
・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。）

【2019年　12月】　機種一覧表 2019 年 12 月 9 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。 【2019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

1日 西　陣 Ｐ１３日の金曜日　ＺＢ V確確変 フル 50回 　3＆1＆1＆1 319.7 100.2 初52.0% 10 上 10 900 【ヘソ&特1電】<確変>上10R=52.0%(ｻﾎﾟ無特2へ)

（ソフィア） 　●ダブルスタートシステム 2回Ｌ ＆4＆5＆10 継100.0%                     <通常>上10R=48.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝3個 【特2】           <確変>上10R=100.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※特1電チュー＝1個、特2賞球＝1個 (ｻﾎﾟ無=40.0%・特1電次回迄=60.0%)

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※下ｱﾀｯｶｰ=5個、上ｱﾀｯｶｰ=10個賞球

　●「小当り」確率＝約1/1

オッケー. ＰぱちんこＡＫＢ４８ワンツー 1種2種混 時短中 1or5回 　3＆1＆2＆4 199.9 合算 100.0% 2+1 320 【ヘソ】    <時短>下4R=100.0%(時短1回)

スリーフェスティバル　Ｌ１　 ＆5＆10＆15 4.9 下 4 360 【電ﾁｭｰ】 <時短>【時短5回】下2+上V1R=35.0%・上(V)5R=4.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ＝3個、電チュー＝1個賞球 上 5 700               <時短>【時短5回】上(V)7R=1.0%・上(V)10R=60.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下ｱﾀｯｶｰ=10個、上V役ﾓﾉ=15個賞球 上 7 980 ※電チュー保留2個により、時短回数は実質+2回

　●「６個(４+２)メモリー」　●「電チュー優先消化」 上 10 1,400

　●「小当り」確率＝約1/5.0（電ﾁｭｰ）

SANKYO ＰＡ F.スーパー戦隊　Ｙ V確ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆2 ① 99.9 77.7 初50.0% 4 280 【ヘソ】    <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 30回 ＆4＆8 ② 95.8 74.6 継100.0% 6 420               <通常>4R=50.0%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 ③ 93.0 72.3 (ST=100) 8 560 【電ﾁｭｰ】 <確変>【ｻﾎﾟ100回】4R=40.0%・6R=16.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ④ 87.7 68.3 10 700               <確変>【ｻﾎﾟ100回】8R=4.0%・10R=40.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ⑤ 84.7 65.9

　●「小当り」確率＝なし ⑥ 79.9 62.2

ﾆｭｰｷﾞﾝ ＰＡぶいぶい！ゴジラ フルST ＳＴ含 50回 　3＆1＆1 99.9 9.99 100.0% 4 288 <比率>   <確変>4R=90.0%(ｻﾎﾟ50回)

(ﾘﾕｰｽ含) Ｎ－Ｋ１　 ＆2＆4＆10 (ST=8) 10 720              <確変>10R=10.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※ヘソ＝3個、電チュー＝1個賞球

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「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

ＰＡぶいぶい！ゴジラ フルST ＳＴ含 50回 　3＆1＆1 ① 99.9 10.8 100.0% 4 288 <比率>   <確変>4R=90.0%(ｻﾎﾟ50回)

Ｎ４－Ｋ６　 ＆2＆4＆10 ② 98.0 10.6 (ST=8) 10 720              <確変>10R=10.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※ヘソ＝3個、電チュー＝1個賞球 ③ 95.0 10.2

　●特賞＝「右打ち仕様」 ④ 91.0 9.8

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ⑤ 87.4 9.4

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ⑥ 82.3 8.9

　●「小当り」確率＝なし

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
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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。 【2019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

1日 藤　商事 P暴れん坊将軍　 V確ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆4＆12 ① 99.9 83.6 初40.0% 2 198 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100回】2R=10.0%・4R=30.0%

(ﾘﾕｰｽ含) 炎獄鬼神の怪　ＦＷ設定付　 通常後 30回 ⑥ 88.1 73.7 継100.0% 4 396              <通常>4R=60.0%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=100) 10 990 【電ﾁｭｰ】 <確変>【ｻﾎﾟ100回】4R=70.0%・10R=30.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

三洋物産 ＰＡ咲ｰＳａｋｉｰ阿知賀編 確変 フル 平均30 　3＆1＆3 99.9 24.9 67.0% 特殊2 60 【ヘソ】    <確変>3R=66.0%・10R=1.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ＭＢＢ　 ＆4＆11 3 300              <通常>3R=33.0%(時短17～99回)※平均30回

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ＝3個、電チュー＝1個賞球 5 500 【電ﾁｭｰ】<確変>特殊2R=16.0%・3R=34.0%・5R=12.0%・10R=5.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 10 1,000              <通常>3R=25.0%・5R=8.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」  (時短18～100回)※平均30回

　●「小当り」確率＝なし

三洋物産 ＰＡ元祖大工の源さん　ＷＢＥ V確確変 フル 25回 　3＆1＆3 89.8 40.0 初33.3% 10 4 360 【ヘソ&特1電】<確変>4R=33.3%(ｻﾎﾟ無特2へ)

　●ダブルスタートシステム 2回Ｌ ＆2＆4＆10 継100.0%                     <通常>4R=66.7%(時短25回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝3個 【特2】           <確変>4R=100.0%(ｻﾎﾟ無=33.3%・特1電次回迄=66.7%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※特1電チュー＝1個、特2賞球＝3個

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝約1/1

8日

15日 ビスティ Ｐ新世紀エヴァンゲリオン 確変 フル 100回 　3＆1＆1 319.7 45.7 65.0% 上特 2 66 <比率>   <確変>上特殊2R=15.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

【新枠】 シト、新生　Ｇ　小当りRUSH ＆5＆10＆12 上 10 1,100              <確変>上10R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ＝3個、特1電チュー＝1個賞球              <通常>上10R=35.0%(時短100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ※下ｱﾀｯｶｰ=10個、上ｱﾀｯｶｰ=12個賞球

　●「８個メモリー」　●「特1優先消化」

　●「小当り」確率＝約1/1.17（特2）

メーシー Ｐバジリスク２　ＭＤ 確変 フル 50回 　3＆1＆1＆1 319.6 81.7 72.0% 上特 2 54 【ヘソ】    <確変>上5R=22.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・下10R=50.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

小当りRUSH ＆4＆10＆15 上 5 405              <通常>上5R=28.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ＝3個、特2＝1個賞球 上 10 810 【電ﾁｭｰ】 <確変>【ｻﾎﾟ次回迄】上5R=30.0%・上10R=12.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※上ｱﾀｯｶｰ=10個、下ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 下 10 下 10 1,400              <確変>下10R=30.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」              <通常>上特殊2R=28.0%(時短50回)

　●「小当り」確率＝約1/1.95（特2）

高　尾 Ｐ一騎当千斬ＳＳ　Ｖ１Ｆ 1種2種混 時短中 3種類 　3＆1＆1 319.6 合算 100.0% 下 4 520 【ヘソ】      <時短>下4R=95.0%(時短31回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 （31/51/100回） ＆4＆1＆14 46.0 下実 9 1,170                 <時短>下10R=5.0%(時短51回=4.0%・100回=1.0%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※ヘソ＝3個、電チュー＝1個賞球 下 10 1,300 【電ﾁｭｰV】 <時短>下実9R=100.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※上V役ﾓﾉ=1個、下ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 (時短51回=50.0%・100回=50.0%)

　●「小当り」確率＝約1/53.8（電ﾁｭｰ） ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

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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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。 【2019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 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

15日 藤　商事 Ｐ貞子ＶＳ伽耶子　頂上決戦 1種2種混 時短中 1or次回 　1＆2＆5 319 合算 100.0% 上(実) 3 312 【ヘソ】    <時短>上9R=100.0%(時短1回)※実質残保留+1個

ＦＵＺ　 リミット機 ＆6＆1＆14 3.4 (ﾘﾐｯﾄ4回) 上(実) 6 624 【電ﾁｭｰ時短時】 <時短>上(実)3R=15.0%(時短次回迄)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ＝1個、電チュー＝2個賞球 下 10 上(実) 9 936                         <時短>上(実)6R=25.0%(時短次回迄)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下V役ﾓﾉ=1個、上ｱﾀｯｶｰ=14個賞球                         <時短>上(実)9R=60.0%(時短次回迄)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※ﾘﾐｯﾄ到達時は時短0回(※残保留+4個)

　●「小当り」確率＝約1/3.45（電ﾁｭｰ） ※電ﾁｭｰ残保留時の特賞は時短1回(※残保留+4個)

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐホー助くん　ＹＫＢＵ２ 1種2種混 時短中 4回 　4＆1＆3＆4 初50.0% 2+1 270 【ヘソ】    <時短>下9+上V1R=50.0%(時短4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 0回 ＆5＆10＆10 9.99 5.33 継100.0% 9+1 900              <通常>下9+上V1R=50.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <時短>下2+上V1R=50.0%(時短4回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※下、上V役ﾓﾉ共通=10個賞球               <時短>下9+上V1R=50.0%(時短4回)

　●「小当り」確率＝約1/9.9（ﾍｿ）・1/5.3（電ﾁｭｰ） ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

コナミＡＭ Ｐミリオンヴィーナス　ＮＡ６ 1種2種混 時短中 1or12 　4＆8＆3 100.0% 2 【ヘソ】     <時短>下直10R=1.0%(時短1回)

デジ役系 ＆3＆11 ① 99.7 1 3               <時短>下直2R49.5%(時短1回) ・下直2R49.5%(時短0回)

　●特賞＝「通常打ち」 ※電チュー＝8個 ④ 89.6 1 8  （役物経由） <時短> 3R=50.0%(時短1回) ・8R=50.0%(時短1回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※上V役モノ=3個 ⑥ 80.4 1 10 【電ﾁｭｰ】   <時短>下直10R=100.0%(時短1回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※下ｱﾀｯｶｰ=11個  （役物経由） <時短> 3R=50.0%(時短1回) ・8R=50.0%(時短1回)

　●「小当り」確率＝約1/9（ﾍｿ）・1/1（電ﾁｭｰ） ※「電チュー保留＝なし」で、時短開放作動は１回のみ。

23日

29日

小当り合算

※特図①小当り合算

※役物確率＝約1/16

10

小当り
10

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

上 8

<役ﾓﾉ=約1/23>

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。


