
・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　７月】　機種一覧表 2013 年 7 月 12 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　7月】　＜ページ　１＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（7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

6/30 大一商会 CRデッドオアアライブ　ＢＬ－Ｔ フル 10回 3＆1＆3＆10 399.6 39.96 77.0% 4.458 下 4 461 <比率>   <確変>下4R=12.0%・上16R=50.0%

10,000 　●通常時：エイトメモリーシステム ＆14＆14 下 10 1,153              <確変>【選択R=15.0%】・<下10R=15.0%>

　●特賞ラウンド選択仕様 ※電チュー賞球＝1個 下 16 1,845                                              ・<下4R=7.5%・下16R=7.5%>

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=14個共通 上 16 1,845              <通常>下4R=23.0%(時短10回)

　●「潜伏確変」＝なし   ●「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

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRくるくるぱちんこ新ＥＸ麻雀２ 潜伏有 3＆2＆9＆14 299.3 137.1 90.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=15.0%(ｻﾎﾟ200回)

Ｍ－ＫＸ　 ＳＴ中 ※電チュー賞球＝2個 (ST=200) 4 409             <確変>4R=75.0%(ｻﾎﾟ50回)※潜伏時はｻﾎﾟ100回

（50/100/200回） 16 1,637              <通常>4R=10.0%(時短50回)※潜伏時は時短100回

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50or100 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=90.0%(ｻﾎﾟ200回)

　●「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」              <通常>16R=10.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

CRくるくるぱちんこ新ＥＸ麻雀２ 潜伏有 3＆2＆9＆11 199.8 87.03 86.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=6.0%(ｻﾎﾟ120回)

Ｈ－ＫＸ　 ＳＴ中 ※電チュー賞球＝2個 (ST=120) 6 470             <確変>6R=80.0%(ｻﾎﾟ30回)※潜伏時はｻﾎﾟ60回

（30/60/120回） 16 1,253              <通常>6R=14.0%(時短30回)※潜伏時は時短60回

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 30or60 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=86.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●「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」              <通常>16R=14.0%(時短60回)

　●「小当り」確率＝なし

奥村遊機 CR Ｂ・Ｂ　Ｗ２ 潜伏有 0or20 　3＆2＆3 99.9 21.8 70.0% 3.765 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=10.0%(潜伏継続)

400 ＆10＆8 4 251              <確変>4R=15.0%(潜伏継続=9.0%・ｻﾎﾟ次回迄=6.0%)

※電チュー賞球＝2個 実 8 501              <確変>【JUB】4R=11.0%・実8R=28.0%・12R=3.0%

12 752              <確変>12R=3.0%　　<通常>4R=30.0%(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=10.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・4R=15.0%・実8R=10.0%

　●「小当り」確率＝1/252（ヘソのみ）              <確変>12R=35.0%　　<通常>4R=30.0%(時短20回)

大都技研 CR忍魂　Ａ２ 通常後 100回 　0＆7＆3 普通図低 特図低 98.0% 1 下突 2 0 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=98.0%

2,000 ﾘﾐｯﾄ時 0or100 ＆10＆3 33.3 3.0 (1ｾｯﾄ=11回) ※電チュー              <通常>下突2R=2.0%(時短100回)

　●「ベノム」タイプ  ※ヘソ下フロック賞球＝3個 7 1 【ﾘﾐｯﾄ時】 <通常>下突2R=100.0%(時短0回=50.0%・100回=50.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右アタッカー型電チュー賞球＝7個

　●「潜伏確変」＝なし  ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし
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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)
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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　7月】　＜ページ　２＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（7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

6/30  ﾀｲﾖｰ CR米米ＣＬＵＢ大収穫祭　ＬＳＺ ＳＴ中 88回 　3＆2＆10 199.8 88.0 100.0% 2.734 突 4 0 【ヘソ】   <確変>上突16R=30.0%(ｻﾎﾟ88回)・下4R=50.0%(ｻﾎﾟ88回)

ｴﾚｯｸ ＆15＆15 (ST=88) 63.4% 突 16 0             <確変>JUB下16R=5.0%(ｻﾎﾟ88回)・上16R=15.0%(ｻﾎﾟ88回)

(ﾘﾕｰｽ含) ※電チュー賞球＝2個 下 4 553 【電ﾁｭｰ】<確変>下突4R=15.0%(ｻﾎﾟ88回)・下4R=35.0%(ｻﾎﾟ88回)

1,500 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通 下 16 2,213             <確変>JUB下16R=5.0%(ｻﾎﾟ88回)・上16R=45.0%(ｻﾎﾟ88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」 上 16 2,213

　●「小当り」確率＝なし

CR米米ＣＬＵＢ大収穫祭　ＫＳＸ 潜伏有 30or 　3＆2＆10 99.9 75.3 100.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>上突15R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

ＳＴ含 100 ＆10＆10 (ST=40) 突 16 0             <確変>下4R=60.0%(ｻﾎﾟ30回)※連荘時はｻﾎﾟ100回

※電チュー賞球＝2個 下 4 353             <確変>JUB下15R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=10個共通 下 15 1,325             <確変>上15R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「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」 上 15 1,325 【電ﾁｭｰ】<確変>下突4R=20.0%(ｻﾎﾟ100回)・下4R=40.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし             <確変>JUB下15R=10.0%(ｻﾎﾟ100)・上15R=30.0%(ｻﾎﾟ100)

(ﾘﾕｰｽ専) CRA兎～野生の闘牌～ 潜伏有 20or 　3＆3＆10 99.9 63.1 100.0% 実 4 317 【ヘソ】   <確変>上1R+下4R=50.0%(ｻﾎﾟ20回)

500 ＫＳＸ　 ＳＴ含 100 ＆10＆10 (ST=50) 1+4 325              <確変>下実8R=40.0%(ｻﾎﾟ20回)

※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=10個共通 実 8 635              <確変>下JUB実15R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

1+8 643              <確変>下実15R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (J) 15 1,190 【電ﾁｭｰ】<確変>下実4R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「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」              <確変>上1R+下8R=65.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝調査中              <確変>下実15R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)

ｴｰｽ電研 CRさくらももこ劇場 潜伏有 　3＆2＆10 49.26 34.95 100.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>左突2R=30.0%

(最短) スーパー０くん　ＦＲＺ　　 ﾘﾐｯﾄ時 ＆10＆14 (1ｾｯﾄ=15回) 実 1 72  (潜継=21.0%・ｻﾎﾟ7回=5.0%・11回=3.0%・22回=1.0%)

4,000 ※電チュー賞球＝2個 右 10 2 257              <確変>左実1R=69.0%

※左ｱﾀｯｶｰ=10個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=14個賞球  (潜継=47.0%・ｻﾎﾟ7回=11.0%・11回=9.0%・22回=2.0%)

             <確変>右2R=1.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

【電ﾁｭｰ】【ｻﾎﾟ無時】<確変>右2R=100.0%

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様  (潜継=82.0%・ｻﾎﾟ7回=15.0%・11回=2.0%・22回=0.5%・次回迄=0.5%)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              【ｻﾎﾟ有時】<確変>右2R=100.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

　●「小当り」確率＝1/99.9（ヘソのみ）              【ﾘﾐｯﾄ時】<通常>右2R=100.0%(時短30回)

CRさくらももこ劇場 潜伏有 　3＆2＆10 99.90 47.32 100.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>左突4R=15.0%(潜伏継続)

スーパー０くん　ＳＴ　　 ＳＴ中 ＆10＆10 (ST=60) 左 2 159              <確変>左実2R=15.0%(ｻﾎﾟ20回)・右4R=10.0%(ｻﾎﾟ20回)

（0/20/60回） ※電チュー賞球＝2個 右 4 317              <確変>右実4R=30.0%(ｻﾎﾟ20回)・右8R=10.0%(ｻﾎﾟ20回)

※左、右ｱﾀｯｶｰ賞球=10個共通 右 8 635              <確変>右実8R=18.0%(ｻﾎﾟ20回)・右15R=2.0%(ｻﾎﾟ60回)

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 右 15 1,190 【電ﾁｭｰ】<確変>右4R=40.0%(ｻﾎﾟ20回)※ｻﾎﾟ有時はｻﾎﾟ60回

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>右8R=40.0%(ｻﾎﾟ20回)※ｻﾎﾟ有時はｻﾎﾟ60回

　●「小当り」確率＝1/200.42（ヘソのみ）              <確変>右15R=20.0%(ｻﾎﾟ60回)※ｻﾎﾟ有時はｻﾎﾟ60回

3種類

9

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

30回 左 8

上1

実質平均（MAX）
メーカー 機種名 賞　球

大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

10 7.86 1,088
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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　7月】　＜ページ　３＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（7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

7日 三洋物産 CRスーパー海物語ＩＮ沖縄３ フル 100回 3＆2＆10＆13 358.1 35.81 65.0% 3.779 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=16.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・16R=49.0%

【新枠】 ＨＭＥ　 ※電チュー賞球＝2個 16 1,531              <通常>16R=35.0%(時短100回)

150,000 　●「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」 【電ﾁｭｰ】<確変>突2R=8.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・16R=57.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>16R=35.0%(時短100回)

平　和 CRラブ嬢プラス　Ｈ９ＡＺ 潜伏有 4種類 　3＆1＆3 399.6 39.96 77.5% 4.836 (実) 8 883 【ヘソ】   <確変>実8R=77.5%(潜伏継続=27.5%・次回迄=50.0%)

20,000 （0/30/50/100回） ＆10＆15 16 1,765              <通常>実8R=22.5%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>8R=27.5%・16R=50.0%

　●「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」              <通常>実8R=22.5%

　●「小当り」確率＝なし                        (時短30回=10.5%・50回=7.5%・100回=4.5%)

マルホン CR ＮＩＮＪＡ　ＢＬＡＤＥ　ＬＭＸ 潜伏有 10回 　3＆2＆10 198.7 99.3 85.0% 7.012 突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=15.0%(潜継)・下突6R=15.0%(潜継)

3,000 ＆7＆11 突 6 0              <確変>上実10R=55.0%(ｻﾎﾟ10回=31.0%・次回迄=24.0%)

※電チュー賞球＝2個 上 10 583              <通常>上実10R=15.0%(時短10回)

※上ｱﾀｯｶｰ=7個賞球※下ｱﾀｯｶｰ=11個賞球 上 13 758 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=6.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・上10R=17.0%

上 16 933              <確変>上13R=26.0%・下13R=13.0%

下 13 1,278              <確変>上16R=10.0%・下16R=13.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 下 16 1,573              <通常>上10R=6.0%(時短10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」              <通常>上13R=6.0%(時短10回)・下13R=1.0%(時短10回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>上16R=1.0%(時短10回)・下16R=1.0%(時短10回)

CR ＮＩＮＪＡ　ＢＬＡＤＥ　Ａ 潜伏有 10回 　3＆2＆10 99.7 49.9 71.0% 3.814 突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=6.0%(潜継)・下突6R=12.0%(潜継)

＆6＆8 突 6 0              <確変>上実10R=53.0%(ｻﾎﾟ10回=23.0%・次回迄=30.0%)

※電チュー賞球＝2個 上 10 483              <通常>上実10R=29.0%(時短10回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上ｱﾀｯｶｰ=6個賞球※下ｱﾀｯｶｰ=8個賞球 下 12 820 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=12.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・上10R=26.0%

　●「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」 下 16 1,093              <確変>下12R=32.0%・下16R=1.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>上10R=23.0%(時短10回)・下12R=6.0%(時短10回)

15日 ｻﾝｾｲR&D CRAビッグバロン　ＲＲ フル 0回 3＆3＆10＆10 99.90 役ﾓﾉ連 100.0% 3.000 4 245 <比率>   <時短>実4R=66.7%・実15R=33.3%

　●特賞＝「右打ち仕様」 (リミット=3回) 15 920

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝1/99.90

21日 ビスティ CRヱヴァンゲリヲン８　Ｒ 潜伏有 100回 　3＆2＆3 319.7 31.97 70.0% 4.560 突 4 0 【特図１】 <確変>突4R=28.0%(初回潜伏)・4R=42.0%

【新枠】 ＆10＆12 (J) 4 433              <通常>4R=30.0%(時短100回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 J 8 867 【特図２】 <確変>【JUB】4R=16.0%・8R=3.0%・16R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 (J) 16 1,733              <確変>16R=50.0%

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <通常>4R=30.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝約1/430（特図1のみ） ※【ヘソ入賞】 <確変>突4R=14.0%(初回潜伏) ・4R=29.0%・8R=1.5%・16R=25.5%　<通常>4R=30.0%(時短100回)　※右打ち中は【特図２】抽選。
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8 14.38 1,376

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）

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

10

10

7

10 9.58 1,038



※ 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　7月】　＜ページ　４＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（7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

21日 ｱﾑﾃｯｸｽ CRAビッグシューターＸ フル 0回 5＆5＆10＆10 継続数 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ 【役ﾓﾉＶ】・実2R=33.33%・実6R=33.33%・実15R=33.33%

【新枠】 ・0.448秒×1回(特図1) 1.000 実 2 147

(最短) ・0.748秒×2回(特図2) 実 6 442

7,000 　●羽モノタイプ　●保留メモリ＝なし 実 15 1,105

高　尾 CR燃えよドラゴン　ＳＡＡ　 潜伏有  40or 3＆2＆3＆8 99.9 74.7 70.0% 突 16 0 【ヘソ】   <確変>突16R=12.0%(ｻﾎﾟ100回)・5R=4.0%(ｻﾎﾟ40回)

(新台限) ＳＴ中 100 ※電チュー賞球＝2個 (ST=100) (実) 5 307              <確変>5R=13.2%(ｻﾎﾟ40回)※潜伏時はｻﾎﾟ100回

(ﾘﾕｰｽは 通常後 40回 16 981              <確変>実5R=0.8%(ｻﾎﾟ40回)※潜伏時はｻﾎﾟ100回

8/4～)              <確変>16R=40.0%(ｻﾎﾟ100回)

             <通常>5R=30.0%(時短40回)

【電ﾁｭｰ】<確変>突16R=2.8%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>5R=17.2%(ｻﾎﾟ40回=12.8%・100回=4.4%)

　●「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100回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>5R=30.0%(時短40回)

西　陣 CRブラスレイター　ＧＬ ＳＴ中 60回 　3＆2＆10 99.9 45.3 初30.0% 4+1 397 【ヘソ】   <確変>上実4R+下1R=21.0%(ｻﾎﾟ60回)

（ソフィア） 通常後 20回 ＆10＆10 継100.0% 実 5 397             <確変>上14R+下2R=9.0%(ｻﾎﾟ60回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=64) 14+2 1,269 　          <通常>上実5R=70.0%(時短20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=10個共通 【電ﾁｭｰ】<確変>上4R+下1R=72.0%(ｻﾎﾟ60回)

　●「潜伏確変」＝[ﾗｽﾄ4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>上実4R+下1R=3.0%(ｻﾎﾟ60回)

　●「小当り」確率＝なし             <確変>上14R+下2R=25.0%(ｻﾎﾟ60回)

28日 ジェイビー CR Ｊ－ＲＵＳＨ２　ＨＨＪ 潜伏有 0or100 　3＆3＆10 333.1 39.6 71.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>左突4R=19.0%(潜伏継続)

【前枠】 ＆3＆14 4 409              <確変>右15R=52.0%(ｻﾎﾟ99回=10.0%・100回=42.0%)

1,000 ※左ｱﾀｯｶｰ=3個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 15 1,535 　           <通常>左突4R=11.0%(時0回)・右15R=18.0%(時100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>右4R=19.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[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」              <確変>右15R=52.0%(ｻﾎﾟ99回=10.0%・100回=42.0%)

　●「小当り」確率＝1/99.9（ヘソのみ） 　           <通常>右4R=11.0%(時100回)・右15R=18.0%(時100回)

8

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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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）

開放時間

8 7.67 565


