
・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　8月】　機種一覧表 2017 年 8 月 7 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　8月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

6日 ｻﾝｾｲR&D CR牙狼ＧＯＬＤＳＴＯＲＭ翔 V確変則ST ＳＴ中 187回 　4＆1＆3 318.6 127.5 初61.0% 下実 4 468 【ヘソ】   <確変>下実3+上1R=49.0%(ｻﾎﾟ187回)

【新枠】 ＸＸ－ＳＳＳ　 通常後 100回 ＆4＆14＆14 継82.0% 3+1 468              <確変>下14+上2R=12.0%(ｻﾎﾟ187回)

<標準日程> ※電チュー賞球＝1個 (ST=187) 下 16 1,872              <通常>下実4R=39.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 14+2 1,872 【電ﾁｭｰ】<確変>下14+上2R=82.0%(ｻﾎﾟ187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」              <通常>下16R=18.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝約1/1,872(電ﾁｭｰのみ)

西　陣 CRモモキュンソード３　ＮＸ フルST ＳＴ中 100回 　4＆1＆2 159.1 145.6 100.0% (J) 2 280 【ヘソ】<確変>【ｻﾎﾟ100回】2R=15.0%・3R=60.0%・16R=13.0%

（ソフィア） 　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆3＆5＆15 (ST=104) 3 420          <確変>【JUB(ｻﾎﾟ100回)】2R=5.0%・4R=4.5%・8R=2.0%・16R=0.5%

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝1個 J 4 560 【右打時】 <確変>【ｻﾎﾟ100回】3R=75.0%・16R=25.0%

　●「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」　●「入賞順消化」 J 8 1,120

　●「小当り」確率＝約1/1,000（ヘソのみ） (J) 16 2,240

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRコブラ４　Ｎ２－Ｔ 確変 フル 50or100 　4＆1＆4 129.7 29.9 50.0% 突 5 0 【ヘソ】    <確変>突5R=15.0%・実4R=30.0%・15R=5.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ＆5＆10 (実/J) 4 288              <通常>実4R=50.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 J 8 576 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=5.0%・15R=20.0%

　●「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」 J 12 864              <確変>【JUB】4R=5.0%・8R=5.0%・12R=5.0%・15R=10.0%

　●「小当り」確率＝なし (J) 15 1,080              <通常>4R=50.0%(時短100回)

CRコブラ４　Ｎ－Ｔ 確変 フル 30or50 　4＆1＆4 99.9 29.9 50.0% 突 11 0 【ヘソ】    <確変>突11R=20.0%・実4R=25.0%・15R=5.0%

＆5＆10 (実/J) 4 288              <通常>実4R=50.0%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 J 8 576 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=5.0%・15R=15.0%

　●「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」 J 12 864              <確変>【JUB】4R=10.0%・8R=5.0%・12R=5.0%・15R=10.0%

　●「小当り」確率＝なし (J) 15 1,080              <通常>4R=50.0%(時短50回)

大都技研 CRぱちんこ押忍！番長　Ａ０１ フルST ＳＴ含 3種類 　4＆1＆8 99.9 14.9 100.0% 2+2 224 【ヘソ】    <確変>上2+下2R=99.5%(ｻﾎﾟ10回=40.0%・50回=59.5%)

（10/50/100回） ＆9＆9＆9 (ST=10) 3+3 336              <確変>上8+下8R=0.5%(ｻﾎﾟ100回)

※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 8+8 896 【電ﾁｭｰ】 <確変>上3+下3R=80.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球              <確変>上8+下8R=20.0%(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」

　●「小当り」確率＝なし

13日

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)

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。 【2017年　8月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

20日 高　尾 CRハイスクールオブザデッド V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.6 33.0 初50.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>5R=50.0%

ＴＸＥ　 リミット機 ＆4＆15 継100.0% 4 560              <通常>5R=50.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝1個 (確変ﾘﾐｯﾄ8回) 5 700 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=12.5%・4R=12.5%

(転落=1/319.6) 6 840              <確変>5R=25.0%・6R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「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」 ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

　●「小当り」確率＝なし ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

CRハイスクールオブザデッド V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 217.7 21.77 初50.0% 3 270 【ヘソ】    <確変>5R=50.0%

ＴＬＣ　 リミット機 ＆4＆10 継100.0% 4 360              <通常>5R=50.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝1個 (確変ﾘﾐｯﾄ8回) 5 450 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=12.5%・4R=12.5%

(転落=1/144.9) 6 540              <確変>5R=25.0%・6R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「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」 ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

　●「小当り」確率＝なし ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

平　和 CRめぞん一刻４　Ｍ５ＢＶ３ 確変 潜伏有 16or100 　4＆1＆3 256.0 40.0 65.0% 4 400 【ヘソ】    <確変>4R=62.0%(ｻﾎﾟ16回=15.0%・次回迄=47.0%)

＆4＆11 8 800              <確変>16R=3.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 1,600              <通常>4R=35.0%(時短16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」 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=7.0%・8R=8.0%・16R=50.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>4R=35.0%(時短100回)

サンスリー CRドラム海物語　ＳＣＡ フルST ＳＴ含 100回 　4＆2＆3＆12 229.9 24.3 100.0% 5 495 <比率>   <確変>5R=39.0%(ｻﾎﾟ100回)・10R=39.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 (ST=20) 10 990              <確変>15R=22.0%(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」 15 1,485

　●「小当り」確率＝なし

CRAドラム海物語　ＳＢＢ フルST ＳＴ含 40or100 　4＆2＆3＆11 99.9 16.1 100.0% 6 420 <比率>   <確変>6R=39.0%(ｻﾎﾟ40回)・8R=53.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 (ST=8) 8 560              <確変>15R=8.0%(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」 15 1,050

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CR花満開～天ノ舞～　ＧＬ 確変 フル 30回 4＆2＆3＆8 99.9 19.99 50.0% 突 4 0 【ヘソ】    <確変>突4R=14.0%・4R=2.0%・8R=12.5%・16R=13.5%

（ソフィア） ※電チュー賞球＝2個 4 252              <確変>【RUB】18回開=2.0%・27回開=2.0%

8 504              <確変>【RUB】36回開=2.0%・48回開=2.0%

16 1,008              <通常>4R=50.0%(時短30回)

R 18開 328 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=2.0%・8R=20.0%・16R=20.0%

　●通常時エイトメモリーシステム R 27開 492              <確変>【RUB】18回開=2.0%・27回開=2.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 R 36開 656              <確変>【RUB】36回開=2.0%・48回開=2.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 R 48開 876              <通常>4R=50.0%(時短30回)

　●「小当り」確率＝なし (ﾒｰｶｰ発表概算値)
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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)
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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　8月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8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

20日 SANKYO CR F.戦姫絶唱シンフォギア 1種2種混 フル 1or7 　4＆1＆3 199.8 役ﾓﾉ連 100.0% (実) 4 364 【ヘソ】    <時短>下4R=99.0%(ｻﾎﾟ1回)

＆3＆14 実 8 728              <時短>下15R=1.0%(ｻﾎﾟ7回)

※電チュー賞球＝1個 実 12 1,092 【電ﾁｭｰ】 <時短>下実4R=50.0%(ｻﾎﾟ7回)・下実8R=7.0%(ｻﾎﾟ7回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 (実) 15 1,365              <時短>下実12R=3.0%(ｻﾎﾟ7回)・下実15R=40.0%(ｻﾎﾟ7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1/7.4（電ﾁｭｰのみ）

CR F.倖田來未Ⅴ　Ｙ 確変 潜伏有 8種類 　4＆1＆3 99.9 79.8 65.0% 2 126 【ヘソ】   <確変>4R=65.0%(ｻﾎﾟ10回=28.0%・16回=2.0%・18回=8.0%

(ﾘﾕｰｽ専) （12～96回） ＆4＆10 4 252 ・20回=4.0%・30回=8.0%・45回=6.0%・90回=6.0%・次回迄=3.0%)

※電チュー賞球＝1個 15 945              <通常>4R=35.0%(時短12回=8.0%・16回=8.0%・20回=8.0%

　●特賞Ｒ選択仕様 ・24回=3.0%・32回=3.0%・36回=3.0%・96回=2.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>【選択R】2R=30.0%・15R=35.0%

　●「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>【選択R】2R=17.5%(時短70回)・15R=17.5%(時短70回)

　●「小当り」確率＝なし ※選択R平均値

CR F.サムライブレード　Ｙ 1種2種混 フル 0回 　4＆1＆3 77.0 役ﾓﾉ連 初58.0% (実) 4 240 【ヘソ】    <時短>下4R=58.0%

(ﾘﾕｰｽ専) ＆5＆3＆7 継65.0% 実 12 720              <通常>下4R=42.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<時短>下実4R=15.0%・下実12R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=7個賞球              <通常>下実4R=35.0%(時短0回)

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

　●「小当り」確率＝なし

ｻﾝｾｲR&D CRアナザー牙狼９９バージョン 確変 フル 3種類 　4＆2＆3 99.9 21.85 50.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>4R=45.0%・16R=5.0%

(ﾘﾕｰｽ専) Ｋ－ＰＰ　 （10/20/50回） ＆10＆12 (J実) 4 264              <通常>4R=50.0%(時10回=32.0%・20回=16.0%・50回=2.0%)

※電チュー賞球＝2個 J実 8 528 【電ﾁｭｰ】 <確変>突2R=1.0%・16R=29.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 J実 12 792              <確変>【JUB】実4R=5.0%・実8R=5.0%

　●「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」 (J) 16 1,056              <確変>【JUB】実12R=5.0%・16R=5.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>突2R=34.0%(時短50回)・16R=16.0%(時短50回)

サミー CRデジハネ フルST ＳＴ含 5or45 　4＆1＆2 99.9 9.99 100.0% 2 180 【ヘソ】    <確変>2R=15.0%(ｻﾎﾟ5回)

モンスターハンター４　ＳＴＡ　 ＆3＆10 (ST=5) 5 450              <確変>5R=75.0%(ｻﾎﾟ45回)・10R=10.0%(ｻﾎﾟ45回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 10 900 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=10.0%(ｻﾎﾟ45回)・5R=40.0%(ｻﾎﾟ45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>10R=50.0%(ｻﾎﾟ45回)

　●「小当り」確率＝なし

27日

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)
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