
・発売日別（予定含む）新機種における、一覧となっております。（納品日、及びスペックの詳細は必ず、御社ご担当者まで、ご確認下さい。）

　（一部未確認、また内容に誤りがある場合もございます。詳細はメーカー等にご確認下さい。変更があった場合、随時変更の予定です。）

【2013年　４月】　機種一覧表 2013 年 3 月 27 日

※ 詳細等に、誤り等がある場合、ご指摘メールは、info@tkc-g.jp までご連絡ください。 【2013年　4月】　＜ページ　１＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（4月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

3/31 奥村遊機 CR Ｂ・Ｂ　Ｚ２ 潜伏有 0or30 　3＆3＆3 397.2 39.72 77.0% 4.599 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=5.0%(潜伏継続)

5,000 ＆10＆15 4 503              <確変>4R=7.0%(潜伏継続=3.0%・ｻﾎﾟ次回迄=4.0%)

実 8 1,005              <確変>【JUB】4R=15.0%・実8R=35.0%・16R=7.0%

16 2,011              <確変>16R=8.0%　　<通常>4R=23.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・4R=7.0%・実8R=11.0%

　●「小当り」確率＝1/297.9（ヘソのみ）              <確変>16R=54.0%　　<通常>4R=23.0%(時短30回)

CR Ｂ・Ｂ　Ｍ 潜伏有 0or30 　3＆2＆3 299.3 29.93 72.0% 3.820 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=7.0%(潜伏継続)

＆10＆15 4 503              <確変>4R=12.0%(潜伏継続=5.0%・ｻﾎﾟ次回迄=7.0%)

※電チュー賞球＝2個 実 8 1,005              <確変>【JUB】4R=6.0%・実8R=25.0%・16R=16.0%

16 2,011              <確変>16R=6.0%　　<通常>4R=28.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=7.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・4R=12.0%・実8R=10.0%

　●「小当り」確率＝1/297.9（ヘソのみ）              <確変>16R=43.0%　　<通常>4R=28.0%(時短30回)

高　尾 CR燃えよドラゴン　ＳＸＡ　 潜伏有  100or 3＆2＆3＆14 394.8 69.9 80.8% 突 16 0 【ヘソ】   <確変>突16R=12.0%(ｻﾎﾟ160回)・5R=24.8%(ｻﾎﾟ100回)

10,000 ＳＴ中 160 ※電チュー賞球＝2個 (ST=160) (実) 5 577              <確変>実5R=4.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=40.0%(ｻﾎﾟ160回)

通常後 100回 16 1,845              <通常>5R=19.2%(時短100回)

【電ﾁｭｰ】<確変>突16R=2.0%(ｻﾎﾟ160回)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>5R=12.8%(ｻﾎﾟ100回=4.8%・160回=8.0%)

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>16R=66.0%(ｻﾎﾟ160回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>5R=19.2%(時短100回)

CR燃えよドラゴン　ＳＭＡ 潜伏有  100or 3＆2＆3＆14 299.3 69.9 74.4% 突 16 0 【ヘソ】   <確変>突16R=12.0%(ｻﾎﾟ160回)・5R=21.6%(ｻﾎﾟ100回)

ＳＴ中 160 ※電チュー賞球＝2個 (ST=160) (実) 5 577              <確変>実5R=0.8%(ｻﾎﾟ100回)・16R=40.0%(ｻﾎﾟ160回)

通常後 100回 16 1,845              <通常>5R=25.6%(時短100回)

【電ﾁｭｰ】<確変>突16R=2.8%(ｻﾎﾟ160回)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>5R=21.6%(ｻﾎﾟ100回=16.0%・160回=5.6%)

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>16R=50.0%(ｻﾎﾟ160回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>5R=25.6%(時短100回)

サンスリー CR真・三國無双　ＹＬＡ 潜伏有 50or100 3＆2＆10＆15 180.5 179.5 52.2% 4 497 【ヘソ】   <確変>4R=52.2%(ｻﾎﾟ50回=48.2%・次回迄=4.0%)

(最短) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 16 1,989              <通常>4R=47.8%(時短50回)

3,000 　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=52.2%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>16R=47.8%(時短100回)
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

月次、新機種名及びスペックのご案内（納品日別）

最終更新日

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）
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※ 詳細等に、誤り等がある場合、ご指摘メールは、info@tkc-g.jp までご連絡ください。 【2013年　4月】　＜ページ　２＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（4月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

3/31 ﾆｭｰｷﾞﾝ CR神音の森　Ｎ－Ｔ（Ｘ） 潜伏有 3種類 　3＆3＆7 99.9 18.99 50.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=2.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ次回迄

(ﾘﾕｰｽ含) （10/20/80回） ＆8＆12 6 460              <確変>突2R=6.0%(ｻﾎﾟ4回)※ｻﾎﾟ次回迄

500 14 1,073              <確変>6R=24.0%(ｻﾎﾟ10=20.0%・20=4.0%)※ｻﾎﾟ80回

             <確変>6R=8.0%(ｻﾎﾟ10=6.0%・次回=2.0%)※ｻﾎﾟ次回迄

             <確変>14R=10.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 　           <通常>6R=50.0%(時短10=48.0%・20=2.0%)※時短80回

　●「小当り」確率＝（ヘソ）1/330.98 ・（電ﾁｭｰ）1/3640.88 ※はｻﾎﾟ有り時の特賞におけるｻﾎﾟor時短回数

7日 大一商会 CRスーパーマン・リターンズ　 潜伏有 　3＆1＆3 128.8 54.66 100.0% 3.994 下突 8 0 【ヘソ】   <確変>下突8R=34.0%(初回潜伏=29.0%・ｻﾎﾟ75回=5.0%)

(ﾘﾕｰｽ含) ～危機からの脱出～　ＫＨ－Ｓ　 ＳＴ中 10＆8＆8 (ST=75) 75.0% 下 4 245              <確変>下実4R=56.0%(ｻﾎﾟ75回)・下実8R=5.0%(ｻﾎﾟ75回)

※電チュー賞球＝1個 右 4 245              <確変>下16R=5.0%(ｻﾎﾟ75回)

※下、右ｱﾀｯｶｰ賞球=8個共通 下 8 491 【電ﾁｭｰ】<確変>下突8R=6.0%(ｻﾎﾟ75回)・右実4R=7.0%(ｻﾎﾟ75回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 右 8 491              <確変>右8R=38.0%(ｻﾎﾟ75回)・右実8R=4.0%(ｻﾎﾟ75回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 下 16 981              <確変>右16R=45.0%(ｻﾎﾟ75回)

　●「小当り」確率＝1/218.5（ヘソのみ） 右 16 981

14日 SANKYO CR F.機動戦士ガンダム　Ｇ ＳＴ中 150回 　3＆3＆10 399.6 101.6 初50.5% 上 9 上 12 1,492 【ヘソ】   <確変>上14+下2R=50.5%(ｻﾎﾟ150回)

【新枠】 通常後 100回 ＆15＆15 継100.0% 下 8 14+2 1,961              <通常>上実12R=49.5%(時短100回)

70,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通 (ST=150) 【電ﾁｭｰ】<確変>上14+下2R=50.5%(ｻﾎﾟ150回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

京楽産業．CRぱちんこウルトラマンタロウ 潜伏有 　3＆3＆10 329.3 48.9 100.0% 5.011 突 16 0 【ヘソ】   <確変>上突16R=48.0%(初回潜伏=24.0%・ｻﾎﾟ78回=24.0%)

(ﾘﾕｰｽ専) 暗黒の逆襲　Ｍ３　 ＳＴ中 ＆14＆14 (ST=78) 80.0% 上 5 512              <確変>上5R=37.0%(ｻﾎﾟ78回)・右16R=15.0%(ｻﾎﾟ78回)

60,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 右 16 1,637 【電ﾁｭｰ】<確変>上5R=34.0%(ｻﾎﾟ78回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」              <確変>右16R=66.0%(ｻﾎﾟ78回)

　●「小当り」確率＝約1/200（ヘソのみ）

大一商会 CRファイヤーダイナマイト 潜伏有 0or10 3＆1＆10＆10 99.9 14.6 74.9% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=5.0%(潜伏継続)

(ﾘﾕｰｽ含) クイーン　ＢＳ　 ※電チュー賞球＝1個 突 8 0              <確変>突8R=10.0%(潜伏継=5.0%・初回潜=5.0%)

4 209              <確変>4R=9.6%(潜伏継続)

10 523              <確変>【選択R=50.3%】・<10R=45.27%・16R=5.03%>

16 837                                              ・<4R=22.635%・16R=27.665%>

　           <通常>4R=25.1%(時短0回)

　●特賞Ｒ選択仕様 【電ﾁｭｰ】<確変>突2R=9.6%(ｻﾎﾟ次回迄)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>【選択R=65.3%】・<10R=58.77%・16R=6.53%>

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」                                              ・<4R=29.385%・16R=35.915%>

　●「小当り」確率＝1/218.453（ヘソのみ） 　           <通常>突2R=25.1%(時短10回)
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）



※ 詳細等に、誤り等がある場合、ご指摘メールは、info@tkc-g.jp までご連絡ください。 【2013年　4月】　＜ページ　３＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（4月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

14日 藤　商事 CRオーメン　ＦＰＳＺ 潜伏有 　3＆2＆10 199 69 100.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>右突2R=9.0%(初回潜伏)・突6R=4.0%(初回潜伏)

(ﾘﾕｰｽ含) ＳＴ中 ＆13＆13 (ST=77) 突 6 0              <確変>右6R=37.0%(ｻﾎﾟ30回=22.0%・77回=15.0%)

（0/30/77回） ※電チュー賞球＝2個 (実) 6 566              <確変>右実6R=49.0%(ｻﾎﾟ30回=31.0%・77回=18.0%)

※右、下ｱﾀｯｶｰ賞球=13個共通 下 10 16 1,893              <確変>下16R=1.0%(ｻﾎﾟ77回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※連荘時は全てｻﾎﾟ77回

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>右突2R=9.0%(ｻﾎﾟ77回)・右6R=41.0%(ｻﾎﾟ77回)

　●「小当り」確率＝1/177（ヘソのみ）              <確変>下16R=50.0%(ｻﾎﾟ77回)

CRオーメン　ＦＰＷＺ 潜伏有 　3＆2＆10 99 71 100.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>右突2R=5.0%(初回潜伏)・突6R=3.0%(初回潜伏)

ＳＴ中 ＆11＆12 (ST=77) 突 6 0              <確変>右6R=67.0%(ｻﾎﾟ30回=46.0%・77回=21.0%)

（0/30/77回） ※電チュー賞球＝2個 (実) 6 410              <確変>右実6R=24.0%(ｻﾎﾟ30回=12.0%・77回=12.0%)

※右ｱﾀｯｶｰ=11個賞球※下ｱﾀｯｶｰ=12個賞球 16 1,205              <確変>下16R=1.0%(ｻﾎﾟ77回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※連荘時は全てｻﾎﾟ77回

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>右突2R=5.0%(ｻﾎﾟ77回)・右6R=70.0%(ｻﾎﾟ77回)

　●「小当り」確率＝1/170（ヘソのみ）              <確変>下16R=25.0%(ｻﾎﾟ77回)

ｻﾝｾｲR&D CRAがきデカ　ＲＲ 潜伏有 0or50 3＆2＆10＆10 99.90 9.99 50.0% 2.313 4 317 【ヘソ】   <確変>4R=25.0%(潜伏継続=24.0%・ｻﾎﾟ次回迄=1.0%)

(ﾘﾕｰｽ専) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 16 1,269              <確変>16R=25.0%   <通常>4R=50.0% (時短0回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=25.0%・16R=25.0%

　●「小当り」確率＝なし 　           <通常>4R=50.0% (時短50回)

CRAオークス　ＲＲ 潜伏有 3＆2＆10＆14 99.29 43.69 100.0% 4 363 <比率>   <確変>4R=75.0%(初回潜伏)※連荘時はｻﾎﾟ100回

ＳＴ含 ※電チュー賞球＝2個 (ST=20) 16 1,451              <確変>16R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)※連荘時はｻﾎﾟ100回

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

21日

28日

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）
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