﾁｽﾛ ﾏｸﾛｽﾌﾛﾝﾃｨｱ2 Bonus Live ver.
機動戦士ガンダム
エヴァンゲリオン～決意の刻～

必要なし

エヴァンゲリオン～希望の槍～必要なし
パチスロIS＜ｲﾝﾌｨﾆｯﾄ･ｽﾄﾗﾄｽ＞ 必要なし
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの必要なし
機動戦士ガンダム 覚醒 -chained battle- 必要なし
パチスロマブラヴオルタネイティヴトータル・イクリプス 必要なし
戦姫絶唱シンフォギア 必要なし
パチスロ涼宮ハルヒの憂鬱 必要なし
パチスロ みんなで楽シーサー 必要なし
パチスロ機動戦士Zガンダム 必要なし
パチスロ マクロスフロンティア3 必要なし
パチスロ アクエリオンEVOL 必要なし
パチスロ ゴルゴ13 必要なし
パチスロ マイケル・ジャクソン 必要なし
新世紀ヱヴァンゲリヲン～まごころを、君に～2 必要なし

ＪＰＳ＆WORLD

117

EVANGELION 30φMODEL 必要なし
パチスロ楽シーサー 30φ 必要なし
パチスロトータルイクリプスLv.MAX-RT 必要なし
パチスロフィーバークイーンⅡ必要なし
パチスロヱヴァンゲリヲン AT777 必要なし
パチスロヱヴァンゲリヲン 暴走400 必要なし
パチスロ ボンバーパワフルⅢ 必要なし
パチスロ トータルイクリプス2必要なし
パチスロ蒼穹のファフナーEXODUS必要なし
カードバトルパチスロガンダムクロスオーバー必要なし
ヱヴァンゲリヲン フェスティバル必要なし
クィーンズブレイド
２０２７ⅡＸＸ
パチスロ クイーンズブレイド2 玉座を継ぐ者
パチスロドリームジャンボ～幸運のチケットを君に～
テラシグマSP
サマージャンボ～あの夏のﾁｹｯﾄの行方～
ﾊｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾗｺﾞﾝ ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ
オリスロAA
パチスロハクション大魔王
パチスロ ミクちゃん
どき！すろ

ディライト

132

Diamond（ダイヤモンド）
熱血！華成学園ヒーロー部

アルミ灰皿シール対応

パチスロ天才バカボン 人類ウナギイヌ化計画を阻止するのだ！
パチスロギルティギア
銀河機攻隊 マジェスティックプリンス
パチスロ あぁ女神さまっ
パチスロ ひぐらしのなく頃に 絆
翠星のガルガンティア
パチスロ薄桜鬼焔録
パチスロ織田信奈の野望

必要なし

オーイズミ

144

パチスロおそ松さん 必要なし
おそ松くん 必要なし
パチスロおそ松さん～驚～ 必要なし
Sパチスロダイナマイトキング極必要なし
パチスロひぐらしのなく頃に祭
００９－１
ハネスロ リラックマ
ハネスロ 林家一家
デルピエロ
それいけ！こすみっくヒーローズ
パチスロ喰霊～零～
パチスロQP
パチスロうみねこのなく頃に
パチスロひぐらしのなく頃に煌
パチスロストライクウィッチーズ
想定科学パチスロ STEINS;GATE ～廻転世界のインダクタンス～
元祖ハネスロ再び

西陣
三洋

シール対応

乱嵐エイサー-30
想定科学パチスロ Steins：Gate
廻転世界のインダクタンスランヴォア
乱嵐エイサー ver100
ドリームクルーン500
ドリームクルーンⅡ
パチスロ閃乱カグラ

123
145

パチスロラストエグザイル-銀翼のファムパチスロ ウィザード・バリスターズ～弁護士セシル
OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
ひまわりパラダイス
海物語ｉｎ沖縄

三洋

145
155

パチスロ笑うセールスマン
パチス海物語ミラクルマリン
パチスロ聖闘士星矢
パチスロ大工の源さん いくぜっ！炎の源祭編
パチスロ戦国嵐－覚醒の章－
パチスロアタックNo.1 ～開幕！世界選手権～
パチスロ 笑ゥせぇるすまん2
パチスロ聖闘士星矢－黄金激闘編－
パチスロサイボーグ００９
パチスロ大海物語 with T-ARA
パチスロサイバーブルー
パチスロ大工の源さん桜満開
魔法少女りりかるなのは
パチスロクジラッキー

必要なし

KPE
コナミアミューズメント

139

159

パチスロ聖闘士星矢－女神聖戦－必要なし
パチスロ ヤッターマン 必要なし
パチスロスーパー海物語IN沖縄2 必要なし
パチスロ ビビッドレッド・オペレーション 必要なし
パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 必要なし
笑ｳせえるすまん3～笑撃のドーン～ 必要なし
パチスロ大海物語4 必要なし
パチスロ大海物語4 withすーぱーそに子
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒Special
Sヤッターマン 絶対主義
パチスロ咲-ＳａｋｉスパイガールⅡ
戦人～上杉謙信～
ランブルローズ３Ｄ
戦国コレクッション
魂斗羅3D
マジカルハロウィン４
激闘！西遊記
喧嘩祭
麻雀格闘（ファイト）倶楽部
Dororonえん魔くん メ〜ラめら
戦国コレクション２
ハイスクール D×D
マジカルハロウィン5
セブンスピード デビル メイ クライ
パチスロ「麻雀格闘倶楽部2」
GⅠ優駿倶楽部
防空少女ラブキューレ
ラッキーベガス
マジカルハロウィン6
エルインカ～黄金文明～
戦コレ！[泰平女君]徳川家康
GⅠ優駿倶楽部２
実況BINGO倶楽部
麻雀格闘俱楽部参

必要なし

ニューギン・EXCITE

142

マジカルハロウィン7
スカイガールズ～ゼロノツバサ～
メタルギアソリットスネークイーター
悪魔城ドラキュラ Lord of Shadow
戦国コレクション3
ルーレットクイーン-女神の羅針盤ミリオンルーレット
ドラゴンホイール
センゴク回胴記
未来少年コナン
クロスバレット

ニューギン・EXCITE

153

天誅 DeadlyF Blow
真田純勇士すぺしゃる
野生の兎パチスロ闘牌
花の慶次～天に愛されし漢～
パチスロ信長の野望－天下創世－
英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION
パチスロ PROJECT ARMS
パチスロｐｅｒｓｏｎａ4 The SLOT
戦国パチスロ 花の慶次～これより我ら修羅に入る～
パチスロ湘南純愛組！
パチスログラップラー刃牙～最大トーナメント編～
サムライチャンブルー流転輪廻（ルテンリンネ）
まじかる☆タルるートくん
パチスロ三国志
キュインハナチャン 30φ 25φ
貞子3D
パチスロニュースモモチャン
パチスロ烈火の炎
パチスロガールズガンズグルービー

シール対応
必要なし

トリビー
コルモ
ウィンネットテクノロジー

111
119
126

スパイキー
エンターライズ

128
151

149
157

パチスロ ハナペカ
戦国パチスロ義風堂々！！～兼続と慶次
花の慶次～戦極めし傾奇者の宴～必要なし
真田純勇士 ラブストライク 必要なし
パチスロ「未来日記」 必要なし
パチスロZETMAN 必要なし
パチスロマジンガーZ 必要なし
パチスロ 信長の野望-創造- 必要なし
戦国パチスロ花の慶次～天を穿つ戦槍～必要なし
パチスロダンガンロンパ 必要なし
パチスロらんま1/2 必要なし
戦国パチスロ花の慶次～天を穿つ戦槍～剛弓ver.
サラリーマン金太郎 MAX
残機尽きるまで私は戦う
天空のシンフォニア～光を求めて
大逆転
ＤＡＴＥＬＩＮＥ銀河Ⅲ
スーパー5
プロゴルファー猿
バイオハザード イントゥザパニック
巨人星Ｖ
ブラックラグーン
鉄のラインバレル
ハイスクール・オブ・ザ・デッド
ブラックラグーン2
巨人の星 猛虎花形
戦国BASARA2
ストリートファイター
バイオハザード５
パチスロ デビル メイ クライ 4
パチスロモンスターハンター月下雷鳴
パチスロ戦国BASARA3
バイオハザード6
アスラズラース
スーパーストリートファイターズⅦパチスロエディション
デビル メイ クライ クロス
パチスロモンスターハンター～狂竜戦線～
パチスロ 逆転裁判
パチスロ バイオハザードリベレーションズ
大神～回胴編～
パチスロ ロックマン Ability

シール対応

スター

必要なし
必要なし

JIN

130

岡崎産業

アルミ灰皿
シール対応

バイオハザード イントゥザパニック
戦国BASARA HEROES PARTY
パチスロ超GANTZ
パチスロ 天元突破グレンラガン極
パチスロ花人-はなんちゅ新鬼武者～DAWN OF DREAMS～/td>
2027 Revise
2027Ⅲ
夜勤病棟１
メイドルナイト
Special Jackpot
美らん娘-30
BAD BOYS
ジャックポットドリーム
スロットジャックポット
娘娘娘
トラッドザレジェンド
サイレントメビウス
ラッキージャックポット
クイーンジャックネオ
ジャックポットトロピカルバージョン2
ハッピージャックポット
トラッドサンダーブラック

アリストクラート
ヤーマ

111
151
アルミ灰皿
シール対応
必要なし

エマ

アルミ灰皿
シール対応

七匠

必要なし

アルミ灰皿
シール対応

ハイライツ・エンタテインメント

アルミ灰皿
シール対応

ニューラッキージャックポット 7Ver
みうのおしゃべりパチスロ
ワンダフルジャック
絶対衝撃Ⅱ
ＪＡＣＫＰＯＴ
TRAD
TRAD480
ビッグアップ 必要なし
ハイディングドラゴン
ニューペガサス
ガリンボ-30
パチスロ ベルセルク 必要なし
パチスロ ウルトラマン 必要なし
パチスロ バルタン星人 必要なし
PACHISLOT NINJAGAIDEN
ﾛｰﾄﾞｵﾌﾞｳﾞｧｰﾐﾘｵﾝ
パチスログラップラー刃牙
パチスロ 討鬼伝
BLACK LAGOON3
パチスロ マッハGoGOGO
ロードオブヴァーミリオン Re:
パチスロ 天元突破グレンラガン
超AT 美ら沖
鬼神7
シスタークエスト～時の魔術師と悠久の姉妹～
しすくぇパラダイス
トロピカルＫＩＳＳ ビターver
神の左手悪魔の右目

清瀧ゲームジャパン
デンケン販売
カルミナ

アルミ灰皿シール対応
必要なし
必要なし

ボーダー

必要なし

トリプルクラウンX
ナイトオブマハラジャ～神秘なる秘宝～必要なし
ハイドラ-30 必要なし
探偵オペラ ミルキィホームズ1/2の奇跡 必要なし

鬼若弁慶 必要なし
パチスロ雷雷弁慶 必要なし
パチスロ咲桜弁慶 必要なし

