
・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。）

【2014年　9月】　機種一覧表 2014 年 8 月 19 日

※ 2013年9月より、【アタッカー性能（MAX）】項目での、「表記」「計算方式」を変更致しました。 【2014年　9月】　＜ページ　１＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（9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

7日 サンスリー CR戦国無双　ＸＬＣ 潜伏有 0回 　3＆2＆5 399.6 59.69 77.0% 4.348 突 2 0 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=77.0%(初潜=2.0%・潜継=6.0%・次迄=69.0%)

【新枠】 ＆10＆15＆15 突 4 0             <通常>上2+下2R=23.0%(時短0回)

<最短> ※電チュー賞球＝2個 2+2 560 【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=4.0%(潜伏)・上8+下8R=73.0%

15,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通 8+8 2,240             <通常>突2R=23.0%(時短0回)

　●「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」

　●「小当り」確率＝調査中

CR戦国無双　ＹＬＡ 潜伏有 0回 　1＆2＆5 259.0 84.89 70.0% 3.333 突 2 0 【ヘソ】   <確変>上3+下2R=70.0%(初回潜伏=3.0%・次回迄=67.0%)

＆10＆15＆15 突 4 0             <通常>上3+下2R=30.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝1個※電チュー賞球＝2個 3+2 700 【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=2.0%(潜伏)・上8+下8R=68.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通 8+8 2,240             <通常>突2R=30.0%(時短0回)

　●「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」

　●「小当り」確率＝調査中

高　尾 CR稲川淳二　ＢＸＡ　 潜伏有 3種類 3＆3＆3＆15 392.3 39.23 80.0% 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突16R=16.0%(潜伏継続)・4R=10.0%・7R=30.0%

10,000 （20/40/60回） 突 16 0             <確変>16R=24.0%

4 504             <通常>4R=20.0%(時短20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 7 882 【電ﾁｭｰ】<確変>突16R=10.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・4R=10.0%・7R=10.0%

　●「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」 16 2,016             <確変>16R=50.0%

　●「小当り」確率＝1/199.7（ヘソのみ）             <通常>突4R=20.0%(時短20回=12.0%・40回=6.0%・60回=2.0%)

ＥＸＣＩＴＥ CRサムライスピリッツ 潜伏有 4種類 　3＆3＆6 387.8 41.87 81.0% 突 15 0 【ヘソ】   <確変>突15R=30.0%(初潜=10.0%・潜継=15.0%・次回迄=5.0%)

6,000 ＨＲ－ＴＥ　 （1/50/75/100回） ＆9＆14 実 12 1,092             <確変>実12R=51.0%(ｻﾎﾟ1回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 15 1,365             <通常>実12R=19.0%(時短1回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[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」 【電ﾁｭｰ】<確変>15R=81.0%

　●「小当り」確率＝1/249.19（ヘソ）・1/65,536（電チュー）             <通常>15R=19.0%(時短50回=7.0%・75回=7.0%・100回=5.0%)

平　和 CRAルパン三世７　９ＡＺ１ ＳＴ含 10or100 　3＆2＆3 99.9 25.9 100.0% (実) 4 448 【ヘソ】   <確変>下実4R=93.0%(ｻﾎﾟ10回)・下7R=7.0%(ｻﾎﾟ100回)

20,000 ＆10＆15＆15 (ST=10) 下 7 784 【電ﾁｭｰ】<確変>下4R=75.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝2個 10+6 1,792             <確変>上16R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通

　●「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

ｱﾑﾃｯｸｽ CRAビッグシューターＺＥＲＯ フル 0回 　5＆5＆10 継続数 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 <比率>   <確変>上実8R=85.0%(V入賞継続)・下実8R=15.0%

1,500 ＆10＆15 ・約1/30.1(トータル) 1.000 下 8 1,120

　●Ｖ入賞継続タイプ ※上ｱﾀｯｶｰ=10個賞球 ・約1/14(役モノ) 上 8 440

　●羽モノタイプ　　●「メモリー無し」 ※下ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 ※メーカー参考平均値

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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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。 【2014年　9月】　＜ページ　２＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（9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

7日 藤　商事 CRA緋弾のアリア　ＦＰＷ ＳＴ中 90回 　3＆2＆9 99 71 初55.0% 下 6 432 【ヘソ】   <確変>下実5+上1R=42.0%(ｻﾎﾟ90回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 35回 ＆5＆10 継100.0% 5+1 392             <確変>下実6+上1R=12.0%(ｻﾎﾟ90回)

5,000 ※電チュー賞球＝2個 (ST=90) 6+1 464             <確変>下14+上2R=1.0%(ｻﾎﾟ90回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上Vｱﾀｯｶｰ=5個賞球※下ｱﾀｯｶｰ=10個賞球 14+2 1,072             <通常>下実6R=45.0%(時短35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」 【電ﾁｭｰ】<確変>下実5+上1R=75.0%(ｻﾎﾟ90回)

　●「小当り」確率＝なし             <確変>下14+上2R=25.0%(ｻﾎﾟ90回)

大都技研 CR鋼殻のレギオス　Ａ　 潜伏有 0or10 　3＆2＆10 99.9 31.2 66.0% 3.237 下突 5 0 【ヘソ】   <確変>下突5R=10.0%(初回潜伏)・下5R=6.0%(初回潜伏)

2,000 ＆14＆13＆13 下 5 420             <確変>右5R=49.0%・右15R=1.0%

※電チュー賞球＝2個 右 5 420             <通常>下5R=4.0%(時短0回)・右5R=30.0%(時短10回)

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 ※下、右ｱﾀｯｶｰ賞球=13個共通 右 15 1,260 【電ﾁｭｰ】<確変>右5R=56.0%・右15R=10.0%

　●「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」             <通常>右5R=34.0%(時短10回)

　●「小当り」確率＝1/500.3（ヘソのみ）

 ﾀｲﾖｰ CRサムライチャンプルー３ 潜伏有 7＆3＆10＆10 99.9 37.5 75.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=10.0%(初回潜伏)・実4R=55.0%(ｻﾎﾟ70回)

ｴﾚｯｸ ＳＴ７　 ＳＴ含 ※ヘソ賞球＝7個 (ST=20) 実 4 252              <確変>16R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 0or70 8 504              <通常>突2R=10.0%(時短0回)・実4R=15.0%(時短70回)

1,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 16 1,008 【電ﾁｭｰ】<確変>突2R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)・8R=45.0%(ｻﾎﾟ70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>16R=20.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝1/238.3（ヘソのみ）              <通常>突2R=10.0%(時短70回)・8R=15.0%(時短70回)

奥村遊機 CR三姫繚乱～麗しき闘い～ フル 0回 1＆3＆10 99.6 役ﾓﾉ連 初50.0% 突 6 0 【ヘソ】    <時短>突5R=10.0%・実5R=40.0%

(ﾘﾕｰｽ含) Ｎ１　 ＆13＆8 継75.0% 実 5 315              <通常>実5R=50.0%(時短0回)

<ﾘﾕｰｽは 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝1個 実 15 945 【V入賞】 <時短>実5R=20.0%・実15R=55.0%

10/5～> 　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」              <通常>実5R=25.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝1/89.0（ヘソのみ）

CR三姫繚乱～麗しき闘い～ フル 0回 3＆3＆10＆8 99.6 役ﾓﾉ連 初65.0% 突 6 0 【ヘソ】    <時短>突5R=15.0%・実5R=50.0%

Ｗ１　 継67.0% 実 5 315              <通常>実5R=35.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 実 15 945 【V入賞】 <時短>実5R=22.0%・実15R=45.0%

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」              <通常>実5R=33.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝1/89.0（ヘソのみ）

サミー CRデジハネ北斗の拳５ 潜伏有 　3＆3＆10 89.9 8.99 100.0% 突 5 0 <比率>  <確変>突5R=18.0%(初回潜伏)・下3+上2R=57.0%(ｻﾎﾟ40回)

10,000 慈母　ＳＴＶ　 ＳＴ含 ＆10＆10 (ST=5) 3+2 450             <確変>下5+上5R=24.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 （0/40/100回） ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=10個共通 5+5 900             <確変>下8+上8R=1.0%(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」 8+8 1,440

　●「小当り」確率＝なし

マルホン CR坂本冬美 フル 20回 　3＆3＆3 79.5 18.9 55.0% 2.862 突 16 0 【ヘソ】   <確変>突16R=13.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・実6R=39.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ーいい女になりたくてー　Ａ　 ＆10＆9 (実) 6 384             <確変>15R=3.0%

1,000 15 960             <通常>6R=45.0%(時短20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>突16R=10.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・6R=38.0%

　●「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」             <確変>15R=7.0%

　●「小当り」＝あり             <通常>6R=45.0%(時短20回)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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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。 【2014年　9月】　＜ページ　３＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（9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

14日

21日 平　和 CR銀河乙女　Ｈ９ＡＺ フル 50回 　3＆1＆6 399.6 118.3 初70.0% 上突 2 0 【ヘソ】   <確変>上実7+下2R=70.0%

20,000 ＆10＆10＆15 継82.0% 3+2 486          　 <通常>上実8R=30.0%(時短50回)

※電チュー賞球＝1個 上 8 1,008 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下2R=32.0%・上14+下2R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下Vｱﾀｯｶｰ=10個賞球※上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 7+2 990          　 <通常>上突2R=18.0%(時短50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」 14+2 1,872

　●「小当り」確率＝なし

CR銀河乙女　Ｍ９ＡＺ１ フル 50or100 　3＆1＆6 299.3 105.2 初50.0% 上突 5 0 【ヘソ】   <確変>上実7+下2R=50.0%

＆10＆14＆15 継80.0% 3+2 518          　 <通常>上実8R=50.0%(時短50回)

※電チュー賞球＝1個 上 8 896 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下2R=30.0%・上14+下2R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下Vｱﾀｯｶｰ=14個賞球※上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 7+2 966          　 <通常>上突5R=20.0%(時短50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」 14+2 1,750 ※時短中での特賞は時短100回

　●「小当り」確率＝なし

藤　商事 CR ＺＥＴＭＡＮ　ＦＰＫ ＳＴ中 150回 　3＆3＆7 399.6 102.4 初62.5% 実 12 1,344 【ヘソ】    <確変>実12R=37.125%(ｻﾎﾟ150回)

10,000 通常後 100回 ＆10＆15 継100.0% 16 1,792              <確変>16R=25.375%(ｻﾎﾟ150回)

(ST=150)           　 <通常>実12R=37.5%(時短100回)

【特図２】 <確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●通常時エイトメモリーシステム 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝３：１」算出。

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特１詳】 <確変>実12R=49.5%(ｻﾎﾟ150回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>16R=0.5%(ｻﾎﾟ150回)

　●「小当り」確率＝1/546.1           　 <通常>実12R=50.0%(時短100回)

マルホン CR　ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＳＴ中 100回 　3＆2＆5 188.4 80.7 初62.0% 3+1 396 【ヘソ】   <確変>右実3+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

4,000 ＬＡＳ　ＶＥＧＡＳ　Ｌ　 通常後 40回 ＆10＆12＆12 継100.0% 4+1 495         　  <確変>右実4+下1R=12.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=100) 右 8 792          　 <通常>右実8R=38.0%(時短40回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ賞球=12個共通 15+1 1,584 【電ﾁｭｰ】<確変>右4+下1R=48.0%(ｻﾎﾟ100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」             <確変>右15+下1R=52.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし

CR　ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＳＴ中 77回 　3＆2＆5 97.7 65.0 初50.0% 3+1 252 【ヘソ】   <確変>右実3+下1R=38.0%(ｻﾎﾟ77回)

ＬＡＳ　ＶＥＧＡＳ　Ａ　 通常後 20回 ＆10＆8＆8 継100.0% 4+1 315         　  <確変>右実4+下1R=12.0%(ｻﾎﾟ77回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=77) 右 8 504          　 <通常>右実8R=50.0%(時短20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ賞球=8個共通 14+1 945 【電ﾁｭｰ】<確変>右4+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ77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」             <確変>右14+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ77回)

　●「小当り」確率＝なし

28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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