
・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　11月】　機種一覧表 2017 年 10 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　11月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（11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

5日 サンスリー CR無双ＯＲＯＣＨＩ　ＷＴＨ V確確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.6 136.8 初53.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>8R=53.0%

10,000 ＆4＆13 継65.0% 8 960 　           <通常>8R=47.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 15 1,800 【電ﾁｭｰ】<確変>15R=65.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 　           <通常>突2R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝約1/234（電ﾁｭｰ）

藤　商事 CR喰霊ー零ー　ＦＰＬ 変則ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3 286.2 66.0 83.0% 4 416 【ヘソ】    <確変>4R=49.5%(ｻﾎﾟ100回)・15R=33.5%(ｻﾎﾟ100回)

10,000 　●通常時エイトメモリーシステム 通常後 100回 ＆4＆7＆14 (ST=100) 15 1,560 　           <通常>4R=17.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=18.0%(ｻﾎﾟ100回)・15R=65.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 　           <通常>4R=17.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝1/580

SANKYO CR F.ＬＡＤＹ　ＧＡＧＡ　Ｒ V確確変 フル 0回 　4＆1＆4 259.0 75.3 初50.0% 下 4 392 【ヘソ】    <確変>下5R=50.0%(小当りRUSHへ)

小当りRUSH ＆7＆15＆15 継65.0% 下 5 490 　           <通常>下5R=50.0%(時短0回)

　●ダブルスタートシステム ※電チュー賞球＝1個 下 8 784 【電ﾁｭｰ】<確変>【小当りRUSH】下4R=5.0%・下5R=15.0%・下8R=15.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 下 12 1,176              <確変>【小当りRUSH】下12R=15.0%・下16R=15.0%

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「５個メモリー(４+１)」　●「入賞順消化」 上 2 下 16 1,568 　           <通常>下4R=35.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝約1/4.2（電ﾁｭｰ）<1/6.4(下AT)+1/12.4(上AT)>

サミー CR蒼天の拳　天羅　ＣＲＦ 確変 潜伏有 100回 　4＆1＆3 150.0 70.2 95.0% 実 1 112 【ヘソ】    <確変>実1R=91.0%(潜伏継続=66.6%・ｻﾎﾟ100回=23.2%

10,000 リミット機 ＆4＆15 (確変ﾘﾐｯﾄ6回) 4 448                                           ・ｻﾎﾟ次回迄=1.2%)

※電チュー賞球＝1個 8 896              <確変>4R=4.0%(ｻﾎﾟ100回=3.2%・ｻﾎﾟ次回迄=0.8%)

             <通常>実1R=5.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=70.0%・8R=25.0%

　●「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」              <通常>4R=5.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし ※ﾘﾐｯﾄ到達時は全て時短100回

大一商会 CRひぐらしのなく頃に～祈～ V確ST ＳＴ中 70回 　4＆1＆1 129.7 67.2 初50.0% 4 360 【ヘソ】   <確変>実5R=49.0%(ｻﾎﾟ70回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ70回)

1,000 ＫＺ　 通常後 30回 ＆3＆4＆11 継100.0% 実 5 450 　           <通常>実5R=50.0%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=70) 16 1,440 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=42.0%(ｻﾎﾟ70回)・16R=58.0%(ｻﾎﾟ70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
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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



※ 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　11月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（11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

19日 平　和 CR不二子２　Ｈ１ＢＺ１　 変則ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3 319.6 55.7 77.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>3R=75.0%(ｻﾎﾟ100回)・8R=2.0%(ｻﾎﾟ100回)

30,000 通常後 100回 ＆4＆15 (ST=100) 8 1,120 　           <通常>3R=23.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>3R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)・8R=17.0%(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>16R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>3R=23.0%(時短100回)

西　陣 CR ＧＧＧＧ　ＺＢ V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.7 99.9 初10.0% 下 15 1,890 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100+α回】下15R=9.5%・下15+上1R=0.5%

（ソフィア） (販売名　CR ＡＬＬ２０２５ ＆15＆15 継75.0% 15+1 2,016 　           <通常>下15R=90.0%(時短100回)

with　１００)　 ※電チュー賞球＝1個 (転落=1/156.5) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】下15R=25.0%・下15+上1R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 　           <通常>下15R=25.0%(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＝なし

高　尾 CRクイーンズブレイド美闘士 V確変則ST ＳＴ中 153回 　4＆1＆4 319.6 92.0 初60.0% 4 396 【ヘソ】   <確変>4R=10.0%(ｻﾎﾟ153回)・6R=40.0%(ｻﾎﾟ153回)

カーニバル　ＷＸＢ　 通常後 100回 ＆6＆12 継80.0% 6 594              <確変>16R=10.0%(ｻﾎﾟ153回)

6,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=153) 16 1,584              <通常>6R=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」 【電ﾁｭｰ】 <確変>16R=80.0%(ｻﾎﾟ153回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>16R=20.0%(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。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)


