
・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。）

【2017年　5月】　機種一覧表 2017 年 4 月 24 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。 【2017年　5月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

7日 大一商会 CRテレサ・テン２　ＮＭ－Ｒ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.7 39.96 55.0% 14 1,232 <比率>   <確変>14R=55.0%

　●通常時エイトメモリーシステム ＆4＆12 16 1,408              <通常>16R=45.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

CRテレサ・テン２　ＮＧ－Ｊ 確変 フル 30回 　4＆1＆3 199.8 19.98 52.5% 12 864 <比率>   <確変>12R=52.5%

　●通常時エイトメモリーシステム ＆4＆13 15 1,080              <通常>15R=47.5%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CR恋姫夢想　ＺＡ V確確変 フル 100回 　4＆1＆3＆15 319.7 39.99 初50.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>4R=50.0%

（ソフィア） リミット機 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 4 560              <通常>4R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (ﾘﾐｯﾄ4回) 6 840 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=32.0%・6R=10.0%・9R=8.0%・12R=50.0%

　●「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」 9 1,260 ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

　●「小当り」確率＝なし 12 1,680

CR恋姫夢想　ＭＡ V確確変 フル 100回 　4＆1＆3＆12 239.2 29.98 初51.0% 3 264 【ヘソ】    <確変>4R=51.0%

リミット機 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 4 352              <通常>4R=49.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (ﾘﾐｯﾄ4回) 6 528 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=25.0%・6R=25.0%・9R=10.0%・12R=40.0%

　●「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」 9 792 ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

　●「小当り」確率＝なし 12 1,056

三洋物産 CRAスーパー海物語ＩＮ沖縄４ フルST ＳＴ含 3種類 　4＆2＆3＆11 99.9 9.99 100.0% 6 480 <比率>   <確変>6R=95.0%(ｻﾎﾟ25回=33.0%・50回=62.0%)

50,000 ＳＢＢ　 （25/50/100回） ※電チュー賞球＝2個 (ST=5) 16 1,280              <確変>16R=5.0%(ｻﾎﾟ100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

平　和 CR戦国乙女４　９ＢＵ フルST ＳＴ含 　4＆1＆4 99.9 39.9 100.0% 上 2 144 【ヘソ】    <確変>上2R=18.0%(初回潜伏)・上実6R=80.0%(ｻﾎﾟ24回)

5,000 潜伏有 ＆10＆10 (ST=28) 上(実) 6 432              <確変>下15R=2.0%(ｻﾎﾟ100回)

（0/24/100回） ※電チュー賞球＝1個 下 16 1,080 【電ﾁｭｰ】 <確変>上6R=90.0%(ｻﾎﾟ100回)・下15R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)

※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[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」

　●「小当り」確率＝不明

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 備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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。 【2017年　5月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

7日 藤　商事 CRモエキサイト　ＦＰＷＺ　 フルST ＳＴ含 37or100 　5＆2＆4 99.9 10.0 100.0% 下 3 360 <比率>   <確変>下3R=78.5%(ｻﾎﾟ37回)・下3+右3R=20.0%(ｻﾎﾟ100回)

1,500 ＆10＆13＆13 (ST=7) 3+3 720              <確変>下3+右13R=1.5%(ｻﾎﾟ100回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝2個 3+13 1,920

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球

　●「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

14日

21日 京楽産業． CRぱちんこ必殺仕事人Ⅴ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 309.1 45.2 60.0% 上突 15 0 【ヘソ】   <確変>【小当りR】上突15R=20.0%・上実15R=40.0%

【新枠】 ーS4　小当りRUSH ＆4＆14＆14 上実 15 1,365              <通常>上実15R=40.0%(時短100回)

40,000 ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <確変>【小当りR】上突15R=15.0%・上実15R=45.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球              <通常>上実15R=40.0%(時短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」

　●「小当り」確率＝約1/2.4（電ﾁｭｰのみ）

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRキューティーハニー　Ｓ－Ｋ V確ST ＳＴ含 100回 　4＆2＆4 169.8 20.97 初0.0% 4+1 354 【ヘソ】    <通常>下実8R=100.0%(時短100回)

通常後 100回 ＆8＆14 継100.0% 下実 8 624 【電ﾁｭｰ】 <確変>下4+上1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=20) 15+1 1,212              <確変>下15+上1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上Vｱﾀｯｶｰ=8個、下ｱﾀｯｶｰ=14個賞球

　●「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

CRAぱちんこ真田純勇士 V確ST ＳＴ中 50回 　4＆2＆3 88.8 48.15 初50.0% 7+1 280 【ヘソ】   <確変>上実11+左1R=48.0%(ｻﾎﾟ50回)

(ﾘﾕｰｽ含) ～Ｖｉｃｔｏｒｙ～萌　Ｎ３－Ｋ　 通常後 50回 ＆9＆6＆6 継100.0% 実 12 420              <確変>上15+左1R=2.0%(ｻﾎﾟ50回)

500 ※電チュー賞球＝2個 (ST=50) 11+1 420              <通常>上実12R=50.0%(時短50回)

※左V、上ｱﾀｯｶｰ共通=6個賞球 15+1 560 【電ﾁｭｰ】<確変>上7+左1R=20.0%(ｻﾎﾟ50回)

             <確変>上11+左1R=3.0%(ｻﾎﾟ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」              <確変>上15+左1R=77.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●「小当り」確率＝なし

ベルコ CRデコラッシュ　ＬＰＬ 確変 フル 30回 　4＆2＆3＆15 259.0 25.9 50.0% 4 504 <比率>   <確変>8R=25.0%・16R=25.0%

※電チュー賞球＝2個 8 1,008              <通常>4R=50.0%(時短30回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 16 2,016

　●「小当り」確率＝なし

CRデコラッシュ　ＳＴＷ フルST ＳＴ含 3種類 　4＆2＆3＆15 199.8 22.8 100.0% 4 504 <比率>   <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ50回)・8R=25.0%(ｻﾎﾟ70回)

（50/70/100回） ※電チュー賞球＝2個 (ST=8) 8 1,008              <確変>16R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 16 2,016

　●「小当り」確率＝なし
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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。 【2017年　5月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（5月） タイプ タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

28日 オッケー. CRぱちんこアベンジャーズ　Ｆ１ V確ST ＳＴ中 200回 　4＆1＆3 196.8 191.1 初0.0% 実 5 500 【ヘソ】   <通常>実5R=100.0%(時短100回)

<最短> 通常後 100回 ＆4＆5＆11 継100.0% 16 1,600 【電ﾁｭｰ】 <確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ200回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=200)

　●「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

CRぱちんこアベンジャーズ　Ａ１ フルST ＳＴ含 50or90 　4＆1＆3 99.9 64.8 100.0% (実) 6 324 【ヘソ】   <確変>6R=50.0%(ｻﾎﾟ50回)・実6R=49.0%(ｻﾎﾟ50回)

＆5＆10 (ST=50) 15 810              <確変>15R=1.0%(ｻﾎﾟ90回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <確変>6R=50.0%(ｻﾎﾟ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」              <確変>15R=50.0%(ｻﾎﾟ90回)

　●「小当り」確率＝なし
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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)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。


