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京楽産業．株式会社（代表取締役社長：榎本善紀、本社：愛知県名古屋市天白区中砂町１８５）

は、『ぱちスロＡＫＢ４８』のアプリを、『ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど』（コンテンツプロバイダー：関係会

社・株式会社クロスゲート）にて、２０１３年８月１９日（月）より配信します（※日程は変更になる場合が

ございます）。 

 

●ＰＣでも！スマホでも！いつでもどこでも「ぱちスロＡＫＢ４８」が楽しめる!! 

ＫＹＯＲＡＫＵぱちスロ第１弾として、今年７月にホールデビューを果たした「ぱちスロＡＫＢ４８」。ふた

たびホールで幕を開けたＡＫＢ４８ チームサプライズの「重力シンパシー」公演の熱も冷めやらぬまま、

今度は実機アプリとなって「ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど」に登場します。 

ＫＹＯＲＡＫＵぱちんこがアプリで楽しめる「ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど」では、「ぱちスロＡＫＢ４８」の

登場に合わせて、ぱちスロホールもオープン。ＰＣでも、スマホでも、ケータイでも、いつでもどこでも「ぱ

ちスロＡＫＢ４８」をお楽しみいただけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＣ版 スマートフォン版 
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ぱちスロＡＫＢの演出を完全再現!! 

ＰＣ版ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんどでは、ぱちスロＡＫＢ48の演出を完全再現。神曲ＲＵＳＨや

チームサプライズＣＯＭＢＯ、ヘビーローテーションフリーズまで、実機に搭載されたすべての演

出をＰＣで楽しむことができます。 

 

新・公演曲４曲も順次公開!! 

ぱちスロＡＫＢ４８で追加された新・公演曲４曲も順次公開。ぱちスロで完成する「重力シンパシ

ー」公演をＰＣでもスマホでもお楽しみいただけます。 
 

「重力シンパシー公演」 新・公演曲 ＰＣ版・スマホ版 公開スケジュール 

 Ｍ１３「キミが思ってるより…」  Ｍ１４  Ｍ１５  Ｍ１６ 

 アプリ配信日より  ８月３０日(金)  ９月１３日(金)  ９月２７日(金) 

 

いつでもどこでも最前列!! ＰＣでもスマホでも全国一斉ＬＩＶＥ!! 

ホール内の「ぱちスロＡＫＢ４８」全席で一斉に開始される「重力シンパシー」公演を、ＰＣでも 

スマホでも完全再現しました。アプリでの公演はなんと全国一斉。アプリを遊んでいる全ての方

のＰＣとスマホで同時に公演が繰り広げられます。 

 

初のぱちスロホール登場!! イベントも随時開催!! 

ＰＣ版ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんどでは、初のぱちスロアプリ登場にともない、ぱちスロ専用ホ

ールを導入します。また、Ａｎｄｒｏｉｄ版ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんどでは、ぱちスロ対応ととも

に、オンラインホール対応も同時に実装。ユーザー同士がオンラインでつながることで、他の

ユーザーがプレイしているホールで台を選んだり、誰かが打っていた台に座るなど、実際のホ

ールにいるかのような楽しさを体験できます。もちろん、ホールイベントも随時開催予定。この

夏、ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんどがぱちスロの熱気に包まれます。是非ご期待ください!! 

 

●「ぱちスロＡＫＢ４８」ＰＣ版アプリ 配信概要 

配信開始日： ２０１３年８月１９日（月） ※変更となる場合があります。 

ＵＲＬ： http://www.kyoraku.jp/ 

料金体系： 無料会員登録 ・実機シュミレーションアプリ（月ごとの対応アプリ）1 機種のプレイ 

・無料専用３Ｄアバター（カスタマイズは不可）の利用 

 有料会員登録 

（月額１,０５０円） 

・実機アプリ全機種のプレイ ・３Ｄアバター（着せ替え）の利用 

・３Ｄペットアバターの利用 ・トレジャーの利用・マイルームの利用 

・ランキングの利用 ・コミュニティ（トレード・チャット）の利用 

・レシピ（ルームアイテムの入手方法を記したもの/ゼブラー購入のみ）の利用 

実機アプリ： ・ぱちんこ必殺仕事人Ⅲ ・ぱちんこ仮面ライダー ＭＡＸ ＥＤＩＴＩＯＮ 

・ぱちんこあしたのジョー ＭＡＸ ＥＤＩＴＩＯＮ ・ぱちんこ爽快水戸黄門２ 

・ぱちんこ銭形平次 ｗｉｔｈ チームＺ ・ぱちんこ戦国無双 ＭＡＸ ＥＤＩＴＩＯＮ 

・ぱちんこ銀河鉄道９９９ ・ぱちんこ必殺仕事人Ⅳ 

・ぱちんこウルトラマンタロウ 戦え!!ウルトラ６兄弟 ・ぱちんこ必殺仕事人 桜花乱舞 

・ぱちんこＡＫＢ４８ ・ぱちんこクロユリ団地 ・ぱちんこ冬のソナタ Ｆｉｎａｌ（７/３１配信予定） 

注意事項： ※お使いのＰＣスペックによっては正常に動作しない場合がありますので、必ず動作環境をご確認く

ださい。 

※１８歳未満の方はご利用いただくことができません（参加にあたり年齢確認をさせていただく場合が

ございます）。 

※予告なくメンテナンスを実施させていただく場合がございます。 
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ＰＣ 
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スマホ 

http://www.kyoraku.jp/
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ＰＣ版「ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど」 動作環境 

推奨動作スペック： <OS> ・Microsoft Windows® XP 日本語版(32bit 版) 

・Microsoft Windows® Vista 日本語版(32bit 版/64bit 版) 

・Microsoft Windows® 7 日本語版(32bit 版/64bit 版) 

 <CPU> Intel® i3/i5/i7 Core™2 Quad 

 <メモリ> 2GB 以上 

 <グラフィック> DirectX9.0C が完全に動作する 3D アクセラレータチップを搭載した、[V 

RAM]512MB 以上のグラフィックボード 

 <解像度> 1280x1024 ドット HighColor(16bit)以上 

 <サウンド> DirectX 9.0c と 100%互換性のあるドライバを備えたサウンドカード 

 <DirectX> 最新の DirectX 9.0c 

 <空き HDD 容量> 4GB 以上  ※実機アプリの追加により増加します。 

 <通信環境> ADSL または光ファイバー相当の回線速度 

 <ブラウザ> ・Internet Explorer 8 以上 

・FireFox 3.6 以上 

 <プラグイン> Flash Player 11 以上 

最低動作スペック： <OS> ・Microsoft Windows® XP 日本語版(32bit 版) 

・Microsoft Windows® Vista 日本語版(32bit 版/64bit 版) 

・Microsoft Windows® 7 日本語版(32bit 版/64bit 版) 

 <CPU> Interl Core 2Duo 2.93GHz 以上 

 <メモリ> 1GB 以上 

 <グラフィック> DirectX9.0C が完全に動作する 3D アクセラレータチップを搭載した、[V 

RAM]256MB 以上のグラフィックボード 

 <解像度> 1280x1024 ドット HighColor(16bit)以上 

 <サウンド> DirectX 9.0c と 100%互換性のあるドライバを備えたサウンドカード 

 <DirectX> 最新の DirectX 9.0c 

 <空き HDD 容量> 4GB 以上 ※ 実機アプリの追加により増加します。 

 <通信環境> ADSL または光ファイバー相当の回線速度 

 <ブラウザ> ・Internet Explorer 8 以上 

・FireFox 3.6 以上 

 <プラグイン> Flash Player 11 以上 

 

●「ぱちスロＡＫＢ４８」Ａｎｄｒｏｉｄ版アプリ 配信概要 

配信開始日： ２０１３年８月１９日（月） 

※ｄｏｃｏｍｏ、ａｕのみ対応 ※変更となる場合があります。 

ＵＲＬ： http://www.kyoraku.jp/smp/ 

アクセス方法： <ｄメニューからのアクセス方法> 

①ｄｏｃｏｍｏのＡｎｄｒｏｉｄ端末で「ｄメニュー（http://smt.docomo.ne.jp）」にアクセス 

②「メニューリスト」をタップ ③「趣味/スポーツ」の「パチ・スロ／公営競技／くじ」をタップ 

④「パチンコ/パチスロ」をタップ ⑤「ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど」をタップ 

 <ａｕ ｏｎｅからのアクセス方法> 

①ａｕのＡｎｄｒｏｉｄ端末で「ａｕ ｏｎｅ（http://auone.jp/）」にアクセス 

②「オススメサイト」をタップ ③「ゲーム」をタップ ④「パチンコ/パチスロ」をタップ 

⑤「ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど」をタップ 

情報料： 月額５２５円（税込・通信料別途） 

注意事項： ・「ＫＹＯＲＡＫＵサプライズらんど（スマートフォン版）」への有料会員登録が必要です（上記情報料で

毎月付与されるポイントを消費することで実機アプリをご利用いただけます）。 

・超大容量アプリのため、対応機種には限りがあります。 

・本アプリはダウンロードする際に大容量の通信が発生するため、Ｗｉ-Ｆｉでの接続を推奨いたします。 

・ＭＵＳＩＣセレクトで選択できる楽曲数には限りがあります。 

・セーブ機能を搭載しておりますが、ぱちログフリープレイおよび推しメンは保存されません。 

http://www.kyoraku.jp/smp/
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●「ぱちスロＡＫＢ４８」ｉＰｈｏｎｅ版アプリ 配信概要 

配信開始日： ２０１３年８月１９日（月） ※変更となる場合があります。 

推奨機種： ｉＰｈｏｎｅ５/ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ/ｉＰｈｏｎｅ４ ※ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈには対応しておりません。 

カテゴリ： ゲーム サブカテゴリ： カジノ 

検索方法： 上記カテゴリ検索、またはＡｐｐ Ｓｔｏｒｅにて「ぱちスロＡＫＢ４８」で検索 

価格： １,８００円 

注意事項： ・記載されている推奨機種で本アプリが動作することは確認済みですが、使用環境や状態などによ

って動作しない場合があり、推奨機種であっても使用環境や状態などによって、演出とサウンドのズ

レや一部がスキップするなどの現象が起こる場合があります。 

・本アプリは高負荷の処理を継続的に行うため、多くのメモリを消費しますので、他アプリが起動され

た状態では正常に動作しない場合があります。 

・推奨端末以外でご購入頂いた場合のトラブルにつきましては、サポート及び返金の対象外となりま

す。あらかじめご了承ください。 

・本アプリの遊技中は端末側の設定に関わらず、液晶画面が常にオンの状態になります。バッテリー

残量には十分ご注意ください。 

・タイムアタックモードなど、シミュレーションモード以外の機能をご利用いただく場合は、「ＫＹＯＲＡＫ

Ｕサプライズらんど」サイトでの会員登録(無料)が必要です。サイトで取得したＩＤ・パスワードでログイ

ンしてご利用ください。 

・ＭＵＳＩＣセレクトで選択できる楽曲数には限りがあります。 

・セーブ機能を搭載しておりますが、ぱちログフリープレイおよび推しメンは保存されません。 

  

●「ぱちスロＡＫＢ４８」ケータイ版アプリ 配信概要 

配信開始日： ２０１３年９月配信予定 

ＵＲＬ： http://www.kyoraku.jp/ 

情報料： 月額３１５円（税込・通信料別途） 

 

http://www.kyoraku.jp/

