
・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。）

【2017年　3月】　機種一覧表 2017 年 3 月 4 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。 【2017年　3月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（3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

5日 サンスリー CRドロンボー　ＭＴＡ 確変 潜伏有 0or100 4＆1＆3＆15 319.6 39.9 65.0% 突 3 0 【ヘソ】    <時短>突3R=15.0%・3R=32.0%

10,000 ※ヘソ賞球＝4個 3 420              <確変>6R=17.0%(初回潜=10.0%・潜継続=5.0%・次回迄=2.0%)

※電チュー賞球＝1個 6 840              <確変>16R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 2,240              <通常>6R=35.0%(時短0回)

　●「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」 【電ﾁｭｰ】<時短>3R=9.0%・6R=6.0%・16R=50.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>6R=35.0%(時短100回)

藤　商事 CR Ａｎｏｔｈｅｒアナザー　ＦＰＱＺ 1種2種混 フル 0回 　6＆1＆6＆8 259.0 役ﾓﾉ連 初51.5% 実 5 420 【ヘソ】    <時短>下実10R=51.5%

＆9＆3＆13 (実質1/194.1) 継61.1% 実 10 840              <通常>下実10R=48.5%(時短0回)

4,000 ※ヘソ賞球＝6個、電チュー賞球＝1個 実 15 1,260 【電ﾁｭｰ】<時短>下実5R=10.3%・下実15R=50.8%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球              <通常>下実5R=38.9%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 ※特賞比率は合算値

　●「小当り」確率＝約1/399（ヘソ）・約1/1（電チュー）

CR Ａｎｏｔｈｅｒアナザー　ＦＰＳ 1種2種混 フル 0回 　4＆1＆6＆11 259.0 役ﾓﾉ連 初55.2% 実 5 440 【ヘソ】    <時短>下実10R=55.2%

＆12＆3＆12 (実質1/169.9) 継61.1% 実 10 880              <通常>下実10R=44.8%(時短0回)

※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 実 15 1,320 【電ﾁｭｰ】<時短>下実5R=10.3%・下実15R=50.8%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=12個賞球              <通常>下実5R=38.9%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 ※特賞比率は合算値

　●「小当り」確率＝約1/254（ヘソ）・約1/1（電チュー）

大一商会 CRおそ松さん フルST ＳＴ中 50回 4＆1＆3＆12 199.8 54.2 100.0% (実) 4 352 【ヘソ】    <確変>4R=30.0%(ｻﾎﾟ50回)・実4R=35.0%(ｻﾎﾟ50回)

～ＴＨＥ・ＤＲＵＭ～　ＫＧ－Ｓ　 ※ヘソ賞球＝4個 (ST=50) (J) 16 1,408              <確変>JUB16R=2.5%(ｻﾎﾟ50回)・16R=32.5%(ｻﾎﾟ50回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=30.0%(ｻﾎﾟ50回)・JUB16R=5.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>16R=65.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●「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

CRAおそ松さん フルST ＳＴ含 40or80 4＆1＆3＆10 99.9 15.2 100.0% 4 288 <比率>   <確変>4R=80.0%(ｻﾎﾟ40回)・・JUB16R=2.0%(ｻﾎﾟ80回)

～ＴＨＥ・ＤＲＵＭ～　ＫＳ　 ※ヘソ賞球＝4個 (ST=8) (J) 16 1,152              <確変>16R=18.0%(ｻﾎﾟ80回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝1個

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「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

ジェイビー CR F.クイーンⅡ　ＭＸ フルST ＳＴ含 40or80 　4＆2＆3＆13 199.8 22.1 100.0% 5 480 <比率>   <確変>5R=50.0%(ｻﾎﾟ40回)

200 　●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＝2個 (ST=15) 16 1,536              <確変>16R=50.0%(ｻﾎﾟ80回)

　●「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

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。 【2017年　3月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（3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

5日 SANKYO CR F.サムライブレード　Ｒ 1種2種混 フル 0回 　4＆1＆3 199.8 役ﾓﾉ連 初50.0% 実 4 480 【ヘソ】    <時短>下8R=50.0%

＆5＆3＆13 継65.0% 8 960              <通常>下8R=50.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 実 15 1,800 【電ﾁｭｰ】<時短>下実4R=15.0%・下実15R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球              <通常>下実4R=35.0%(時短0回)

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

　●「小当り」確率＝なし

サミー CR真北斗無双夢幻闘乱　ＳＷＡ V確ST ＳＴ中 100回 4＆1＆3＆10 95.8 10.0 初0.5% J 2 180 【ヘソ】    <確変>16R=0.5%(ｻﾎﾟ100回)

15,000 通常後 30or100 ※ヘソ賞球＝4個 継100.0% 実 3 270              <通常>実3R=99.5%(時短30回=94.5%・100回=5.0%)

※電チュー賞球＝1個 (ST=10) 4 360 【電ﾁｭｰ】<確変>JUB2R=12.5%(ｻﾎﾟ100回)・4R=67.5%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 8 720              <確変>8R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)・12R=5.0%(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」 12 1,080              <確変>16R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし 16 1,440

平　和 CRルパン三世９　９ＢＵ１ フルST ＳＴ含 5種類 　4＆1＆4 99.9 9.9 100.0% 下 2 180 【ヘソ】    <確変>下4R=52.0%(ｻﾎﾟ20回=12.0%・40回=40.0%)

10,000 （20/40/60/80/100回） ＆10＆10 (ST=6) 下(実) 4 360              <確変>下実4R=47.0%(ｻﾎﾟ20回)・下10+上5R=1.0%(ｻﾎﾟ100回)

※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 下 6 540 【電ﾁｭｰ】 <確変>下2R=10.0%(ｻﾎﾟ40回=9.0%・100回=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=14個賞球 下 8 720              <確変>下4R=35.0%(ｻﾎﾟ40回)・下6R=30.0%(ｻﾎﾟ60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」 下 10 900              <確変>下8R=15.0%(ｻﾎﾟ80回)・下10R=9.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし 10+5 1,350              <確変>下10+上5R=1.0%(ｻﾎﾟ100回)

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRAわくわくカーニバル　Ｈ 特殊 フル 0回 　4＆4＆5＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【通常時】<確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=6.0%

3,000 ＆15＆10＆7 77.74 66.94 上 4              <確変>上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=94.0%

 ※ヘソ下フロック＆ｽﾃｰｼﾞ賞球＝4個 (期待度約17%) 中 4 右or 【右打時】<確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝3個、上電ﾁｭｰ＝15個賞球 下 7 ｽﾃｰｼﾞ ※連荘時、空きﾒﾓﾘｰ分迄上乗せ=30.0%・1ｾｯﾄ上乗せ=70.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝10個、下電ﾁｭｰ＝7個賞球

　●「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わくわくカーニバル　Ｓ 特殊 フル 0回 　4＆4＆5＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【通常時】<確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=5.0%

＆15＆10＆5 55.96 66.94 上 4              <確変>上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=95.0%

 ※ヘソ下フロック＆ｽﾃｰｼﾞ賞球＝4個 (期待度約17%) 中 4 右or 【右打時】<確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝3個、上電ﾁｭｰ＝15個賞球 下 7 ｽﾃｰｼﾞ ※連荘時、空きﾒﾓﾘｰ分迄上乗せ=30.0%・1ｾｯﾄ上乗せ=70.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝10個、下電ﾁｭｰ＝5個賞球

　●「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それゆけ野生の王国 フルST ＳＴ含 3種類 　4＆3＆3 99.9 12.05 100.0% 上 6 420 【ヘソ】    <確変>上6R=27.5%(ｻﾎﾟ28回=19.5%・48回=8.0%)

(ﾘﾕｰｽ含) Ｎ－Ｋ　 （28/48/68回） ＆10＆11＆11 (ST=8) 下 6 420              <確変>下6R=62.5%(ｻﾎﾟ28回=37.5%・48回=25.0%)

5,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=11個賞球 上R 15 1,050              <確変>上RUB15R=1.0%(ｻﾎﾟ68回)・下15R=9.0%(ｻﾎﾟ68回)

　●通常時エイトメモリーシステム 下 15 1,050 【右打時】 <確変>上6R=10.0%(ｻﾎﾟ28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>下6R=80.0%(ｻﾎﾟ28回=30.0%・48回=50.0%)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>上RUB15R=1.0%(ｻﾎﾟ68回)・下15R=9.0%(ｻﾎﾟ68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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※ 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。 【2017年　3月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（3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

5日 Ａ－ｇｏｎ CR ＧｏＧｏピラミッド　Ｚ 羽モノ フル 0回 　5＆3＆15＆15 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 <比率>   ・実15R=100.0%(時短0回)

【新枠】 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※スタート賞球＝5個 9 実 15 1,890

1,000 　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「保留なし」

　●「小当り」確率＝なし

CR ＧｏＧｏピラミッド　Ｘ 羽モノ フル 0回 　4＆3＆15＆15 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 <比率>   ・実8R=100.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※スタート賞球＝4個 9 実 8 1,008

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「保留なし」

　●「小当り」確率＝なし

12日

19日 平　和 CRシティハンター３　Ｈ１ＢＸ４　 確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.6 37.9 65.0% 右 7 右 7 588 【ヘソ】    <確変>下4R=55.0%・右7R=10.0%

＆4＆13＆13 下 4 384              <通常>右7R=35.0%(時短100回)

※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 下 16 1,536 【電ﾁｭｰ】 <確変>下16R=65.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=13個賞球              <通常>右7R=35.0%(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」

　●「小当り」確率＝なし

高　尾 CRカイジ沼３　ＫＸＧ 確変 潜伏有 0or100 　4＆1＆3 319.9 59.5 51.5% 4 520 【ヘソ】    <確変>4R=14.0%(初回潜伏)・16R=37.5%

＆4＆14 16 2,080              <通常>4R=48.5%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝4個、電チュー賞球＝1個 ※内部高確時の通常は時短100回

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]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>16R=51.5%

　●「小当り」確率＝約1/319（ヘソのみ）              <通常>16R=48.5%(時短100回)

 ﾀｲﾖｰ CRビッグorスモール　ＥＪ 確変 潜伏有 0or100 4＆1＆3＆10 256.0 99.9 65.0% 3 270 【ヘソ】    <確変>6R=10.5%(潜伏継続)

ｴﾚｯｸ ※ヘソ賞球＝4個 (実) 6 540              <確変>実6R=24.0%(潜伏継続=4.5%・次回迄=19.5%)

※電チュー賞球＝1個 16 1,440              <確変>16R=30.5%

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>6R=35.0%(時短0回)

　●「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」 【電ﾁｭｰ】 <確変>16R=65.0%

　●「小当り」確率＝不明              <通常>3R=35.0%(時短100回)

マルホン CR沖７　ＬＭ 変則ST ＳＴ中 32回 　4＆2＆5＆13 197.4 24.5 80.0% 4 336 <比率>   <確変>4R=40.0%(ｻﾎﾟ32回)・15R=40.0%(ｻﾎﾟ32回)

3,000 　●通常時エイトメモリーシステム 通常後 32回 ※スタート賞球＝4個 (ST=36) 15 1,260              <通常>4R=10.0%(時短32回)・15R=10.0%(時短32回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個

　●「潜伏確変」＝[ﾗｽﾄ4回潜伏]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

藤　商事 CRマジョカマジョルナ　ＦＰＷＺ フルST ＳＴ中 70回 　5＆2＆3＆12 99.90 99.75 100.0% 5 330 【ヘソ】    <確変>5R=90.0%(ｻﾎﾟ70回)・15R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

(ﾘﾕｰｽ含) ※スタート賞球＝5個 (ST=70) 15 990 【電ﾁｭｰ】 <確変>5R=50.0%(ｻﾎﾟ70回)・15R=50.0%(ｻﾎﾟ70回)

3,000 　●ダブルスタートシステム ※電チュー賞球＝2個

　●「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
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。



※ 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。 【2017年　3月】　＜ページ　４＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（3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

19日 西　陣 CR春夏秋冬 フルST ＳＴ含 30or100 　4＆1＆3＆9 99.9 66.1 100.0% 2 128 【ヘソ】   <確変>8R=94.0%(ｻﾎﾟ30回)・16R=6.0%(ｻﾎﾟ100回)

（ソフィア） ～ＨＩＧＨビスカス～　ＧＬ　 ※ヘソ賞球＝4個 (ST=40) 5 320 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=4.0%(ｻﾎﾟ100回)・5R=56.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ含) ※電チュー賞球＝1個 J 6 384              <確変>16R=28.0%(ｻﾎﾟ100回)

8 512              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ100回)】6R=3.0%・9R=3.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 J 9 576              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ100回)】12R=3.0%・16R=3.0%

　●「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」 J 12 768

　●「小当り」確率＝なし (J) 16 1,024

26日

8

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。


