
スロット台情報（光センサー使用時　北斗設定）
コンテンツ契約されているホール様は、推奨設定で本資料の設定は反映されません

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

機種：ミモザ 推奨設定
①Ｃ-23-01（連チャン判断　５０G）　②D-０１-0０（ノーマル機設定）
③L-32-80 (AT中ランプ動作設）

その他

・特に無し

機種：ミモザトゥルー
　　　 ライト

推奨設定
①C-01-05 （ストック設定）  ②C-12-02 （連チャン判断　任意設定：50
Ｇ）

機種：ミモザライト 推奨設定

機種：タイプR 推奨設定 ①C-01-05 （ストック設定）　　②C-12-02 （連チャン判断　任意設定：50Ｇ）

①C-01-05 （ストック設定）　　②C-12-02 （連チャン判断　任意設定：50Ｇ）

機種：アリヤ 推奨設定 A-14-00 （ノーマル設定）

機種：超セグ 推奨設定
①B-01-03 （ストック設定）　　②B-24-02 （連チャン判断　任意設定：50Ｇ）
③B-47-01 （合算獲得枚数表示）④B-51-03 （チビセグ連チャン回数表示）

機種：ビッグウォーズ 推奨設定 C-13-00 （ノーマル設定）

機種：スウォーズver4 推奨設定
①Ｃ-01-05 （ストック設定）　　②Ｃ-11-00 （連チャン判断　50G）
③D-20-01 （連チャン判断設定） ④D-21-04 （連チャン判断設定）

機種：ビッグウォーズ
        パネラ

推奨設定
D-01-02 （北斗設定）　　D-71-03（ガイド表示BB   AT）
D-72-03（ガイド表示RB   AT）

機種：ビッグウォーズ
　　　 タッチ

推奨設定
D-01-02 （北斗設定）　C-05-00（BB中アニメパターン　BBアニメ）
Ｃ-08-00 （BB中画面表示　通常仕様）　C-09-00（RB中画面表示　通常仕様）
C-12-00 （RB 中液晶部アニメ表示　しない）

機種：パネラJr 推奨設定 D-01-02 （北斗設定）

機種：ビッグウォーズ
        パネラNS

推奨設定
D-01-02 （北斗設定）　　D-88-03（ガイド表示BB   AT）
D-89-03（ガイド表示RB   AT）

以下の機種の
呼び出しランプの推奨条件概要

上記の通り接続する事で、AT（激闘乱舞）バトル回数をBB回数としてカウント出
来ます。

機種：ビッグウォーズ5 推奨設定 D-01-02 （北斗設定）

機種：パネラJJ 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネス付属しません。

特記事項

・コンテンツ契約されているホール様は、推奨設定で本資料の設定は反映されません。ノーマル機設定が入ります。

・光センサーは、リール下のバトル中ランプに取り付けてください。※取り付け方は別紙記載

表示回数について 

・光センサーを使用した場合、激闘乱舞のバトル回数を正確にカウントすることが出来ます。

・本資料の設定をする場合は、必ず転生ハーネス（F９６７)を使用して下さい。※直挿しをした場合、履歴グラフが正確に出ません。

呼び出しランプ上に細かい情報を出したい場合は、本資料の設定をランプネット初期設定から設定変更をして下さい。

7P ｾｷｭﾘﾃｨ

8P ドアオープン

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合 激闘乱舞バトル回数→ BB回数部、AT初当たり回数→RB回数部 に表示します。※詳細特記事項記載

5P AT常時 5P CT

6P コモン 6P コモン

3P
ＡＴ

初当たり
3P RB

4P AT 4P BB

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

1P IN 1P IN

2P OUT 2P OUT

 スペック 5号機 AT メーカーからの
変換ハーネス 無し

AT 激闘乱舞

設置時期：2015年9月上旬頃

メーカー名 サミー 機種名 パチスロ北斗の拳　強敵

スロット台集中端子盤

oneA製【転生ハーネス】

F967

oneA製呼び出し

スロット入力信号名

スロット台

バトル中ランプ



スロット台情報（光センサー使用時　ノーマル機設定）

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

機種：ミモザ 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

その他

・特に無し

機種：ミモザトゥルー
　　　 ライト

推奨設定 C-01-00（ノーマル設定）

機種：ミモザライト 推奨設定 C-01-00 （ノーマル設定）

機種：アリヤ 推奨設定 A-14-00 （ノーマル設定）

機種：超セグ 推奨設定 B-01-00 （ノーマル設定）

機種：スウォーズver4 推奨設定 C-01-00 （ノーマル設定）

機種：タイプR 推奨設定 C-01-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ
　　　 タッチ

推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ 推奨設定 C-13-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ
        パネラNS

推奨設定
D-01-00 （ノーマル設定）　　D-88-03（ガイド表示BB   AT）
D-89-03（ガイド表示RB   AT）

機種：ビッグウォーズ
        パネラ

推奨設定
D-01-00 （ノーマル設定）　　D-71-03（ガイド表示BB   AT）
D-72-03（ガイド表示RB   AT）

機種：パネラJJ 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

機種：パネラJr 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

表示回数について 

以下の機種の
呼び出しランプの推奨条件概要

上記の通り接続する事で、AT初当たり回数をRB回数としてカウント出来ます。

機種：ビッグウォーズ5 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネス付属しません。

特記事項

・光センサーは、リール下のバトル中ランプに取り付けてください。※取り付け方は別紙記載

・光センサーを使用した場合、激闘乱舞のバトル回数を正確にカウントすることが出来ます。

7P ｾｷｭﾘﾃｨ

8P ドアオープン

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合 激闘乱舞バトル回数→ BB回数部、AT初当たり回数→RB回数部 に表示します。

5P AT常時 5P CT

6P コモン 6P コモン

3P
ＡＴ

初当たり
3P RB

4P AT 4P BB

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

1P IN 1P IN

2P OUT 2P OUT

 スペック 5号機 AT メーカーからの
変換ハーネス 無し

AT 激闘乱舞

・転生ハーネス（F967）を使用して本資料のノーマル機設定にした場合は、回数は正確に表示されますが連チャン回数は表示されません。

設置時期：2015年9月上旬頃

メーカー名 サミー 機種名 パチスロ北斗の拳　強敵

スロット台集中端子盤

oneA製【転生ハーネス】

F967

oneA製呼び出し

スロット入力信号名

スロット台

バトル中ランプ



激闘乱舞ランプ

バトル中ランプ

AT中ランプ

サミー「北斗の拳 強敵」光センサー取り付け位置

AT中ランプ

バトル中ランプ

回数はランプに取得出来ますが以下の理由から

こちらには光センサーは取り付けません。

①光センサーを取り付けると基板が戻せなくなる

②常に光っている為、バトル回数にはならない

③点滅する為CPに正常に回数が出力されない可能性がある

光センサーはバトル中ランプ取り付けます。穴があいてますので、光センサー部分を挿入するだけです。

中が少し狭くなっており抜けにくくなっていますがテープやインシュロックで固定した方がいいかと思います。



スロット台情報（光センサー未使用時）
コンテンツ契約されているホール様は推奨設定は本資料設定が反映されます

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

※押し順ベルの取得回数によってカウントが上がっていくためBB回数部は、AT（激闘乱舞）の正確な回数にはなりません。

機種：ミモザ 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）　C-01-03（BBノイズマージン　2秒　）

その他

・特に無し

機種：パネラJJ 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

機種：ミモザトゥルー
　　　 ライト

推奨設定 C-01-00（ノーマル設定）

機種：ミモザライト 推奨設定 C-01-00 （ノーマル設定）

機種：アリヤ 推奨設定 A-14-00 （ノーマル設定）

機種：超セグ 推奨設定 B-01-00 （ノーマル設定）

機種：スウォーズver4 推奨設定 C-01-00 （ノーマル設定）

機種：タイプR 推奨設定 C-01-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ
　　　 タッチ

推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ 推奨設定 C-13-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ
        パネラNS

推奨設定
D-01-00 （ノーマル設定）　　D-88-03（ガイド表示BB   AT）
D-89-03（ガイド表示RB   AT）

機種：ビッグウォーズ
        パネラ

推奨設定
D-01-00 （ノーマル設定）　　D-71-03（ガイド表示BB   AT）
D-72-03（ガイド表示RB   AT）

表示回数について 

以下の機種の
呼び出しランプの推奨条件概要

上記の通り接続する事で、AT初当たり回数をRB回数としてカウント出来ます。

機種：パネラJr 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

機種：ビッグウォーズ5 推奨設定 D-01-00 （ノーマル設定）

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネスは付属しません。

特記事項

・「押し順7枚ベル」を20回取得した時にRB信号が出力を開始し、3秒後停止します。RB信号が停止した1.5秒後にBB信号が出力を開始し、

「押し順7枚ベル」35枚取得後一旦出力を停止して再出力します。※BB回数部は2回目以降の出力は「押し順7枚ベル」35回取得毎にカウントが上がります。

7P ｾｷｭﾘﾃｨ

8P ドアオープン

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合 AT→ BB回数部、AT初当たり回数→RB回数部 に表示します。※詳細特記事項記載

5P AT常時 5P CT

6P コモン 6P コモン

3P
ＡＴ

初当たり
3P RB

4P AT 4P BB

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

1P IN 1P IN

2P OUT 2P OUT

 スペック 5号機 AT メーカーからの
変換ハーネス 無し

AT 激闘乱舞

設置時期：2015年9月上旬頃

メーカー名 サミー 機種名 パチスロ北斗の拳　強敵

スロット台集中端子盤

メーカー６P-８P
変換ハーネス無し

oneA製呼び出し

スロット入力信号名

スロット台


