
大市民です。 
 
今週は趣向を変えまして、朝一の大当たりが早い台の検証というものをしてみたいと思い、

ある条件に該当する台を打ってみました。 
 
というのは、元ホール店長の方が書いているあるブログの中で、朝一での台の選び方とい

う記事が書いてあったのです。 
 
その記事によれば、 
 
「前日の閉店時に、一番ハマッている台を次の日の朝一に打つ。」 
 
これだけで、比較的早い段階で大当たりを引く可能性が高くなるというのです。 
 
その理由として、今の台にはバックアップシステムというものが付いています。 
これは電源が落ちてもデータが消えないようになっているシステムで、例えば確変中に電

源を切っても、確変は消えないというものです。 
 
ホールでは、確変中や時短中のまま閉店を迎えてしまった台は、確変持ち越しオーケーの

店以外は初期化（ラムクリアという）します。 
そして、それ以外の場合はラムクリアをしません。 
つまり、前日最後にハマッた台は、次の日もそのままの状態ということが言えるというの

です。 
 
そして興味深いのは、この元店長さんは現役時代、1000 回転以上ハマッている台と、そう

でない台の朝一の立ち上がりを調べたことがあるらしいのです。 
すると、やはり前日の夜にハマッたまま閉店を迎えた台の方が、次の日の朝一の立ち上が

りは良かったということです。 
 
もしこれが本当であるならば、活用しない手はありません。 
なぜなら、誰でも簡単に出来て、確実に収支を上げることができる方法なのですから。 
 
こういう台を全部ピックアップしておいて、次の日の朝から片っ端から打っていけば、一

体どれくらい稼げるのでしょうか？ 
 
さっそく検証してみました。 



 
実践日・・・2010 年 5 月 24 日、25 日、27 日 
実践機種・・・主要な MAX タイプの機種 
台選択基準・・・前日の夜、1000 回転以上ハマッたまま閉店を迎えた台 
 
 
今回の実験についてのルール決めとして、1 台あたりの投資金額は 4～5 千円を基本とし、1
台に数万円もつぎ込むようなことはしません。 
なぜなら、もともとが早く大当たりを引くための方法だからです。 
 
初日ですが、この日はホールを 2 軒回ることにしました。 
 
まず 1 軒目です。 
 
1 台目に打ったのは「花の慶次～愛」。 
前日は 2085 回転というドハマリのまま閉店を迎えた台です。 
大当たり 0 回、0 回転の台。 
15 回転目でいきなり真田スーパーリーチとなりましたが、外します。 
その後は特に熱い演出もなく、5,500 円使って 109 回転でヤメ。 
 
そしてこの台の 1 日のスランプグラフがこれです。 
 
・前日 2085 回転で閉店した台の次の日 

0524t143 

私がやめた後、もうしばらく吸い込んだ後に上昇波となっています。 
ということで、朝一の大当たりは早いとは言えませんが、ハイエナ戦法が有効なのかもし

れません。 
 



 
2 台目も「花の慶次～愛」です。 
前日は 1215 回転で閉店を迎えています。 
大当たり 0 回、5 回転の台。 
4,500 円使って 88 回転でやめました。 
 
以下がその台の 1 日の出玉推移です。 
 
・前日 1215 回転で閉店した台の次の日 

0524t205 

この台は私がやめた後、比較的早い段階で良い波になっています。 
1 台に 4,000～5,000 円の投資では少ないのでしょうか？ 
 
 
 
3 台目は「海物語 IN 沖縄桜 MAX」を打ちました。 
この機種では前日に 1000 回転を超えて閉店を向かえた台は 1 台も無く、805 回転の台を打

ちました。 
 
大当たり 0 回、31 回転の台。 
4,500 円使って 109 回転でヤメ。 
 
 
 
 
 
 
 



・ 前日 805 回転で閉店した台の次の日 

0524t409 

「海物語 IN 沖縄桜 MAX」はあまり人気が無く、空席が目立ちました。 
ですので、スランプグラフも短い線になっています。 
ただ、朝一からの大当たりは早いとは言えません。 
やはり、ハイエナ打法が通用するのかもしれません。 
 
 
 
4 台目は SANYO の新台「バァーンダマシイ」です。 
前日は 1008 回転で閉店しています。 
大当たり 0 回、5 回転の台。 
5,000 円使って 84 回転でヤメ。 
 
・前日 1008 回転で閉店した台の次の日 

0524t391 

この台は全くダメでした。 
まあ、こういう台もあるでしょう・・・。 
 
次にホールを変えて勝負です。 



 
1 台目は「牙狼」。 
前日 1000 回転超えの台は 2 台ありましたが、いずれも空いていません。 
ですので、前日 920 回転で閉店した台を打ちました。 
大当たり 0 回で 112 回転の台です。 
結果、非常によく回ったので 7,000 円打ち、310 回転でヤメ。 
 
・前日 920 回転で閉店した台の次の日 

 
この台も、特に朝一の大当たりが早いというわけではありませんが、ハイエナ戦法は有効

かもしれません。 
 
 
 
2 台目は「花の慶次～愛」。 
981 回転で閉店となった台です。 
大当たり 0 回、394 回転の台。 
5,000 円使って 505 回転でヤメ。 
 
・前日 981 回転で閉店した台の次の日 

 



この台も朝一の大当たりは決して早くはありません。 
ただ、ハイエナ戦法はやはり有効のようです。 
 
 
結果、この日は一度も大当たりを引くことは出来ませんでした。 
1 つわかったことは、この台選択ではハイエナ戦法が有効かもしれないということです。 
 
 
 
さて、次の日の実践記録です。 
この日もホールを 2 軒ハシゴしました。 
まずは 1 軒目。 
 
1 台目は「花の慶次～愛」。 
前日 1530 回転で閉店を迎えた台です。 
 
朝一からの実践なので、大当たり 0 回、0 回転の状態から打ち始めます。 
投資 2,000 円、44 回転目に傾奇ゾーンへ突入し、2R ランプが点灯しました。 
セグランプを確認すると、残念ながら 2R 通常です。 
一応は大当たりを引いたことにはなりますが・・・。 
 
そして回転数はリセットされ、9 回転目にキセル予告が出ましたが、普通の伊達リーチであ

っさり外れ。 
65 回転でやめました。 
この台のこの日 1 日のスランプグラフがコレです。 
 
・前日 1530 回転で閉店した台の次の日 

0525t121 



この台はダメでした。 
ある程度他人が回した後を狙うハイエナ打法でも、この台では勝てないでしょう。 
 
 
 
2 台目は「海物語 IN 沖縄桜 MAX」です。 
前日 1,000 回転超えで閉店した台は無く、876 回転で閉店を迎えた台です。 
大当たり 0 回、9 回転の台。 
6,000 円使って 161 回転でヤメ。 
 
・前日 876 回転で閉店した台の次の日 

0525t323 

私がやめたすぐ後くらいに爆連チャンしています。 
ただ、これはたまたまこの台が噴いただけ・・・ということではないでしょうか。 
 
ここまでの実践結果では、どうも「朝一の初当たりが早い」というのは違うような気がし

ます。 
 
 
この後、さらにホールを変えて実践しました。 
 
1 台目は「牙狼」です。 
前日 1231 回転で閉店した台です。 
 
 
 
 
 



 
・前日 1231 回転で閉店した台の次の日 

0525n56 

データ不足ではありますが、この台は可も無く不可も無く、といった感じです。 
でも、いずれにしても朝一の大当たりが特に早いというわけではないようです。 
 
 
 
2 台目も「牙狼」です。 
 
・前日 1127 回転で閉店した台の次の日 

0525n65 

この台もやはり朝一の大当たりが早いとはいえません。 
逆に遅いくらいですが、最初の大当たりで大連チャンしています。 
 
 
 
 
 
 



では、ここまで 2 日間のトータル成績を見てみます。 
 
【2 日間でのトータル実践結果】 
 
通常時の総回転数・・・1122 回転 
総初当たり数・・・1 回 
総当たり数・・・1 回 
平均連チャン数・・・1 回 
初当たり確率・・・1122 分の 1 
総投資金額・・・52,500 円 
総回収金額・・・0 円 
収支・・・－52,500 円 
 
 
まったくダメですね。 
前日ハマッて閉店を迎えた台を、単純に朝一から打っても良い結果は出ません。 
というか、悪い結果になっています。 
 
でももしかしたら、ハイエナ戦法が通用するかも・・・という感じですか。 
で、3 日目はハイエナ戦法を試してみました。 
 
 
3 日目の実践結果 
 
さて、3 日目は前 2 回分の反省と傾向を踏まえて、ハイエナ狙いで打ってみました。 
台選択基準は今までと同じで、前日の閉店前にハマッた台を狙います。 
そういう台を、朝一から打たずに午後から打ってみます。 
要するに、他人がある程度回した台を打つということですね。 
 
ホールに入ったのは午後 1 時過ぎ。 
1 台目は「海物語 IN 沖縄桜 MAX」を打ちました。 
前日に 1000 回転を超えて閉店を向かえた台では空き台が無かったので、805 回転で閉店を

迎えた台を打ちました。 
 
大当たり 0 回で、463 回転で捨ててありました。 
この台に 16,000 円つぎ込んで 811 回転まで回しましたが、大当たりを引けずにヤメです。 



淡々と回転を消化しただけでの内容で、魚群は 1 回も出ずでした。 
 
では、この台のこの日 1 日の結果はどうだったでしょうか？ 
 
・前日 811 回転で閉店した台の次の日 

0527n10 
初当たりは夕方で、1129 回転目と、いきなりオハ 1000 を喰らっています。 
ハイエナするにしても、どこで当たるかわかりませんね・・・。 
 
 
2 台目は「花の慶次～愛」。 
前日は 900 回転で閉店を迎えた台です。 
大当たり 0 回、283 回転で捨てられていました。 
 
そして 10,000 円つぎ込んで 505 回転でヤメ。 
途中、伊達スーパーリーチが一度ありましたが、その他には特にこれといった動きはあり

ませんでした。 
 
では、この台の 1 日の結果です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・前日 900 回転で閉店した台の次の日 

0527n100 

こんな感じで全くダメ。 
初当たりを引いたのはこれも夕方で、1042 回転目に 2R 通常、その後もハマり続けた挙句

のショボい出玉で終えています。 
 
 
 
最後に 3 台目は再び「海物語 IN 沖縄桜 MAX」を打ちました。 
前日 922 回転で閉店を迎えた台です。 
 
大当たり 0 回、795 回転ハマッて捨てられていました。 
この台に 6,000 円つぎ込み、918 回転でヤメ。 
この台のこの日 1 日の結果がこちら。 
 
・前日 922 回転で閉店した台の次の日 

0527n15 
この台は初当たりが 1315 回転でした。 
これだけハマッて連チャンはあまりせずに終了しています。 
 



 
さて、それでは 3 日間打ったトータルの実践結果を見てみます。 
 
 
【3 日間でのトータル実践結果】 
 
通常時の総回転数・・・1815 回転 
総初当たり数・・・1 回 
総当たり数・・・1 回 
平均連チャン数・・・1 回 
初当たり確率・・・1815 分の 1 
総投資金額・・・84,500 円 
総回収金額・・・0 円 
収支・・・－84,500 円 
 
大当たり 1 回というのはほぼ出玉の無い「花の慶次～愛」での 2R 通常です。 
 
こんなにも勝てない結果となってしまったので、かえって負けるための方法という気がし

ますが、冷静に分析すれば、それも理由付けが出来ます。 
 
要するに 1000 回転以上ハマるような台というのは、悪い波の状態にある証拠であると言え

ます。 
そんな状態の台だけをわざわざ選んで打ち続けていれば、気が遠くなるほど負け続けるこ

とになりかねません。 
 
ただ例外として、前日の閉店前のハマリを分岐点として、そこから良い波へ向かうような

場合は大きく勝てる可能性はありますが・・・。 
 
ということで、今回の実験でわかったことは・・・ 
 
「前日に 1000 回転以上の大ハマリのまま閉店を迎えた台は、朝一の立ち上がりが早い」 
 
というのは、大きな間違いです。 
決してその 1 点だけで判断できるものではありません。 
 
今回は以上です。 


