
・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。）

【2018年　3月】　機種一覧表 2018 年 2 月 10 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。 【2018年　3月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（3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

4日 藤　商事 CR ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＦＰＭ　 V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.7 191.6 初65.0% 4+1 650 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100+α回】下4+上1R=65.0%

<標準日程> ＆5＆14＆14 継100.0% 下実 5 650 　           <通常>下実5R=35.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝1個 (転落=1/356.1) 15+1 2,080 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】下15+上1R=100.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 ※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＝1/146.6

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRサイボーグ００９ＶＳ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.7 31.97 63.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=9.0%・4R=45.0%・8R=9.0%

デビルマン　Ｌ－Ｔ　 ＆4＆15 4 448 　           <通常>8R=37.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 8 896 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=3.0%・16R=60.0%

　●「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 1,792 　           <通常>4R=37.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

メーシー CRバジリスク　ＬＢ 変則ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3＆15 319.7 62.7 80.0% 5 630 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100回】5R=79.0%・16R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※電チュー賞球＝1個 (ST=100) 10 1,260 　           <通常>5R=20.0%(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」 16 2,016 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100回】5R=25.0%・10R=5.0%・16R=50.0%

　●「小当り」確率＝なし 　           <通常>5R=20.0%(時短100回)

SANKYO CR F.革命機ヴァルヴレイヴ リミット機 潜伏有 8or100 　4＆1＆3 179.6 43.7 90.0% 3 165 【ヘソ】   <確変>【ｻﾎﾟ8回(潜伏時はｻﾎﾟ0回)】3R=38.0%・9R=12.0%

＆4＆12 (ﾘﾐｯﾄ11回) 9 495              <確変>【ｻﾎﾟ8回】3R=8.0%・9R=25.0%

※電チュー賞球＝1個              <確変>【ｻﾎﾟ次迄(ﾘﾐｯﾄ時はｻﾎﾟ8回)】3R=2.0%・9R=5.0%

　●通常時エイトメモリーシステム 　           <通常>【時短8回】3R=7.0%・9R=3.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ次迄(ﾘﾐｯﾄ時はｻﾎﾟ100回)】3R=23.0%・9R=67.0%

　●「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>【時短100回】3R=7.0%・9R=3.0%

　●「小当り」確率＝なし ※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

サンスリー CRドラム海物語ＢＬＡＣＫ　ＳＢＣ フルST ＳＴ中 50回 　4＆2＆4 159.8 49.9 100.0% 下 5 450 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ50回】下5R=43.75%・下8R=43.75%

＆5＆10＆10 (ST=50) 下 8 720              <確変>【ｻﾎﾟ50回】右15R=12.5%

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 右 15 1,350 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ50回】下5R=38.0%・下8R=38.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球              <確変>【ｻﾎﾟ50回】右15R=24.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●「小当り」確率＝なし

大一商会 CR哲也３　ＢＺ 確変 潜伏有 0or 　4＆1＆3＆11 129.8 25 60.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>6R=59.0%(初回潜=44.0%・ｻﾎﾟ次迄=15.0%)・16R=1.0%

54～76 ※電チュー賞球＝1個 6 360              <通常>6R=40.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 960 【電ﾁｭｰ】 <確変>突2R=4.0%・16R=56.0%

　●「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>突2R=40.0%(時短54～76回)※平均62回

　●「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
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。 【2018年　3月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（3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

4日 西　陣 CRモンキーターン４　ＳＧ２ リミット機 ﾘﾐｯﾄ時 50回 　4＆1＆3 66.6 22.2 100.0% 左 2 左 2 36 【ヘソ】    <確変>左2R=31.0%(潜伏継続)

（ソフィア） ＆10＆15 (ﾘﾐｯﾄ10回) 右 10 右 2 280              <確変>左2R=46.0%(ｻﾎﾟ4回)※潜伏時の特賞はｻﾎﾟ0回

※電チュー賞球＝1個              <確変>左2R=23.0%(ｻﾎﾟ4回)

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 ※左ｱﾀｯｶｰ=10個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>右2R=100.0%

　●「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」 ※ﾘﾐｯﾄ到達時は時短50回

　●「小当り」確率＝なし

11日 平　和 CR交渉人真下正義　９ＢＶ１ V確確変 フル 50or100 　4＆1＆3 99.9 32.4 初1.0% 実 3 210 【ヘソ】   <確変>10R=1.0%

＆4＆11 継65.0% 実 4 280              <通常>実4R=99.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 10 700 【電ﾁｭｰ】<確変>実3R=56.0%・10R=9.0%

　●「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」              <通常>実3R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

18日 西　陣 CR金の花満開　ＺＡＳＴ V確ST ＳＴ中 250回 　4＆1＆3＆14 319.7 150.0 初33.0% 8 936 【ヘソ】<確変>8R=33.0%(ｻﾎﾟ250回)

（ソフィア） 通常後 100回 ※電チュー賞球＝1個 継80.0% 16 1,872          <通常>8R=67.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (ST=250) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=80.0%(ｻﾎﾟ250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>16R=20.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

ビスティ CRヱヴァンゲリヲン１２　Ｙ フルST ＳＴ含 　4＆1＆4 128.3 46.2 100.0% 上 4 360 【ヘソ】    <確変>上5R=100.0%(ｻﾎﾟ15回=88.0%・100回=12.0%)

潜伏有 ＆10＆10 (ST=30) 上 5 450 ※内部高確時の特賞は全てｻﾎﾟ100回

※電チュー賞球＝1個 上 8 720 【電ﾁｭｰ】 <確変>上4R=34.0%(ｻﾎﾟ100回)・上8R=33.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球 下 9 下 16 1,296               <確変>下16R=33.0%(ｻﾎﾟ100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」

　●「小当り」確率＝なし

サミー CRデジハネ渡る世間は鬼ばかり V確確変 フル 0or20 　4＆1＆3＆7 69.9 55.1 初30.0% (実) 3 144 【ヘソ】   <確変>3R=26.8%・16R=3.2%

ＳＶＡ　 ※電チュー賞球＝1個 継65.0% 実 6 288              <通常>実6R=70.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 768 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=65.0%

　●「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」              <通常>実3R=35.0%(時短20回)

　●「小当り」確率＝なし

愛　喜 CRＡコスモアタック７　Ａ０４ 普通機 *** *** オール10 *** *** *** 1 ①中央口入賞⇒アタッカー５つ全開放

②左右中段入賞⇒下段アタッカー連動開放

最大７連動入賞可能。最少５連動入賞となる。
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)
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