パチンコ・パチスロ年表
西暦
1948
1949
1950
1951
1952

技術項目
正村ゲージを考案
同一数の賞球が出るオール物を考案
正村ゲージ搭載機

主な対象機種
オール15（正村商会）

主な出来事
風俗営業取締法施行（パチンコは条例での許可営業に）
貸玉料が1個1円
貸玉料が1個2円になる（※1950年説あり）
名古屋を中心にパチンコが大ブームに

オール20が登場
メダル式からボール式に切り替わる
上皿付き高速連射機、俗に言う「機関銃」機

連発式オール20（豊国遊機）
オール10天Ｗ
デンデン虫（東宝遊技）

1953
1954
1955
1957

役物搭載第一号機

1958

雀球を開発

1959
1960

チューリップ、無人機開発
役物のチューリップ搭載機

ジンミット（西陣）
三式衛星単発式（竹屋）

全遊連結成。18歳未満の入場が禁止
「オール15」は禁止
パチンコメーカーは約600社
循環式1号機開発
風俗営業取締法一部改正（法律上にぱちんこが明記される）
射幸心を煽ると言う理由で連発式パチンコが禁止
換金行為禁止
新遊技機の基準を発表（連発式禁止に伴いオール20も禁止）
（二式七分ゲージ警視庁一式、二式、三式）
玉に刻印する技術が生まれる
竹屋式無人機で1尺島が登場（島内の従業員が店へ。補給装置の原点）
役物コミック機登場
玉補給装置が登場

コミックゲート（奥村）
レコンジスター
マンモス（西陣）
零戦（平和）

1961

景品交換大阪方式（4店方式）誕生
景品上限額300円
玉自動補給装置（西陣「宇宙パイプ」「月光ライン」）を開発、パチンコ玉の追加が無人化になる
パチンコ第二次ブーム

1962
1963
1964

初のプラスチック枠を平和が開発

1965
1966

オリンピアマシンが登場
機械基準緩和により、36種の役物仕様を許可

オリンピアスター（オリンピア）

ボーナスゲーム(ＲＥＧボーナス)

ニュー・オリンピア（オリンピア）

1971
1972

ＳＰ機（脱着分離方式）を平和が開発
アレンジボール機認可

パワーローリング（平和）

1973
1974
1975
1976
1977

電動式ハンドルの登場
電動役物の登場

1967
1968
1969

1978
1979
1980

テレビ付きパチンコの登場
ボタンを押すと貯留が解除される機能
盤面下のアウト穴に辿り着けば入賞となる機種
3メダル5ライン仕様のスロットマシン
アップライト筺体
最大4コマスベリ(目押しでの絵柄揃え不可)
特電機の登場により、コンピュータによる集中管理方式が採用

テレパチ（西陣）
メガトンＱ（平和）
逆転パチンコ（平和）

フィーバー（三共）
パチスロパルサー（尚球社）
アメリカーナ（ユニバーサル）
ゼロタイガー（平和）

役抽選にランダム方式採用（※1992年説あり）
コイン払い出し音/初ストップボタン停止音（※1992年説あり）
権利モノの原型機種

トロピカーナ
－
バトルエース（平和）

1985

1300発機
ボーナス1Ｇ連チャン（ボーナス中にボーナスの抽選）機能搭載
テーブル方式による大量リーチ目を搭載
スタート音の遅れ演出を搭載

キャプテンルーキー
ワンダーセブン（高砂）
パルサーＸＸ （日活興業）
アメリカーナＸＸ（ユニバーサル）

1986

おまけ付きのデジパチ
3つ穴クルーン搭載
貯留機能搭載
ＢＧＭ搭載
ドット表示搭載

レーザースペーシー（平和）
スーパーコンビ（三共）
ビックシューター（平和）
ペガサス（パル工業）
ニュービッグセブンＰａｒｔ４（大一）

保留連荘機
Ａタイプ、(ＢＥＴ、清算ボタン)
シングルボーナス、ウェイト、小役の集中
Ａ-Ｃタイプ、シングルボーナスの集中
バックライト、投入口のコインホルダー
Ｃタイプ
初の液晶搭載機
ステッピングモーター搭載のドラム機
ボーナステンパイ音
ボーナスの周期抽選
スタートレバーがない筐体を採用
100％の信頼度を有する「０」リーチを搭載
中段チェリーでのリーチ目（ボーナスフラグとの同時成立）

ドンスペシャルＢ（豊丸）

1982
1983
1984

1987
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

カラー液晶初搭載機
3回権利モノ
スーパーリーチ初搭載
初のパチコン（6段階設定機）
液晶角ドット表示器を搭載
リーチ中初の1コマ戻り演出を搭載
デジタル表示部分が180度回転する機能を搭載
小当たりの確率変動機能を搭載
液晶反射板を活用した表示器を搭載
9桁ドット表示器
「回転体」（ＧＯチャッカー）搭載
大当たり振り分けにクルーンを使った一般電役
ＭＡＸＢＥＴ機能を搭載
ボーナス中の期待値方式を採用
初のＣＲ機
初タイアップ機
予告の起源となる「運の強さメーター」搭載
イルミネーションドラム搭載
9分割8ライン機
6回ワンセット機
4回ワンセット羽根モノ
完全告知、告知ランプ搭載、リールフラッシュ告知
リプレイ役の搭載、リプレイハズシ
マルチエンディング演出搭載
4回ワンセット連荘
ワープへの入球をサポートする可動式役物搭載
Ｂタイプ
下段チェリー付き(ゲチェナ)でリーチ目
初時短機
液晶雀球
液晶権利モノ
確変中に右打ちで消化する方式を採用
初のベルト式表示器を搭載
縦型液晶画面搭載
実写画面搭載
変則6ライン機
再抽選機能搭載
0枚小役を搭載
Ｂ-Ｃタイプ
テーブル制御に似たコントロール制御
カラーリール
変則3ライン
大当たり図柄の再抽選機能を搭載
透明板に浮かび上がる７セグ表示を採用
9回リミッター機
大当たり図柄が全て「７」表示
大当たり中の確変抽選演出搭載
変則4分割表示
初タイアップ

風俗営業取締法一部改正により、18歳未満のパチンコ店立ち入り禁止
遊技場の営業許可更新が3ヶ月毎になる
チューリップ付き遊技機が全国的に大流行
1メダル1ラインのオリンピアトマシンの初営業認可
機械基準緩和により、36種の役物仕様を許可
チューリップ搭載機が全盛期
自動補給装置が実用化
役物搭載機がブームになる
設置台数自主規制（最高500台）
景品の上限額500円
ぱちんこ遊技機の基準変更（連発式復活：1分間の発射規制（100個以内）、出玉規制（15個以内））
西陣、エース電研が補給コンピュータを開発
貸玉料が2円から3円になる
椅子に座って遊技する
景品の上限額が1000円になる

景品の上限額が1500円になる
3メダル5ラインのスロットマシンが風営法認可

ジェミニ（マックス商事）

初ドラム式デジパチ
初箱型筺体
ＢＩＧボーナス、ステッピング(パルス)モーター搭載
羽根モノ
ＩＣ利用の役物が増加

1981

遊技機メーカー60社が「日本遊技機工業協同組合」を設立

ウィンクル（高砂）
ジャンプ（バルテック）
アメリカーナＸ－２（ユニバーサル）
トロピカーナＡ（メーシー）
ブラボーエクシード（平和）
フィーバーレクサスＶ（三共）
センチュリー２１（瑞穂）
リバティベルⅢ（メーシー）
デートライン銀河（興進産業）
マーブルＸ（奥村）
スーパーバニーガール（オリンピア）

麻雀物語（平和）
エポック（平和）
ニュートランプカード（京楽）
ＧＩＧＡ（瑞穂）
ブラボークリスタル（平和）
ウルトラ麻雀（京楽）
リバースセブン（マルホン）
フィーバーチャレンジⅡ（三共）
ブラボーストロングαー１（平和）
ランバダ（大一）
ニューヨーク（三洋）
アニバーサリーⅠ（大一）

貸玉料が1個4円になる
全遊協が11月14日を「パチンコの日」に制定
景品の上限額が2500円になる
日本電動式遊技機工業協同組合設立（ 日電協）
組合の自主規制により、デジパチ設置台数30％規制の実施
フィーバータイプのパチンコ台全国許可
入賞口の仕掛け飾りや盤面にデジタル装置を導入したデジパチ（超特電機）が大ヒット
保安電子通信技術協会設立（保通協 ）
フィーバー機が規制（アタッカーの最高継続回数が10ラウンド以内）を受ける
電動用打球装置（電動ハンドル）特許出願
高額紙幣玉貸し機、景品POS等、コンピューター内蔵の管理設備が製品化
超特電機（デジパチ）に10カウント規制が設けられる（既設の台は30秒から15秒への秒数規制）
日本電動式遊技機特許(株)設立
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る
都道府県公安委員会規則の基準を定める規則」が施行（２月13日）。同時に
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」が施行。パチスロが回胴式遊技機として登場
デジパチのアタッカー内10カウント規制を実施
景品単価が3000円に変更
保通協の型式検定試験制度がスタート
コイン貸し料全国一律で1枚20円に統一
「カード式玉貸システム（ハウスカード）」が発売開始
不正防止のため日電協による基盤封印作業実地
「パチンコ感謝デー」を開催（全遊協主催）
カードシステムが発表
新型セブン機登場
日電協が封印作業体制の拡充図る
プリペイドカード構想
株式会社日本レジャーカードシステムが設立される（東日本）
回胴式2号機が検定合格し、2号機時代スタート
平和工業株式会社が株式会社平和に社名変更し、業界初の株式を公開
日本ゲームカード株式会社が設立される（西日本）
社団法人日本遊技関連事業協会設立（日遊協）
全日本遊技業組合連合会設立（全日遊連）
全国遊技機商業協同組合連合設立（全商協）
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（８月30日公布）。
風営法の一部改正に伴い、景品単価上限の1万円への引き上げ
新要件の施行（デジパチ：16ラウンド、羽根モノ：15ラウンドまで、大当たり出玉は2400個など）
回胴式3号機が検定合格し、3号機時代スタート
おまけ付きデジパチと 一発台の撤去
遊技場メダル補給装置工業会設立
プリペイドカードシステムスタート
全遊協解散
ワイルドキャッツ、セブンボンバー、リノ、コンチネンタル検定取消に

ミラクル（尚球社）
ＣＲフラワーショップ（京楽）
オロチョンパ（三共）
ピカイチ天国１（豊丸）
フィーバーマキシムＥＸⅢ（三共）
フィーバーパワフルⅢ（三共）
フルーツパラダイス２（京楽）
たぬ吉くん２（京楽）

ＣＲ機が初登場（パチンコブームへ）
全日本遊技事業協同組合連合会設立
回胴式4号機が検定合格し、4号機時代スタート

チェリーバー（エレクトロコイン）
プリンセス物語（平和）
エキサイトジャック２（ニューギン）
マスタークライム２（まさむら）
トロピカーナ（メーシー）
ニューパルサー（山佐）
エキサイトレディ２（ニューギン）
雀麻王３（サミー）
キューティーバニー（ニューギン）
ＣＲフィーバーワールドⅠ（三共）
フルーツマシーン２（ニューギン）
ドリームガールズ（奥村）
フィーバーファイターⅠ（三共）
フィーバールーセントＤⅠ（三共）
プロレス７（三洋）
フリッパー３（ユニバーサル）
キングオブカリブ（ユニバーサル）

日本パチンコ学会、設立
連チャン機の製造販売自粛へ

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（３月４日公布）。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（９月26日公布）。
自民党「レジャー産業研究会」設立
総務庁が「パチ業界30兆円産業」を発表
回胴式遊技機商業協同組合設立（回胴遊商）
ＣＲ機普及のため、連荘機能が加熱。さらに既存の連荘機を撤去勧告

イヴＸ（メーシー）
トリプルキング（サンセイ）
コマコマ倶楽部２（豊丸）
ＣＲフィーバーピンボール（三共）
ＣＲフィーバーマッスル（三共）
セブンショック（ニューギン）
麗ギャルズ（サンセイ）
マーメイドＳＰ（三共）
ピンクパンサー（山佐）

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（５月16日公布）。
保通協が「諸元表」の提出を義務化
プリペイドカード偽造問題により「受付機」が登場
日本アドバンストカード設立（ジャッキー）
日本アミューズメントシステム設立（ナスカ）
日電協非加入メーカーの初の機種販売（オールドバー）
リプレイハズシ、通常時の小役目押しの普及（パチスロブーム）

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
平成18

初のブラウン管表示
100％確変大当たり予告を搭載
ぶち抜き図柄採用のドラム機
変則ラインの一般電役
テーブル制御+コントロール制御
ワイドリール搭載
フルタイム３Ｄ表示
10.4インチ巨大液晶
役物による確変抽選機能搭載
告知ランプ搭載機
3連絵柄を採用
予告演出（リールフラッシュ、バックライト、予告音、遅れなど）
ブラックボックス対応機
ＣＴ搭載機
大量獲得
7ライン
ドット液晶搭載
小役のナビゲーション機能
７セグ（デジタル）搭載機
3枚がけ専用機
確変突入率66％タイプ

フィーバーファイターⅠ（三共）
ＣＲ竜王伝説Ｚ（豊丸）
ＣＲガオガオキッズ４（サミー）
ナナシー（豊丸）
トリコロール９６（ＩＧＴ）
ワイワイパルサー（山佐）
ＣＲみっちゃん（ニューギン）
ＣＲ海底天国７（タイヨーエレック）
ＣＲラッキートマトＺ（西陣）
ジャグラー（北電子）

回数切り確変タイプ

ＣＲフィーバーゴースト（三共）
ＣＲジャングルパークＸＬＴＤ（京楽）
パープルアイス（銀座）
マックスボンバー（サミー）
風神雷神（マックスアイランド）
シーマスターⅩ（山佐）
バンバン（大都技研）
大花火（アルゼ）
ガイキッズ（平和）
ＣＲスーパーコンビＳＰ（三共）
ＣＲフィーバーストⅡ（三共）
ＣＲデンデンデン第一章（豊丸）
ゲゲゲの鬼太郎（サミー）
ゲゲゲの鬼太郎ＳＰ（サミー）
ニュートラッド１（岡崎）
ディスクアップ（サミー）
イーカップ（エレコ）
ホットロッドクイーン（オリンピア）
ルーキーコップ（タイヨー）
リアルボルテージ２（アルゼ）
デュエルドラゴン２（アルゼ）
タイムクロスＡ（山佐）
ＣＲ天才バカボン（大一）
ＣＲフィーバードデカザウルス（三共）
ＣＲフィーバーはっちん（三共）
ＣＲ熱血龍馬（藤商事）
ＣＲドキドキドラキュラ（高尾）

1回転変則2変動表示
リール4段、8ライン機
ツインＢＩＧ
4リール搭載
ＪＡＣＩＮ持ち越し
Ａ-711機（最大獲得枚数）
初役物（可動）搭載機
3回ワンセットＣＲ機
変則6ライン機
３Ｄポリゴン表示
液晶搭載、サブ基盤搭載
初ＡＴ（アシストタイム）機
初ＲＴ（リプレイタイム）機
初ＡＲ（アシストリプレイタイム）機
押し順ナビ
無音スタート演出
人声演出搭載
「十字キー＋ＡＢボタン」搭載
目的完遂型演出
ステージ演出
ステップアップ予告搭載
巨大可動式役物搭載
７図柄による変則ライン（蜂の巣リール）
ナビリール搭載
色演算予告システム搭載
初ＳＴ（ストック）機
ルーレット演出
ＡＴ機
小役の連続揃いで特典
パトランプ搭載
ミッション演出
サイレントＳＴ（ストック）機能を搭載
Ｂタイプ（ボーナスゲーム１回タイプ）
バウンドストップ機能を搭載
前兆演出を搭載
ドラム＋液晶表示
初のプレイヤー参加型機能パチセンサー搭載
Ｐ－ｖｉｂ搭載
9ドラム搭載
初ミッション演出搭載機
ボルマトリクス搭載
リール部全面液晶(ELビジョン)
ドット液晶(ＶＦＤ)
ボーナス中に特定役成立で特典
高確率演出
巨大花火電飾搭載
超巨大ドラム搭載
確変突入率100％タイプ
スキップ機能搭載
カメラ機能搭載
1リールドラム＋7セグ表示器搭載
7色ドット＋ドラム表示器搭載
バイク型ハンドルを搭載
変則6ライン機
トライアングルモニター（3枚液晶）搭載
3ステージ×3モード選択機能搭載
ルーレット式ランプ役物搭載
テーブル型筺体(ベガスロ)
ミニメインリール搭載(＋ドリームリール)
逆回転、一旦停止後の再始動など（演出用リール）を搭載
非ＳＴでの確変システムを搭載
シャッター付液晶
3個スタートチャッカー搭載
Ｗアタッカー搭載
可動式液晶
超巨大回転体搭載
大当たり図柄非搭載
パノラマ障子役物搭載
三面体ドラム搭載
盤面上部アタッカー搭載
保留8個機能搭載
パワフルモニタ搭載
液晶画面に玉が付着する機能を搭載
水槽を搭載
円型液晶
変則6ライン機
初の融合（旧第1種＋旧第2種）タイプ
ドット＋液晶表示による2段階抽選機能搭載
バトルモード搭載
ハネモノチャンス搭載
十字キー搭載
パロット
擬似権利モノタイプ
360度回転液晶搭載
ジョグシャトル搭載
継続型特殊ボーナス搭載
ＲＴ延命機能を搭載
ＣＳ（カードユニット型スロット）対応機

日遊協、全日遊連、日工組、日電協の業界4団体による自主規制
内規改定により、5回リミッターを義務づけ
社会不適合機96機種を発表。70万5000台を撤去
『パチンコ産業の事業収入が30兆円』と総務庁が発表
パチンコ依存症が表面化し、マスコミのパチンコバッシング激化
5回リミッター機が登場（1998年という説あり）

サンダーＶ（メーシー）
ＣＲ空手ＯＨ！（三共）
ウルトラマン倶楽部３（サミー）
サハラ（ネット）
ドクターＡ７（山佐） 他
ビーナスライン（オリンピア）
スーパージャックポット（尚球社）
メロンパニック（サミー）
ＣＲ妖怪演芸ＦＮ（藤商事）

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（７月29日公布）。
沖スロが本土上陸
5回リミッター機の不人気により、市場が低迷
改正風営法が公布、11月と4月の2回に分けて施行

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（１月11日公布）。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（３月31日公布）。
日工組がＣＲ第一種の内規を変更、5回リミッターが撤廃
全国のパチスロが100万台を突破
回胴遊商、設置業者の明確化を図るため4月1日から「確認シール」スタート
大型店の出店相次ぐ
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正（３月30日公布）。
「パチンコ・パチスロ産業フェア2000」開催（幕張メッセ）
高砂電器産業がパチスロメーカー初の1部上場
パチンコ税構想が急浮上するも廃案に

パチンコ設置台数130万台突破

ブラックジャック７７７（ネット）
獣王（サミー）
ネコｄｅ小判（アリストクラート）
島唄-３０ （オリンピア）
サイバードラゴン（山佐）
スーパーリノ（山佐）
ナイツ（山佐）
キングパルサー（山佐）
ＣＲフィーバーウォンテッド（三共）
ＣＲフィーバーパチリーグ（三共）
ＣＲジュラシックパーク（京楽）
ＣＲグラディエーター（京楽）
ＣＲ幻獣覇王（サミー）
ＣＲ玉緒でドッカン！！（サミー）
ネオプラネットＸＸ（山佐）
ハローサンタ（タイヨー）

「パチンコ・パチスロ産業フェア2002」開催
賞球の最少が4個に
日電協自主規制撤去対象リスト発表
パチスロ遠隔操作摘発

シェイク（大都技研）
ＣＲフィーバー夏祭り（三共）
ＣＲフィーバーザキング（三共）
ＣＲ男！浜幸日本一（高尾）
ＣＲブラボーファイブ（平和）
ＣＲ神龍物語（平和）
ＣＲデカインカ（銀座）
ＣＲセブンレイ（銀座）
ＣＲセブンレイ(銀座)
ＣＲキングパニック（三洋）
ＣＲ深海伝説（サンセイ）
ＣＲ猛獣王（サミー)
ＣＲ動物占い（西陣）
リニアフラッシュ-３０（オーイズミ）

内規改正により、確変突入率100％タイプが認可
検定取消機種発表（アラジンＡ、サラリーマン金太郎、ミリオンゴッド）
ＡＴ機検定に規制強化

キングキャメル（サミー）
夕陽のガントンＡ（ヤーマ）
吉宗（大都技研）
ＣＲフィーバースターウオーズ（三共）
ＣＲアントニオ猪木と言う名のパチンコ機（平和）
ＣＲ魔法のプリンセスミンキーモモ（タイヨーエレック）
ＣＲわ。（サミー）
ＣＲ力道山（サミー）
ＣＲ赤銅鈴之助（藤商事）
ＣＲフィーバーユンソナ(三共）
ＣＲフィーバー宝船（三共）
ＣＲフィーバー陰陽師（三共）
ＣＲフィーバーネオパワフル（三共）
アクアパラダイス（三共）
ＣＲおよげたいやきくん（平和）
ＣＲ未来少年コナン（ニューギン）
ＣＲゴーゴーマリン（三洋）
ＣＲ花火師勘太２（マルホン）
ＣＲファイブドラゴン（マルホン）
ＣＲぱちんこウルトラセブン（京楽）

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」の改正が行なわれる。（１月30日に公布）
新規則が1月に公布、7月に施行される。第一号機として「ＣＲおそ松くん」（大一）が登場
パチンコ種別区分撤廃
4号機検定試験が終了
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」の改正が行なわれる。（３月４日に公布）
改正風営法が公布、認可基準の改正
「遊べるパチンコ・パチスロフォーラム2005」開催
業界初のパロット発売
みなし機問題でレトロ台設置店が多数廃業へ

ＣＲチョロＱターボ（サミー）
ＣＲＰ花月伝説Ｒ（三共）
ＣＲダイナマイトキング（大一）
ＣＲ新大江戸日記（ニューギン）
ＣＲ新がきデカ（サンセイ）
ＣＲ渡り鳥アキラ（藤商事）
キューティハニー（エレコ）
スロ原人（アビリット）

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条に基き国家公安委員会が定める
「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」の改正が行なわれる。（４月24日に公布）
みなし機の撤去（６月20日）

「調査対象技術の樹形図」〜「遊技機の年表」作成上の参考情報
「調査対象技術の樹形図」、「技術対応表」、「調査対象技術の技術概要」、「遊技機の年表」
を作成するにあたり、下記の文献及びホームページを参考とした。

参考文献
「パチンコ必勝ガイド爆裂年鑑2001」
成澤浩一編 （2001年2月 9日発行） 株式会社白夜書房
「パチンコ必勝ガイド爆裂年鑑2002」
成澤浩一編 （2002年1月26日発行） 株式会社白夜書房
「パチンコ必勝ガイド爆裂年鑑2003」
成澤浩一編 （2003年1月27日発行） 株式会社白夜書房
「パチンコ必勝ガイドスーパーリーチ年鑑2004」
成澤浩一編 (2004年1月29日発行） 株式会社白夜書房
「パチンコ必勝ガイドパチンコ年鑑2005」
成澤浩一編 （2005年1月25日発行） 株式会社白夜書房
「パチンコ必勝ガイドパチンコ年鑑2006」
成澤浩一編 （2006年1月22日発行） 株式会社白夜書房
「別冊グリーンべると パチンコ百年史」
山田清一、今泉秀夫編 (2002年8月発行） 株式会社アド・サークル
「パチスロ大図鑑2001」
吉良誠二編 (2001年5月12日発行） 株式会社白夜書房
参考ホームページ
http://www.nichidenkyo.or.jp/frame.htm
日本電動式遊技機工業協同組合ホームページ
http://www.toyoukyo.or.jp/nenpyo2.html
東京都遊技業協同組合ホームページ
http://www.nichiyukyo.or.jp/toc/history.html
社団法人日本遊技関連事業協会ホームページ
http://www.yugitsushin.jp/data/
株式会社遊技通信社ホームページ
http://www.wakonet.co.jp/
パーラーWAKOホームページ
http://slothistory.com/
パチスロ業界初まとめ

※その他、第１部〜第３部中に出典として挙げた文献及び、メーカー各社のホームペー
ジも参考とした。

