
・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　12月】　機種一覧表 2017 年 11 月 1 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　12月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12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

3日 三洋物産 CR大海物語４　ＭＴＢ 確変 フル 100回 　4＆2＆3＆14 319.6 36.4 55.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=9.0%・12R=26.0%・15R=20.0%

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 12 1,404 　           <通常>12R=45.0%(時短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 1,755

　●「小当り」確率＝なし

SANKYO CR F.マイケル・ジャクソン　Ｒ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.7 46.6 65.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=10.0%・6R=55.0%

＆4＆14 4 468 　           <通常>6R=35.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 6 702 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=15.0%・16R=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」 16 1,872 　           <通常>4R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

CRヱヴァンゲリヲン１１　Ｒ 変則ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3 299.3 60.3 80.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>実5R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)・15R=30.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ専) 通常後 30or100 ＆4＆12 (ST=100) 実 5 495 　           <通常>実5R=20.0%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 15 1,485 【電ﾁｭｰ】 <確変>突2R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)・15R=70.0%(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」 　           <通常>突2R=20.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

サミー CRぷよぷよ　ＣＡ 確変 潜伏有 3種類 　4＆1＆1 159.8 27.9 65.0% 10 2 220 【ヘソ】   <確変>2R=10.1%(潜伏、RUSH特2へ)

【前枠】 小当りRUSH （30/60/90回） ＆3＆12             <確変>2R=54.9%(ｻﾎﾟ次回迄、特1電へ)

※特1電チュー賞球＝1個、特2賞球＝1個 　          <通常>2R=35.0%(時短30回、特1電へ)

【特1電】<確変>2R=40.1%(潜伏、RUSH特2へ)

            <確変>2R=24.9%(ｻﾎﾟ次回迄、特1電へ)

　●電サポ「状態変動」仕様 ※但し、時短中の特賞は全て潜伏、RUSH特2へ

　●ダブルスタートシステム 　          <通常>2R=35.0%(時短30回、特1電へ)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特2】   <確変>2R=65.0%(潜伏、RUSH特2へ)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「５個メモリー(４+１)」　●「入賞順消化」 　          <通常>2R=35.0%

　●「小当り」確率＝約1/1.04（電ﾁｭｰのみ） (【特1電へ】時短30回=30.0%・60回=2.5%・90回=2.5%)

藤　商事 CR世界でいちばん 確変 フル 30回 　4＆1＆5 99.9 29.59 60.0% 下突 2 0 【ヘソ】    <確変>上6R=20.0%・上実6R=40.0%

【前枠】 強くなりたい！　ＦＰＷ　 ＆6＆7＆8 上(実) 6 324              <通常>上6R=40.0%(時短30回)

(ﾘﾕｰｽ含) ※電チュー賞球＝1個 下 4 252 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=2.0%・下4R=4.0%・下6R=20.0%

※上ｱﾀｯｶｰ=7個、下ｱﾀｯｶｰ=8個賞球 下 6 378              <確変>下実8R=7.0%・下10R=7.0%・下16R=20.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 下実 8 504              <通常>下突2R=40.0%(時短30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」 下 10 630

　●「小当り」確率＝なし 下 16 1,008

大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)
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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

9



※ 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　12月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12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

3日 西　陣 CRおばけらんど　ＧＬ 確変 フル 10or50 　4＆2＆6 99.9 19.98 57.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=17.0%・6R=40.0%

（ソフィア） ＆8＆10 2 126 　           <通常>6R=43.0%(時短10回)

(ﾘﾕｰｽ専) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 6 378 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=17.0%・6R=30.0%・16R=10.0%

　●「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」 16 1,008 　           <通常>6R=43.0%(時短50回)

　●「小当り」確率＝なし

大一商会 CR天下一閃～完全突破～ 1種2種混 フル 0回 　15＆1＆3＆6 実1/1 実1/4 初100.0% 9 実 15 675 【ヘソ】    <時短>実15R=100.0%

【前枠】 ＡＣ１６００　 ＆9＆3＆6 継0.0% 【電ﾁｭｰ】 <通常>実15R=100.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝15個、電チュー賞球＝1個

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「メモリーなし」　 ※右V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=6個賞球

　●「小当り」確率＝約1/1（ヘソ）・約1/4（電チュー）

10日

17日 ﾆｭｰｷﾞﾝ CR真・花の慶次２　Ｌ４－ＶＨ V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.7 145.3 初70.0% 6 702 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100+α回】6R=60.0%・16R=10.0%

<暫定> ＆4＆14 継100.0% 16 1,872 　           <通常>6R=30.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (転落=1/270.8) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】16R=100.0%

　●「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」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

メーシー CRアナザーゴッドハーデス 確変 フル 50回 　5＆2＆3＆12 199.8 29.2 65.0% 6 660 <比率>   <確変>6R=25.0%・9R=22.0%・12R=6.0%・16R=12.0%

ＳＡ　 ※ヘソ内特図1&2賞球＝5個 9 990          　 <通常>6R=23.0%(時短50回)・9R=8.0%(時短50回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 12 1,320          　 <通常>12R=2.0%(時短50回)・16R=2.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 1,760

　●「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

藤　商事 CRAリング　終焉ノ刻　ＦＰＷ　 V確ST ＳＴ中 94回 　4＆1＆4 99.9 90.15 初60.0% 5 405 【ヘソ】   <確変>5R=60.0%(ｻﾎﾟ94回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 50回 ＆6＆8＆10 継100.0% 16 1,296              <通常>5R=40.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=94) 【電ﾁｭｰ】<確変>5R=85.0%(ｻﾎﾟ94回)・16R=15.0%(ｻﾎﾟ94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

24日

31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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<役ﾓﾉ=約1/4>
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