
・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　12月】　機種一覧表 2016 年 11 月 17 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　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

4日 京楽産業． CRぱちんこテラフォーマーズ V確ST ＳＴ中 150回 　4＆2＆3 319.7 143.7 初51.0% 7 980 【ヘソ】    <確変>7R=51.0%(ｻﾎﾟ150回)

【新枠】 Ｒ４　 通常後 100回 ＆4＆5＆15 継100.0% 16 2,240              <通常>7R=49.0%(時短100回)

20,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝2個 (ST=150) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=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

三洋物産 CR大海物語スペシャル　 確変 フル 100回 　4＆2＆4＆13 319.6 36.9 57.0% 突 2 0 <比率>   <確変>突2R=9.0%・16R=48.0%

ＭＴＥ１５　 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝2個 16 1,536              <通常>16R=43.0%(時短100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

ｻﾝｾｲR&D CRアナザー牙狼　ＸＸーＸ 確変 フル 3種類 　4＆3＆3＆14 299.3 43.69 65.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>実6R=60.0%・16R=5.0%

(最短) （10/20/100回） ※ヘソ賞球＝4個 J実 4 468              <通常>実6R=35.0%(時10回=22.0%・20回=11.0%・100回=2.0%)

40,000 実 6 702 【電ﾁｭｰ】 <確変>突2R=1.0%・16R=40.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 J実 8 936              <確変>【JUB】実4R=12.0%・実8R=4.0%

　●「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」 J実 12 1,404              <確変>【JUB】実12R=4.0%・16R=4.0%

　●「小当り」確率＝なし (J) 16 1,872              <通常>突2R=19.0%(時短100回)・16R=16.0%(時短100回)

 ﾀｲﾖｰ CR火曜サスペンス劇場２　ＬＫＩ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 299.3 48.4 62.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=22.0%・10R=5.0%・15R=25.0%

ｴﾚｯｸ 　●通常時エイトメモリーシステム ＆4＆13 J 4 384              <確変>【JUB】実4R=2.5%・実8R=2.5%・15R=5.0%

6,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 J 8 768 　           <通常>10R=38.0%(時短100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 10 960 【電ﾁｭｰ】 <確変>突2R=6.0%・10R=1.0%・15R=55.0%

　●「小当り」確率＝なし (J) 15 1,440 　           <通常>10R=38.0%(時短100回)

高　尾 CR ＤＤ北斗の拳　ＷＸＥ V確ST ＳＴ含 100回 　4＆1＆3 229.8 34.8 初50.0% 2+2 432 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=44.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 3種類 ＆4＆13＆13 継100.0% 4+3 756              <確変>上8+下8R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)

1,000 （40/60/80回） ※電チュー賞球＝1個 (ST=36) 8+8 1,728              <通常>上2+下2R=50.0%

※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球 (時短40回=8.0%・60回=18.0%・80回=24.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=38.0%(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」              <確変>上4+下3R=12.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>上8+下8R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

サミー CR真北斗無双　ＥＷ V確ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3 219.9 95.8 初50.0% (J) 4 560 【ヘソ】    <確変>実6R=44.0%(ｻﾎﾟ100回)・JUB実6R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)

30,000 通常後 100回 ＆4＆15 継100.0% (J)実 6 840              <通常>実6R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 (ST=100) J 8 1,120 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=33.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=53.0%(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」 (J) 16 2,240              <確変>【JUB】4R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)・8R=7.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>【JUB】16R=1.0%(ｻﾎﾟ100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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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

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(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。 【2016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

4日 藤　商事 CRA仄暗い水の底から　ＦＰＷ 変則ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆5 99.9 62.59 51.0% 5 315 【ヘソ】    <確変>実7R=51.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 32回 ＆8＆10 (ST=100) 実 7 441              <通常>実7R=49.0%(時短32回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 15 945 【電ﾁｭｰ】<確変>15R=51.0%(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」              <通常>5R=49.0%(時短32回)

　●「小当り」確率＝なし

11日 SANKYO CRヱヴァンゲリヲン１１　Ｓ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.7 39.8 65.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=18.0%・5R=13.0%・15R=34.0%

＆5＆15 5 560 　           <通常>5R=35.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 15 1,680 【電ﾁｭｰ】 <確変>5R=7.0%・15R=58.0%

　●「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>5R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

18日 ｻﾝｾｲR&D CR牙狼魔戒ノ花　ＸＸＸーＸ V確ST ＳＴ中 161回 　4＆3＆3 319.7 154.2 初53.0% 下実 13 1,521 【ｻﾎﾟ無時】<確変>下実13R=10.0%(ｻﾎﾟ161回)

(ﾘﾕｰｽ専) 通常後 100回 ＆14＆14 継100.0% 14+1 1,755                <確変>下実14+上1R=5.0%(ｻﾎﾟ161回)

60,000 　●電サポ「状態変動」仕様 ※ヘソ賞球＝4個 (ST=161) 14+2 1,872                <確変>下14+上2R=38.0%(ｻﾎﾟ161回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球                <通常>下実13R=47.0%(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」 【ｻﾎﾟ有時】<確変>下14+上2R=100.0%(ｻﾎﾟ161回)

　●「小当り」確率＝なし

平　和 CR烈火の炎２　９ＢＺ２ V確ST ＳＴ含 90回 　4＆1＆4 99.9 66.0 初1.0% 1+1 290 【ヘソ】   <確変>下実2+上1R=1.0%(ｻﾎﾟ90回)

通常後 40回 ＆15＆15 継100.0% 下実 2 300              <通常>下実2R=99.0%(時短40回)

※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 (ST=40) 2+1 440 【電ﾁｭｰ】<確変>下実1+上1R=75.0%(ｻﾎﾟ90回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 15+1 2,390              <確変>下15+上1R=25.0%(ｻﾎﾟ90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

サミー CRAデジハネくだもの畑 フルST ＳＴ含 40回 　4＆1＆3 99.9 16.2 100.0% 6 378 <比率>   <確変>6R=80.0%(ｻﾎﾟ40回)

5,000 ＳＴＪＡ　 ＆5＆10 (ST=10) (J) 15 945              <確変>15R=13.6%(ｻﾎﾟ40回)・JUB15R=6.4%(ｻﾎﾟ40回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個

　●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

25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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※ﾌﾛｯｸ入賞含む概算値


