
・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　12月】　機種一覧表 2018 年 11 月 27 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　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 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

2日 銀　座 CRブラックラグーン３　ＧＬＡ 確変 フル 0or100 　4＆1＆2 299.3 89.9 65.0% 特 1+1 66 【ヘソ】   <確変>上3+下3R=45.0%・上6+下6R=20.0%

【新枠】 ＆5＆12＆12 3+3 660              <通常>上3+下3R=35.0%(時短0回)

18,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球 6+6 1,320 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下3R=15.4%・上6+下6R=9.6%

　●「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」 8+8 1,760              <確変>上8+下8R=40.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>特殊上1+下1R=35.0%(時短100回)

ﾆｭｰｷﾞﾝ CR未来日記　Ｍ３－Ｖ 1種2種混 時短中 3種類 　4＆1＆4 319.7 合算 100.0% 下 8 下 8 832 【ヘソ】   <時短>下8R=90.0%

【前枠】 　●特賞＝「右打ち仕様」 （20/40/77回） ＆6＆3＆14 (合算256.8) 73.9 上 3 下(実) 15 1,560                       (時短20回=35.0%・40回=50.0%・77回=5.0%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー賞球＝1個             <時短>下15R=10.0%(時短77回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 【電ﾁｭｰ】<時短>下実15R=100.0%(時短77回)

　●「小当り」確率＝約1/158.3（ﾍｿ）・1/8.77（電ﾁｭｰ）

ＰＡシュタインズゲート　Ｎ２－Ｖ V確確変 フル 15回 　4＆1＆3＆9 99.9 65.5 初48.0% 実 3 216 【ヘソ】    <確変>4R=13.5%・5R=13.0%・6R=17.5%・10R=4.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ※電チュー賞球＝1個 継63.0% 4 288              <通常>【時短15回】4R=31.5%・5R=13.0%・6R=7.5%

5 360 【電ﾁｭｰ】 <確変>実3R=1.0%・4R=8.0%・5R=4.5%

　●特賞＝「右打ち仕様」 6 432              <確変>7R=1.5%・10R=48.0%

　●「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」 7 504              <通常>【時短15回】実3R=37.0%

　●「小当り」確率＝なし 10 720

メーシー CRスターオーシャン４　ＹＭＡ 確変 通常後 50回 　4＆1＆2 229.1 99.1 80.0% 3 390 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ50+α回】4R=80.0%

5,000 転落 ＆3＆14 (転落=1/234) 4 520 　           <通常>4R=20.0%(時短50回)

※電チュー賞球＝1個 6 780 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ50+α回】3R=13.0%・6R=10.0%

9 1170              <確変>【ｻﾎﾟ50+α回】9R=7.0%・16R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 2,080 　           <通常>【時短50回】3R=13.0%・6R=5.0%・9R=2.0%

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※50回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※50回未満の転落時、特賞後50回迄時短付

サンスリー CRクジラッキー　ＹＣＡ 1種2種混 フル 0回 　4＆4＆1 199.8 小当り 初20.0% 下(実) 3 330 【ヘソ】<時短>下3R=20.0%(時短4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆3＆3＆12 4.4 継100.0% 下実 15 1,650          <通常>下3R=80.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※上特2＝4個、右特2電チュー賞球＝1個 【特2】<時短>下実3R=88.7%(時短4回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=12個賞球          <時短>下実15R=11.3%(時短4回)

　●「小当り」確率＝1/4.4（電ﾁｭｰ） ※電ﾁｭｰ保留4個により、時短回数は実質+4回

<役ﾓﾉ=約1/11>
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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　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 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

2日 藤　商事 P喰霊ー零ー　葵上～あおい フルST ＳＴ中 150回 　4＆1＆1＆6 199.8 145.0 100.0% 上 9 上 4 504 【ヘソ】  <確変>上4R=99.5%(特1電ｻﾎﾟ150回)

(ﾘﾕｰｽ含) のうえ～　ＦＳ　 小当りRUSH ＆9＆6＆15 (ST=150) 下 4 上 10 1,260            <確変>上10R=0.5%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

※特1電チュー＝1個、特2賞球＝1個 【特1電】<確変>上4R=99.5%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=6個、上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 (特1電ｻﾎﾟ150回=50.0%・ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ=49.5%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり            <確変>上10R=0.5%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【特2】   <確変>上4R=50.0%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

　●「小当り」確率＝1/1.01（電ﾁｭｰ）            <確変>上10R=50.0%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

ＰA 地獄少女　宵伽　きくりの V確ST ＳＴ含 0or100 　4＆1＆1 ① 73.6 54.7 初0.0% 3 156 【ヘソ】   <通常>3R=100.0%(時短30回=70.0%・50回=30.0%)

(ﾘﾕｰｽ含) 地獄祭り　ＦＩ設定付　 小当りRUSH 通常後 30or50 ＆6＆14 ② 70.7 52.5 継100.0% 6 312 【電ﾁｭｰ】<確変>3R=60.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞Ｒ選択仕様 ※上特2電チュー賞球＝1個 ⑥ 64.9 48.2 (ST=50) 9 468              <確変>【選択6R=20.0%(ｻﾎﾟ100回)】<3R=20.0%・9R=20.0%>

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下特2賞球＝1個              <確変>9R=20.0%(ｻﾎﾟ無ＲＵＳＨ)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 【特2】<確変>3R=60.0%(ｻﾎﾟ無ＲＵＳＨ)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」         <確変>【選択6R=20.0%(ｻﾎﾟ無ＲＵＳＨ)】<3R=20.0%・9R=20.0%>

　●「小当り」確率＝1/1.02（電ﾁｭｰ）         <確変>9R=20.0%(ｻﾎﾟ無ＲＵＳＨ)

SANKYO CR F.戦姫絶唱シンフォギア 1種2種混 時短中 1or7 　4＆1＆3 99.9 合算 100.0% (実) 4 240 【ヘソ】    <時短>下4R=99.0%(時短1回)

5,000 　Ｓ　 ＆3＆7 7.7 実 8 480              <時短>下15R=1.0%(時短7回)

※電チュー賞球＝1個 実 12 720 【電ﾁｭｰ】 <時短>【時短7回】下実4R=65.0%・下実8R=10.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=7個賞球 (実) 15 900              <時短>【時短7回】下実12R=5.0%・下実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」 ※電ﾁｭｰ保留4個により、時短回数は【ヘソ】【電ﾁｭｰ】実質+4回

　●「小当り」確率＝約1/150.0（ﾍｿ）・1/8.5（電ﾁｭｰ）

ｱﾑﾃｯｸｽ CRドラム麻雀物語　９ＢＲ１ 1種2種混 フル 0回 　4＆2＆4 99.9 合算 初50.0% 上実 3 180 【ヘソ】    <時短>上5R=50.0%(時短1回)

3,000 ＆3＆7 5.26 継100.0% 上実 4 240              <通常>上5R=50.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝2個 上 5 300 【電ﾁｭｰ小当り】 <時短>【時短4回】上実3R=28.0%・上実4R=12.0%

※下Vｱﾀｯｶｰ=3個、上ｱﾀｯｶｰ=7個賞球 上実 6 360               <時短>【時短4回】上実6R=22.0%・上実8R=12.0%

上実 8 480               <時短>【時短4回】上実10R=5.0%・上実12R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 上実 10 600               <時短>【時短4回】上実15R=16.0%

　●「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」 上実 12 720 【電ﾁｭｰ直撃】 <時短>【時短4回】上実15R=100.0%

　●「小当り」確率＝約1/5.55（電ﾁｭｰ） 上実 15 900 ※電ﾁｭｰ保留4個により、時短回数は【ヘソ】【電ﾁｭｰ】実質+4回

高　尾 Ｐ沼　Ａ リミット機 ﾘﾐｯﾄ時 0回 　15＆1＆3＆4 C 15.9 12.7 100.0% 3 1+1 72 <比率>   <確変>上1+下1R=100.0%

10,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 デジ役系 ＆7＆13＆13 B 13.5 10.8 (ﾘﾐｯﾄ62回) ※リミット時は時短0回

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ※電チュー賞球＝1個 A 9.9 7.9 ※電ﾁｭｰ保留1個により、ﾘﾐｯﾄ時時短回数は実質+1回

　●「２個(１+１)メモリー」　●「入賞順消化」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球

　●「小当り」確率＝なし

大一商会 CR天下一閃　ＡＣ７０００ 1種2種混 フル 0回 　15＆1＆3 100.0% 9 実 15 1,620 【ヘソ】    <時短>実15R=100.0%

【前枠】 リミット機 ＆10＆3＆13 1 2.6 (ﾘﾐｯﾄ4回) 【電ﾁｭｰ】 <時短>実15R=100.0%

500 　●特賞＝「右打ち仕様」 <役ﾓﾉ=約1/4> ※リミット時は時短0回

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「メモリーなし」　 ※ヘソ賞球＝15個、電チュー賞球＝1個

　●「小当り」確率＝約1/1（ヘソ）・約1/2.6（電チュー） ※右V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球
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小当り

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1/16>

メーカー 機種名 賞　球
特賞確率(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　12月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（12月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

9日

16日 ｻﾝｾｲR&D CR牙狼ＴＵＳＫ　ＯＦ　ＧＯＤ　 確変 フル 0or50 　4＆1＆1＆2 319.7 190.0 65.0% 下 2 280 【ヘソ】    <確変>下3+上1R=45.0%・下14+上2R=20.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ＸＸ－ＷＷ　 ＆3＆15＆15 下 4 560              <通常>下実4R=35.0%(時短0回)

30,000 ※電チュー賞球＝1個 下3+上1 560 【電ﾁｭｰ】<確変>下14+上2R=65.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 下14+上2 2,240              <通常>下実2R=35.0%(時短50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

オッケー. CRぱちんこＡＫＢ４８―３　Ｍ３ 確変 フル 100回 　4＆1＆1＆4 319.7 45.2 65.0% 上特 2 140 【ヘソ&特1電】<確変>上4R=45.0%(特1電=35.0%・ｻﾎﾟ無RUSH=10.0%)

【新枠】 小当りRUSH ＆5＆10＆15 上 4 560                     <確変>上16R=20.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

45,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※特1電チュー＝1個、特2賞球＝1個 上 16 2,240                     <通常>上4R=35.0%(時短100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下ｱﾀｯｶｰ=10個、上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 【特2】            <確変>上特殊2R=15.0%(特1電)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」                     <確変>上16R=50.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

　●「小当り」確率＝約1/1.5（電ﾁｭｰ）                     <通常>上特殊2R=35.0%(時短100回)

SANKYO CR Ｆ.エルドラ　Ｓ 1種2種混 フル 0回 　4＆2＆4 初11.0% 右実 4 504 【ヘソ】    <確変>右実4R=11.0%

7,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆7＆3＆15 実 99 1 継60.0% 右実 15 1,890              <通常>右実4R=89.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー賞球＝2個 【電ﾁｭｰ】<確変>右実15R=60.0%

　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 ※上V役モノ=3個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球              <通常>右実15R=40.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝約1/18（ﾍｿ<内1/5.5でV入賞>）・1/1（電ﾁｭｰ）

ベルコ Ｐにこパチ豆　ＭＮＫ 確変 フル 67回 　4＆4＆3 ① 78.8 61.1 65.0% 5 315 <比率>   <確変>5R=5.0%・10R=60.0%

＆7＆10 ② 76.2 59.1 10 630              <通常>5R=35.0%(時短67回)

※ヘソスルー賞球＝3個 ③ 74.0 57.4 ※通常時電開放→特図入賞の流れ

※左特1、ヘソ下特2共通＝4個賞球 ④ 70.4 54.6

⑤ 68.1 52.8

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ⑥ 65.0 50.4

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

Ｐにこパチ豆　ＢＮＫ 確変 フル 26回 　4＆4＆3 ① 33.4 31.7 65.0% 2 108 <比率>   <確変>2R=4.0%・5R=54.0%

＆7＆10 ② 32.2 30.6 5 270              <確変>10R=7.0%

※ヘソスルー賞球＝3個 ③ 31.2 29.6 10 540              <通常>2R=35.0%(時短26回)

※左特1、ヘソ下特2共通＝4個賞球 ④ 29.7 28.2 ※通常時電開放→特図入賞の流れ

⑤ 28.1 26.7

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ⑥ 25.9 24.6

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

24日

30日
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小当り
9

メーカー 機種名 賞　球
特賞確率(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。

約1/28
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通常時電開放

約1/28
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通常時電開放
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