
・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。）

【2016年　5月】　機種一覧表 2016 年 4 月 12 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。 【2016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

1日

8日

15日

29日 ｻﾝｾｲR&D CR巨人の星　ＭＭ－Ｙ V確ST ＳＴ中 200回 　3＆2＆3 318.1 121.8 初50.0% 3+3 702 【ヘソ】    <確変>下3+上3R=26.0%(ｻﾎﾟ200回)

15,000 通常後 0or100 ＆14＆14 継80.0% 6+6 1,404              <確変>実下3+上3R=10.0%(ｻﾎﾟ200回)

※電チュー賞球＝2個 (ST=200) 8+8 1,872              <確変>下6+上6R=4.0%(ｻﾎﾟ200回)

※上V、下ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球              <確変>下8+上8R=10.0%(ｻﾎﾟ200回)

             <通常>実下3+上3R=20.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>下6+上6R=30.0%(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」 【電ﾁｭｰ】<確変>下8+上8R=80.0%(ｻﾎﾟ200回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>下8+上8R=20.0%(時短100回)

西　陣 CRモモキュンソード３　ＦＡ フルST ＳＴ含 100回 　3＆1＆3 319.7 48.19 100.0% (実) 5 560 【ヘソ】    <確変>5R=33.0%(ｻﾎﾟ100回)・実5R=19.5%(ｻﾎﾟ100回)

（ソフィア） ＆6＆15 (ST=50) J 8 896              <確変>15R=34.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB8R=9.0%(ｻﾎﾟ100回)

5,000 ※電チュー賞球＝1個 J実 12 1,344              <確変>JUB実12R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB15R=1.5%(ｻﾎﾟ100回)

(J) 15 1,680 【右打時】 <確変>5R=33.0%(ｻﾎﾟ100回)・15R=67.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●通常時エイトメモリーシステム 【特１詳】 <確変>5R=33.0%(ｻﾎﾟ100回)・実5R=39.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」              <確変>15R=1.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB8R=18.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝1/199.8（ヘソのみ）              <確変>JUB実12R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB15R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)

CRモモキュンソード３　ＭＡ フルST ＳＴ含 100回 　3＆1＆2 199.8 48.19 100.0% (J)実 4 308 【ヘソ】    <確変>実4R=12.5%(ｻﾎﾟ100回)・5R=47.5%(ｻﾎﾟ100回)

＆3＆6＆12 (ST=50) (実) 5 385              <確変>実5R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB実4R=4.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝1個 J実 8 616              <確変>JUB実8R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB実12R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)

J実 12 924              <確変>JUB16R=1.5%(ｻﾎﾟ100回)・16R=20.5%(ｻﾎﾟ100回)

(J) 16 1,232 【右打時】 <確変>5R=60.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=40.0%(ｻﾎﾟ100回)

【特図１詳細】※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●特賞＝「右打ち仕様」 【特１詳】 <確変>実4R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)・5R=35.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●通常時エイトメモリーシステム              <確変>実5R=12.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB実4R=8.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」             <確変>JUB実8R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB実12R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝1/148.9（ヘソのみ）              <確変>JUB16R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ100回)
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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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※ 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。 【2016年　6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

29日 大一商会 CRスーパーマン V確ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3 199.8 55.9 初5.0% 実 11 770 【ヘソ】    <確変>実11R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

(最短) ～Ｌｉｍｉｔ・Ｂｒｅａｋ～　ＫＧ－Ｔ　 リミット機 通常後 100回 ＆4＆11 継100.0% 13 910              <通常>実11R=95.0%(時短100回)

15,000 ※ヘソ賞球＝4個 (ST=100) 【電ﾁｭｰ】<確変>13R=100.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (確変ﾘﾐｯﾄ7回) ※確変は7連荘迄<初回通常⇒時短中引き戻し時は8連荘迄>

　●「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」 ※ﾘﾐｯﾄ時の時短は100回

　●「小当り」確率＝なし

SANKYO CR F.夢福神 フルST ＳＴ含 50回 5＆1＆5＆10 149.6 19.6 100.0% 5 360 <比率>   <確変>5R=25.0%(ｻﾎﾟ50回)・10R=35.0%(ｻﾎﾟ50回)

※ヘソ賞球＝5個 (ST=15) 10 720              <確変>15R=40.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 15 1,080

　●「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

CRA F.夢福神　Ｙ フルST ＳＴ含 40回 5＆1＆5＆8 99.1 19.6 100.0% 5 280 <比率>   <確変>5R=45.0%(ｻﾎﾟ40回)・10R=30.0%(ｻﾎﾟ40回)

※ヘソ賞球＝5個 (ST=15) 10 560              <確変>15R=25.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 15 840

　●「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

ジェイビー CRサンダードラゴン　Ｚ 羽モノ フル 0回 5＆5＆10＆10 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 【役ﾓﾉＶ】・実2R=33.0%・実6R=34.0%・実15R=34.0%

(最短) ※ヘソ賞球＝5個 ・約1/13(トータル) 実 2 162

受注 ※電チュー賞球＝5個 ・約1/28(ノーマルルート) 実 6 486

　●「１個メモリー(０+１)」 ・約1/2.5(SPルート) 実 15 1,215

CRサンダードラゴン　ＺＺ 羽モノ フル 0回 5＆5＆10＆10 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 【役ﾓﾉＶ】・実9R=100.0%

※ヘソ賞球＝5個 ・約1/13(トータル) 8 実 9 648

　●Ｖ入賞継続タイプ(継続率約99%) ※電チュー賞球＝5個 ・約1/28(ノーマルルート)

　●「１個メモリー(０+１)」 ・約1/2.5(SPルート)

サンスリー CRAヤッターマン　ＷＢＣ V確確変 フル 15回 　4＆1＆3 99.9 43.9 初50.0% 2+2 192 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=0.5%・上4+下3R=49.5%

(ﾘﾕｰｽ含) ＆6＆7＆7 継60.0% 4+3 336              <通常>上4+下3R=50.0%(時短15回)

3,000 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 8+7 720 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=16.0%・上8+下7R=44.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=7個賞球              <通常>上2+下2R=40.0%(時短15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

大都技研 CR３×３ＥＹＥＳ　ＶＡ０１ V確ST ＳＴ含 94回 　3＆1＆8 99.9 19.9 初33.3% 2+1 168 【ヘソ】    <確変>下2+上2R=33.3%(ｻﾎﾟ94回)

(最短) 通常後 50回 ＆10＆9＆9 継100.0% 2+2 224              <通常>下2+上2R=66.7%(時短50回)

1,500 ※電チュー賞球＝1個 (ST=20) 3+3 336 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ94回】下2+上1R=70.0%・下3+上3R=7.5%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球 5+4 504              <確変>【ｻﾎﾟ94回】下5+上4R=7.5%・下6+上6R=5.0%

　●「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」 6+6 672              <確変>【ｻﾎﾟ94回】下8+上7R=10.0%

　●「小当り」確率＝なし 8+7 840
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