
・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。）

【2013年　２月】　機種一覧表 2013 年 1 月 25 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。 【2013年　2月】　＜ページ　１＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（2月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

3日 サミー CR北斗の拳５覇者　ＨＶＡ 潜伏有 5種類 　3＆3＆10 397.2 39.72 80.0% 5.298 突 4 0 【ヘソ】   <確変>突4R=6.5%(潜伏継続)

100,000 （0/20/40/60/80回） ＆15＆15 (実) 4 553             <確変>上下計4R=23.5%(潜継=2.0%・ｻﾎﾟ次回迄=21.5%)

※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通 (J) 16 2,213             <確変>上下計実4R=37.5%

            <確変>上下計JUB16R=0.5%・上下計16R=12.0%

　          <通常>上下計4R=20.0%(時短0回)

【電ﾁｭｰ】<確変>突4R=13.0%(ｻﾎﾟ次回)・上下計4R=17.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」             <確変>上下計16R=50.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]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4R=20.0%

　●「小当り」確率＝1/397.2                        (時短20回=14.0%・40=3.0%・60=2.0%・80=1.0%)

奥村遊機 CR暴君の竜ティラノキング 潜伏有 0or50 　3＆0＆3 299.3 29.93 80.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=5.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ有中はｻﾎﾟ50回

　(甘は ＺＦ　 ＆10＆15 8 883             <確変>突2R=5.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ有中はｻﾎﾟ次回迄

2/17～)　 　●特賞＝「右打ち仕様」 16 1,765             <確変>8R=35.0%・16R=35.0%

5,000 　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 　          <通常>突2R=20.0%(時短0回)※ｻﾎﾟ有中は時短50回

　●「小当り」確率＝1/86

CR暴君の竜ティラノキング 潜伏有 0or30 　3＆0＆3 199.2 19.92 80.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>突2R=5.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ有中はｻﾎﾟ30回

ＹＦ　 ＆10＆11 8 627             <確変>突2R=5.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ有中はｻﾎﾟ次回迄

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 1,253             <確変>8R=40.0%・16R=30.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 　          <通常>突2R=20.0%(時短0回)※ｻﾎﾟ有中は時短30回

　●「小当り」確率＝1/86

CRA暴君の竜ティラノキング 潜伏有 0or20 　3＆0＆3 99.4 20.0 70.0% 2 157 【ヘソ】   <確変>2R=5.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ有中はｻﾎﾟ20回

ＷＦ　 ＆10＆11 4 313             <確変>2R=5.0%(潜伏継続)※ｻﾎﾟ有中はｻﾎﾟ次回迄

　●特賞＝「右打ち仕様」 8 627             <確変>4R=24.0%・8R=36.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 　          <通常>2R=30.0%(時短0回)※ｻﾎﾟ有中は時短20回

　●「小当り」確率＝なし

ＥＸＣＩＴＥ CR影の軍団～疾風驀進～ 潜伏有 3種類 　3＆1＆10 99.90 43.43 51.0% 突 5 0 【ヘソ】   <確変>下突5R=25.0%(潜伏継続)

(ﾘﾕｰｽ含) Ｎ－ＴＥ　 （9/18/94回） ＆9＆10 (実) 5 358              <確変>下5R=4.0%(ｻﾎﾟ9回=2.0%・18=1.0%・次迄=1.0%)

1,000 ※電チュー賞球＝1個 実 5 352  <確変>下実5R=22.0%(ｻﾎﾟ9回=15.0%・18=6.0%・次迄=1.0%)

※下ｱﾀｯｶｰ=9個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=10個賞球 実 10 703 　           <通常>下実5R=49.0% (時短9回=3.0%・18回=46.0%)

　●特賞＝「通常打ち」+「右打ち」複合仕様 実 15 1,055 【電ﾁｭｰ】<確変>右実5R=16.0%・右実10R=15.0%・右実15R=20.0%

　●「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」 <通常>右実5R=24.0% (時94回)・右実10R=15.0% (時94回)

　●「小当り」確率＝1/163.84（ヘソのみ） 　           <通常>右実15R=10.0% (時94回)
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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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メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）



※ 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。 【2013年　2月】　＜ページ　２＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（2月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

3日 三洋物産 CRAデラックス海物語　ＡＳＢ ＳＴ含 3種類 3＆3＆10＆14 99.90 9.99 100.0% 2.526 実 4 363 <比率>   <確変>実4R=3.0%(ｻﾎﾟ50回)

40,000 （25/50/100回） (ST=5) 60.4% 5 453              <確変>5R=84.0%(ｻﾎﾟ25回=33.0%・50回=51.0%)

実 8 725              <確変>実8R=3.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 実 16 1,451              <確変>実16R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=7.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし 16 1,451

10日

17日 平　和 CRゴルゴ１３Ｐ４　Ｈ９ＡＺ 潜伏有 6種類 3＆2＆10＆15 399.6 39.96 77.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>4R=14.0%(ｻﾎﾟ13or26or39or次回迄)

20,000 （13/20/26/39/40/60回） ※電チュー賞球＝2個 (実) 4 497             <確変>実4R=33.0%(ｻﾎﾟ13or26or39or次回迄)

実 8 995             <確変>実8R=30.0%(ｻﾎﾟ13or26or39or次回迄)

16 1,989 　          <通常>4R=14.0%(時短13or26or39回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 　          <通常>実4R=9.0%(時短13or26or39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」 【電ﾁｭｰ】<確変>突2R=5.0%(ｻﾎﾟ次回)・16R=72.0%

　●「小当り」確率＝なし 　          <通常>突2R=23.0%(時短20or40or60回)

オッケー. CRぱちんこ攻殻機動隊　 ＳＴ中 100回 3＆3＆10＆15 397.2 72.6 100.0% 4.003 4 497 【ヘソ】    <確変>4R=30.0%(ｻﾎﾟ100回)・8R=60.0%(ｻﾎﾟ100回)

20,000 ゴーストver.　Ｈ４　 (ST=100) 75.0% 8 995              <確変>16R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 1,989 【電ﾁｭｰ】<確変>8R=30.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=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」　●「小当り」確率＝なし

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRAデビルマン倶楽部α フル 0回 　3＆3＆9 特図1 特図2 役物確率 継続数 実 1 90 【役ﾓﾉＶ】・実1R=34.0%・実7R=33.0%・実15R=33.0%

4,000 　（－Ｘ）　 ＆11＆10 0.4秒×1 0.5秒×2 10.2 1.000 実 7 628

　●「１個メモリー」　●「電チュー優先消化」 実 15 1,345

藤　商事 CR元祖ハロー！プロジェクト 潜伏有 50回 　3＆3＆3＆10 199 29 66.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=9.0%(潜伏継続)

(ﾘﾕｰｽ含) ＦＰＳ　 &11＆14＆14 突 16 0              <確変>下突16R=20.5%(初回潜伏)

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 下 6 692              <確変>下6R=32.0%・下16R=1.5%・右16R=3.0%

下 16 1,845 　           <通常>下6R=34.0% (時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 右 16 1,845 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=9.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・下6R=32.0%

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」              <確変>下16R=2.0%・右16R=23.0%

　●「小当り」確率＝1/179（ヘソのみ） 　           <通常>下6R=34.0% (時短50回)

CR元祖ハロー！プロジェクト 潜伏有 30回 　3＆3＆3＆10 99 19 60.0% 突 2 0 【ヘソ】   <確変>下突2R=10.0%(初回潜)・下突6R=2.0%(潜継続)

ＦＰＷ　 &11＆10＆10 突 6 0              <確変>下突15R=8.0%(潜伏継)・下6R=38.0%

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球 突 15 0              <確変>下15R=1.0%・右15R=1.0%

下 6 476 　           <通常>下6R=40.0% (時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 下 15 1,190 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=10.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・下6R=40.0%

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 右 15 1,190              <確変>下15R=2.0%・右15R=8.0%

　●「小当り」確率＝1/197（ヘソのみ） 　           <通常>下6R=40.0% (時短30回)

平　和 CR南国育ちinハワイ　９ＡＷ 潜伏有 3＆3＆10＆12 99.9 29.9 100.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=16.0%(潜伏継続)

ＳＴ含 (ST=18) 5 432              <確変>5R=59.0%(ｻﾎﾟ9回=41.0%・18=16.0%・100=2.0%)

　●マックスエイトシステム （0/9/18/100回） 15 1,295              <確変>15R=25.0%(ｻﾎﾟ9回=15.0%・18=7.0%・100=3.0%)

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]＆[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※ｻﾎﾟ有時の大当りは全てｻﾎﾟ100回

　●「小当り」確率＝1/273.1

4種類
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7 6.16

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。 【2013年　2月】　＜ページ　３＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（2月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

17日 豊丸産業 CRセクシーフォール　３９９Ｘ 通常後 100回 　3＆2＆10 399.6 99.9 初58.0% 実 7 870 【ヘソ】    <確変>右7R+下1R=18.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

(一部地域) ＆13＆15 継100.0% 7+1 976              <確変>右15R+下1R=40.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

8,000 ※電チュー賞球＝2個 (転落=1/346.8) 15+1 1,971 　           <通常>右実7R=42.0% (時短100回)

※下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>右7R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右15R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

　●「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回未満の転落当選時、特賞終了後100回迄時短付

CRセクシーフォール　３１９Ｆ 通常後 100回 　3＆2＆10 319.7 92.7 初50.0% 実 7 870 【ヘソ】    <確変>右7R+下1R=15.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

＆13＆15 継100.0% 7+1 976              <確変>右15R+下1R=35.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

※電チュー賞球＝2個 (転落=1/200.4) 15+1 1,971 　           <通常>右実7R=50.0% (時短100回)

※下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>右7R+下1R=30.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右15R+下1R=70.0%(ｻﾎﾟ100回＋α)

　●「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回未満の転落当選時、特賞終了後100回迄時短付

CRAセクシーフォール　９９ＶＸ 通常後 20回 　3＆2＆10 99.9 65.5 初15.0% 実 7 429 【ヘソ】    <確変>右7R+下1R=5.0%(ｻﾎﾟ94回＋α)

＆8＆8 継100.0% 7+1 491              <確変>右15R+下1R=10.0%(ｻﾎﾟ94回＋α)

※電チュー賞球＝2個 (転落=1/96.4) 15+1 981 　           <通常>右実7R=85.0% (時短20回)

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=8個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>右7R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ94回＋α)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右15R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ94回＋α)

　●「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」 ※94回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※94回未満の転落当選時、特賞終了後94回迄時短付

CRAセクシーフォール　９９ＶＭ 通常後 25回 　3＆2＆10 99.9 49.9 初35.0% 実 7 429 【ヘソ】    <確変>右7R+下1R=10.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

＆8＆8 継100.0% 7+1 491              <確変>右15R+下1R=25.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

※電チュー賞球＝2個 (転落=1/60.5) 15+1 981 　           <通常>右実7R=65.0% (時短25回)

※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=8個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>右7R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右15R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

　●「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」 ※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回未満の転落当選時、特賞終了後50回迄時短付

(ﾘﾕｰｽ専) CRAセクシーフォール　５６ＶＶ 通常後 10回 　3＆2＆10 56.0 49.9 初20.0% 実 7 303 【ヘソ】    <確変>右7R+下1R=15.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

＆4＆6 継100.0% 7+1 328              <確変>右15R+下1R=5.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

※電チュー賞球＝2個 (転落=1/69.4) 15+1 675 　           <通常>右実7R=80.0% (時短10回)

※下ｱﾀｯｶｰ=4個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=6個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>右7R+下1R=80.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>右15R+下1R=20.0%(ｻﾎﾟ50回＋α)

　●「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」 ※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回未満の転落当選時、特賞終了後50回迄時短付

9

9

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）

9

9

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。 【2013年　2月】　＜ページ　４＞

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（2月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

24日 サンスリー CRおそ松くん　ＡＭＡ ＳＴ含 0or100 3＆2＆10＆12 99.90 24.97 100.0% 2.47 突 16 0 【ヘソ】    <確変>突16R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)・4R=50.0%(ｻﾎﾟ10回)

(ﾘﾕｰｽ専) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 (ST=10) (参考値) (実) 4 301              <確変>実4R=45.0%(ｻﾎﾟ10回=35.0%・100回=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 1,205              <確変>16R=2.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

西　陣 CRブラスレイター　Ｆ ＳＴ中 150回 　3＆2＆10 309.1 124.8 初50.0% 実 10 1,243 【ヘソ】   <確変>上実10R+下1R=48.0%(ｻﾎﾟ150回)

（ソフィア） 通常後 70回 ＆15＆15 継100.0% 10+1 1,368             <確変>上14R+下2R=2.0%(ｻﾎﾟ150回)

(一部地域) ※電チュー賞球＝2個 (ST=150) 14+2 1,989 　          <通常>上実10R=50.0%(時短70回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ賞球=15個共通 【電ﾁｭｰ】<確変>上14R+下2R=100.0%(ｻﾎﾟ150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

31日

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

7

9

実質平均（MAX）


