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◇設置マニュアル※例 

メーカー名 

★特記事項 

機種一覧 

本体位置取付け画像 近接センサー取付け位置画像 

電流センサー取付け指定配線 ディップスイッチ設定  №１ OFF 

（電流センサー感度）  №２ OFF 

               №３ ON 

               №４ OFF 



① ユニバーサル系 

★サブリール付きの筐体は、閉める際に近接センサーに接触する恐れがあるので取付け位置に注意すること。 

「シャドウハーツⅡ運命の道標 SS」 「沖ドキ!LL」 「SLOT バットマン BL」 「ビーマックス MA」 「やじきた道中記乙 MD」 

「緑ドン VIVA2MR」 「アナザーゴッドハーデス-X」 「魔法少女まどか☆マギカ A」 「バジリスク絆 MK・ＴＫ」等 

  

セレクター配線の緑色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

② エンターライズ 

☆特記事項無し 

「バイオハザード 6ZY」 「戦国ＢＡＳＡＲＡ３ＺＶ」 「モンスターハンター月下雷鳴ＺＸ」 「デビルメイクライ 4 覚醒 YA」 

「バイオハザード 5Z」等 

  

セレクター配線の白色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 



③ オーイズミ 

★本体がシューターのメダルの流れに干渉しない様に注意。 

「パチスロストライクウィッチーズ VX」 「パチスロひぐらしのなく頃に煌 WX」 「パチスロうみねこのなく頃に HX」  

「キューピーCX」 等 

  

セレクター配線の青色線              №１ ON 

             №２ OＦＦ 

             №３ OＮ 

             №４ OFF 

 

④ ニューギン 

☆特記事項無し 

「まじかる☆タルるートくんZ」 「サムライチャンプルー流転輪廻X」 「グラップラー刃牙～最大トーナメント編～Y」 「花の

慶次～これより我ら修羅に入る～Y」 「Persona4 The SLOT-Y」 「パチスロ信長の野望-天下創世-J」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 



⑤ 三洋 ｔｙｐｅ１ 

☆特記事項無し 

「パチスロクジラッキーＫＦ」 「パチスロ大海物語 KD」 「パチスロサイボーグ 009KE」 「パチスロ聖闘士星矢黄金激闘編 YL」 

「パチスロ笑ゥせぇるすまん 2KF」 「パチスロアタック No.1世界編 KJ」 「パチスロ大工の源さん 2炎の源祭編 ZP」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

⑥ 三洋 ｔｙｐｅ２ 

☆特記事項無し 

「パチスロ聖闘士星矢女神聖戦 KD」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 



⑦ 山佐 ｔｙｐｅ１ 

★黄色丸 2カ所のフックを矢印の方向にスライドし、セレクターカバーを開けた状態で指定位置に設置してください。 

「パチスロゴッドイーターCC」 「パチスロバーストエンジェル EE」 「パチスロ鉄拳 3EE」 「ケロット 3EE」 「モンキーターン

2TT」 「パチスロスタードライバーGG」 「パチスロゼーガペイン FF」 「キャプテンパルサー2F」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

⑧ 山佐 ｔｙｐｅ２ 

★シューター部分が鉄製の筐体。近接センサーの位置に注意してください。 

「パチスロキンニクマン 2S-D」 「ゴウエンコウコウオウエンダン Z」 「ニューパルサーSP-B」 「パチスロ鉄拳 2 デビル

Ver.」等 

  

セレクター配線の左から３番目の青色線（※周囲に同色線

あり） 

             №１ OFF    №５ ＯＮ 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

近接センサー取付け位置 

近接センサー取付け位置 



⑨ 大都技研 ｔｙｐｅ１ 

★近接センサーの取付け位置がシューターの裏側です。画像位置を参考にしてください。 

「ンゴロポポス A5」 「吉宗 A3」 「忍魂弐 A2」 「秘宝伝太陽を求める者達 M」 「クレアの秘宝伝 K」等 

  

セレクター配線ＣＮ９の右から２番目の黄色線（※両隣に同

色線あり） 

             №１ OFF 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 

 

⑩ 大都技研 ｔｙｐｅ２ 

★近接センサーの取付け位置がシューターの裏側です。画像位置を参考にしてください。 

「ＪＡＣＫＡＳＳＴＥＡＭＡ７」 「押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎる A9」等 

  

セレクター配線ＣＮ９の上から２番目の黄色線（※両隣に同

色線あり） 

             №１ OFF 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 

近接センサー取付け位置 

近接センサー取付け位置 



⑪ 京楽 

★セレクター配線がカバー内側の為、カバーを開け隙間を作らないと設置出来ません。その際、破損等に注意する事。 

「パチスロ必殺仕事人 B」 「パチスロ AKB48P」等 

  

セレクター配線の白いコネクタの左から５番目の黒色線（※

全て同色線です） 

             №１ ON 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 

 

⑫ ベルコ 

☆特記事項無し 

「スーパービンゴネオ S7」等 

  

セレクター配線の白色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 



⑬ 三共・ビスティ 

★近接センサーの取付け位置が特殊な為、画像位置を参考に指定場所に取り付けてください。 

「パチスロ マクロスフロンティア 2G」 「パチスロ タイガーマスク S」 「ヱヴァンゲリヲン･決意の刻」 「パチスロ 機動戦

士ガンダム FW」等 

  

セレクター配線の赤色線              №１ OFF 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 

 

⑭ サミー系 ｔｙｐｅ１ 

★近接センサーは、シューターの縁に併せて横向きに取り付けてください。 

「ベヨネッタ ZF」 「パチスロ北斗の拳 強敵 ZA」 「サラリーマン金太郎 出世回胴編 XF」 「蒼天の拳 2ZZ」  

「御伽屋 HANZO ZZ」 「ラグランジェ ZR」 「エウレカセブン 2ZZ」 「化物語 ZX」 「攻殻機動隊 F」等 

  

扉側フラットケーブル右から４１番目の灰色線 

（フラットハーネスの透明チューブ側の裂け目を利用し取り

付けてください。※扉側の裂け目には取り付けない。） 

             №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ OFF 

             №４ ON 



⑮ サミー系 ｔｙｐｅ２ 

☆特記事項無し 

「獣王 ZS」 「パチスロ北斗の拳 転生の章 ZA」 「新鬼武者 AW」 「魁!!男塾 2AS」等 

  

扉側フラットケーブル右から４１番目の灰色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ OFF 

             №４ ON 

 

⑯ ＳＮＫプレイモア 

★セレクター配線が全て同色の為、注意してください。 

「ガロウデンセツプレミアム BB」 「サムライスピリッツ剣豪八番勝負 AC」 「戦空のキセキ AC」 「ドラゴンギャル 3D」 

「龍虎の拳 B」等 

  

セレクター配線の白いコネクターの上から２番目の黒色線

（※全て同色線です） 

             №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 



⑰ 藤商事 

☆特記事項無し 

「アレジン FSF」 「パチスロ リング ノロイノナノカカン FSB」 「ゲゲゲノキタロウ FSF」 「パチスロ RAVEFSG」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 

 

⑱ ディライト 

☆特記事項無し 

「ギルティギアヴァステッジ XT」 「パチスロ天才バカボン 7」 「熱血！華成学園～正義参上～XF」 等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 



⑲ ＫＰＥ・高砂販売 

☆特記事項無し 

「戦国コレクション2KS」 「ドロロンえん魔くんKN」 「戦律のストラタスJW」 「麻雀格闘倶楽部KK」 「魂斗羅TE」 「激闘!

西遊記 KT」 「戦国コレクション TU」 「喧嘩祭 KR」 「マジカルハロウィン 4KA」 「スカイガールズ FU」等 

  

セレクター配線の白コネクター左から６番目の黒色線（※両

隣に同色線あり） 

             №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

⑳ 北電子 

☆特記事項無し 

「ニューアイムジャグラーEX-KT」 「ヘルシング TH」 「ハッピージャグラーVⅡKK」 「テイルズオブデスティニーN」 「大

漁ⅡT」 「みんなのジャグラーC」 「ジャグラーガールズ K」 「マイジャグラーⅡK」 「ニューアイムジャグラーEX-C」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ OFF 

             №４ ON 



㉑ ネット 

☆特記事項無し 

「シンデレラ×ブレイド 2ND」 「スゴスロ-C」 「なでしこ侍-B」 「スナイパイ 72-A」 「十字架 2SD」 「ビキニパイ 2」等 

  

セレクター配線の赤色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

㉒ ＤＡＸＥＬ 

☆特記事項無し 

「ささみさん@がんばらないすろっと DA」 「まじかるすいーとプリズム･ナナ SF」 「BASTARD！！DG」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 



㉓ パイオニア ｔｙｐｅ１ 

☆特記事項無し 

「テンパイラッシュ K1」 「ハイビ GX-30」 「クイーンオアシス DX」 「クイーンハナハナ EX-30」 「ラクラクビスカス NA」 

「スーパーシオ A-30」 「キンバリーA-30」 「Dハナハナ-30」 「シオサイ A-30」等 

  

扉側５０Ｐフラットケーブル赤線から８番目の灰色線              №１ ON    №５ ＯＮ 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

㉔ パイオニア ｔｙｐｅ２ 

☆特記事項無し 

「ニューキングハナハナ DX-30」等 

  

扉側５０Ｐフラットケーブル赤線から８番目の灰色線              №１ ON    №５ ＯＮ 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ 

近接センサー取付け位置 



㉕ タイヨー 

☆画像準備中 

「バビロン A」 「ハイサイ蝶特急ターボ A」 「続回胴のジャンゴ」 「ハローサンタ UMV-S」 「ハイサイ蝶特急 2」等 

  

セレクター配線コネクターの一番右の灰色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

㉖ ＪＰＳ 

☆画像準備中 

「ドリーム幸福のチケットを君にジャンボ BB」 「クイーンズブレイド GB」 「クイーンズブレイド GC」 「クイーンズブレイド

R2」等 

  

セレクター配線コネクターの一番左の茶色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ 

ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ 



㉗ エマ 

☆画像準備中 

「ニューペガサス」等 

  

セレクター配線の黄色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

㉘ 七匠 

★本体はセレクター配線のインシュロックより上側に取り付けてください。 

「パチスロベルセルクＳ」 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ ON 

             №３ OFF 

             №４ OFF 

ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ ＮＯ ＰＩＣＴＵＲＥ 



㉙ ヤーマ 

☆特記事項無し 

「トラッドＴ２」等 

  

セレクター配線コネクター左から２番目の茶色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

㉚ オリンピア 

☆特記事項無し 

「ルパン三世ロイヤルロードＢ１」 「デビルサバイバー2最後の 7日間 H1」 「パチスロ黄門ちゃま喝 D1」 「パチスロカウ

ボーイビバップ C1」 「戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編 L2」 「マジックモンスター3J2」 「主役は銭形 2B5」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ OFF 

             №４ ON 



㉛ アリストクラート（スパイキー） 

☆特記事項無し 

「ブラックラグーン 2CC」 「猛虎花形 CC」 「H.O.T.D_BB」 「絶対衝激 2G」等 

  

セレクター配線の青色線              №１ OFF 

             №２ OFF 

             №３ ON 

             №４ OFF 

 

 

【変更履歴】 

2014/12/22・・・オーイズミディップスイッチ設定変更/山佐 type１設置画像変更 

2014/12/24・・・山佐 type２設置画像変更/山佐 type２電流センサー指定配線変更/オーイズミ特記事項変更 

2015/01/09・・・アリストクラート（スパイキー）設置画像追加/サミー系機種名追加 

2015/02/28・・・七匠マニュアル追加/山佐 type１設置画像変更/山佐 type１特記事項変更 

2015/03/05・・・サミー系 type１設置画像変更/サミー系 type１特記事項変更 

2015/03/26・・・ヤーママニュアル追加/パイオニアディップスイッチ設定変更/サミー系 type１ディップ 

スイッチ設定変更・電流センサー取付け位置注意書き追加/サミー系 type２ディップ 

スイッチ設定変更/オリンピア機種名追加・ディップスイッチ設定変更 

2015/06/12・・・全機種ディップスイッチ画像変更 

2015/09/24・・・三洋 type２マニュアル追加/各メーカー最新機種追加 

2015/10/15・・・各メーカー最新機種追加 

2015/11/02・・・北電子ディップスイッチ設定変更/パイオニア type１、type２分離・ディップスイッチ 

設定変更・設置画像追加 


