
・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　5月】　機種一覧表 2018 年 5 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。 【2018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

6日 ｻﾝｾｲR&D CRキャプテン翼 V確確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.7 125.1 初50.0% 4 468 【ヘソ】    <確変>16R=50.0%

【新枠】 黄金世代の鼓動　ＶＶ２　 ＆5＆14 継65.0% 16 1,872              <通常>4R=50.0%(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=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」              <通常>4R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

平　和 CR ＪＡＷＳ再臨　Ｈ１ＢＹ２ V確転落 通常後 100回 　4＆1＆1 319.6 162.2 初51.0% 4 468 【ヘソ】   <確変>4R=49.0%(ｻﾎﾟ100回+α)

＆4＆14 継85.0% 16 1,872              <確変>16R=2.0%(ｻﾎﾟ100回+α)

※電チュー賞球＝1個 (転落=1/500.2)              <通常>4R=49.0%(時短100回)

【電ﾁｭｰ】 <確変>16R=85.0%(ｻﾎﾟ100回+α)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>16R=15.0%(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」 ※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ミリオンゴッドディセント 確変 潜伏有 3種類 　4＆1＆2 319.6 82.0 65.0% 4 560 【ヘソ】   <確変>4R=40.0%(ｻﾎﾟ5回=30.0%・35回=6.0%

【新枠】 ＹＭＢ　 （5/35/100回） ＆5＆15 16 2,240 ｻﾎﾟ100回=3.0%・次回迄=1.0%)

※電チュー賞球＝1個 ※内部高確時での特賞はｻﾎﾟ次回迄

             <確変>16R=25.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>4R=35.0%(時短5回=30.0%・35回=4.0%・100回=1.0%)

　●「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」 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=30.0%・16R=35.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>16R=35.0%(時短50回)

Ａ－ｇｏｎ CR ＲＡＩＺＩＮＭＡＮ　Ｚ 1種2種混 時短中 3回 　5＆1＆15 初51.0% 右 9 【ヘソ】    <時短>右実15R=51.0%(時短3回)

通常後 0回 ＆3＆15 継100.0% 上 7              <通常>右実15R=49.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <時短>右実15R=100.0%(時短3回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 ※電チュー保留2個により、時短回数は実質+2回

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「６個メモリー(４+２)」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝(ヘソ)約1/5【7/40(1回開)+1/40(7回開)】

　●「小当り」確率＝(電ﾁｭｰ)約1/1【13回開】

CR ＲＡＩＺＩＮＭＡＮ　Ｘ 1種2種混 時短中 3回 　5＆1＆15 初65.0% 右 9 【ヘソ】    <時短>右実9R=51.0%(時短3回)

通常後 0回 ＆3＆15 継100.0% 上 7              <通常>右実9R=49.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <時短>右実9R=100.0%(時短3回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 ※電チュー保留2個により、時短回数は実質+2回

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「６個メモリー(４+２)」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝(ヘソ)約1/5【5/30(1回開)+1/30(7回開)】

　●「小当り」確率＝(電ﾁｭｰ)約1/1【13回開】
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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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※ 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　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

6日 ﾆｭｰｷﾞﾝ CR花の慶次Ｘ V確ST ＳＴ含 100回 　4＆1＆4 129.8 72.65 初50.0% 上実 4 252 【ヘソ】    <確変>上4+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ専) ～雲のかなたに～　Ｈ２－Ｋ　 通常後 50回 ＆8＆8 継100.0% 4+1 315              <通常>上実4R=50.0%(時短50回)

※電チュー賞球＝1個 (ST=75) 6+1 441 【電ﾁｭｰ】 <確変>【ｻﾎﾟ100回】上6+下1R=15.0%・上15+下1R=70.0%

※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=8個賞球 15+1 1,008              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ100回)】上4+下1R=5.0%・上6+下1R=4.0%

R 4+1 275              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ100回)】上8+下1R=3.0%・上10+下1R=2.0%

R 6+1 401              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ100回)】上15+下1R=1.0%

R 8+1 527

　●特賞＝「右打ち仕様」 R 10+1 653

　●「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」 R 15+1 968

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CRさくらももこ劇場春夏秋冬 フルST ＳＴ中 　4＆2＆3 99.9 62.0 100.0% 3 189 【ヘソ】    <確変>5R=100.0%(ｻﾎﾟ30回)

（ソフィア） ＧＬ　 潜伏有 ＆5＆10 (ST=64) 5 315 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=50.0%(ｻﾎﾟ60回)・16R=50.0%(ｻﾎﾟ60回)

(ﾘﾕｰｽ含) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 16 1,008

　●「潜伏確変」＝[回数切]＆[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＝なし

豊丸産業 CRAナナシーＤＸⅡ　７７ＮＶ 電役 フル 0回 　5＆4＆5 普通図 右普図 *** 最上4 【ヘソ】    <確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

＆6＆3＆4 77.4 56.7 上 4 【右orｽﾃｰｼﾞ】<確変>上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

＆7＆15 (期待度約25%) 中 4 右or ※連荘時、空きﾒﾓﾘｰ分迄上乗せ=70.0%・1ｾｯﾄ上乗せ=30.0%

 ※ヘソ下フロック賞球＝5個 下 7 ｽﾃｰｼﾞ

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝15個、上電ﾁｭｰ＝3個賞球

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝4個、下電ﾁｭｰ＝7個賞球

　●「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

13日

20日 西　陣 CR織田信奈の野望　巻ノ二 V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3＆15 319.7 165.1 初40.0% 4 560 【ヘソ】    <確変>4R=40.0%(ｻﾎﾟ100+α回)

（ソフィア） 　ＺＡ　 ※電チュー賞球＝1個 継86.0% 16 2,240 　           <通常>4R=60.0%(時短100回)

(転落=1/401) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=86.0%(ｻﾎﾟ100+α回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 　           <通常>16R=14.0%(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」 ※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

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRさくらももこ劇場コジコジ２ フルST ＳＴ中 100回 　4＆2＆3＆15 304.8 95.81 100.0% 5 630 <比率>   <確変>5R=40.0%(ｻﾎﾟ100回)

【前枠】 Ｌ－Ｋ　 ※電チュー賞球＝2個 (ST=100) 15 1,890              <確変>15R=60.0%(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」

　●「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。 【2018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

20日 大都技研 CR秘宝伝２　Ａ０１ 確変 潜伏有 5or50 　4＆1＆9 99.9 19.3 40.0% 下 3 420 【ヘソ】   <確変>下3R=17.6%(ｻﾎﾟ5回=8.8%・次回迄=8.8%)

＆10＆15 上 4 360              <確変>上4R=20.0%(ｻﾎﾟ5回=10.0%・次回迄=10.0%)

※電チュー賞球＝1個 下 16 2,240              <確変>下16R=2.4%(ｻﾎﾟ5回=1.2%・次回迄=1.2%)

※上ｱﾀｯｶｰ=10個、下ｱﾀｯｶｰ=15個賞球              <通常>下3R=26.4%(時短5回)・上4R=30.0%(時短5回)

             <通常>下16R=3.6%(時短5回)

※内部高確時での【ｻﾎﾟ5回確変特賞】はｻﾎﾟ次回迄

　●通常時エイトメモリーシステム ※内部高確時での【時短5回通常特賞】は時短50回

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>下3R=35.2%・下16R=4.8%

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <通常>下3R=52.8%(時短50回)・下16R=7.2%(時短50回)

　●「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。

27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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