
・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　4月】　機種一覧表 2017 年 4 月 18 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　4月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（4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

2日 西　陣 CR花満開～天ノ舞～　ＺＢ４ 確変 フル 100回 4＆2＆3＆14 319.7 47.98 65.0% 突 4 0 【ヘソ】    <確変>突4R=20.0%・4R=2.0%・8R=10.0%・16R=25.0%

（ソフィア） ※電チュー賞球＝2個 4 468              <確変>【RUB】18回開=2.0%・27回開=2.0%

7,000 8 936              <確変>【RUB】36回開=2.0%・48回開=2.0%

16 1,872              <通常>4R=35.0%(時短100回)

R 18開 510 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=2.0%・8R=15.0%・16R=40.0%

　●通常時エイトメモリーシステム R 27開 760              <確変>【RUB】18回開=2.0%・27回開=2.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 R 36開 1,015              <確変>【RUB】36回開=2.0%・48回開=2.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 R 48開 1,355              <通常>4R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

藤　商事 CR世界でいちばん 確変 フル 100回 　4＆1＆5＆6 319.7 39.96 65.0% 下突 2 0 【ヘソ】    <確変>上実8R=65.0%

6,000 強くなりたい！　ＦＰＭ　 ＆13＆14 上 8 864              <通常>上実8R=35.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝1個 下 4 468 【電ﾁｭｰ】<確変>下突2R=2.0%・下4R=4.5%・下6R=2.5%

※上ｱﾀｯｶｰ=13個、下ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 下 6 702              <確変>下実8R=1.0%・下10R=1.0%・下16R=54.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 下実 8 936              <通常>下突2R=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」 下 10 1,170

　●「小当り」確率＝なし 下 16 1,872

ﾆｭｰｷﾞﾝ CRコブラ４　Ｌ３－Ｔ 確変 フル 80回 　4＆1＆4 319.7 115.1 50.0% 突 16 0 【ヘソ】    <確変>突16R=20.0%・実4R=25.0%・16R=5.0%

8,000 ＆5＆15 実 4 560              <通常>実7R=50.0%(時短80回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 実 7 980 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=50.0%

　●「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 2,240              <通常>16R=50.0%(時短80回)

　●「小当り」確率＝なし

七　匠 CRハクション大魔王　ＬＳＴＡ フルST ＳＴ中 70回 　4＆1＆3 199.8 77.5 100.0% 4 468 【ヘソ】    <確変>4R=98.5%(ｻﾎﾟ70回)・8R=0.5%(ｻﾎﾟ70回)

【新枠】 ＆4＆14 (ST=70) 8 936              <確変>16R=1.0%(ｻﾎﾟ70回)

5,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 1,872 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=25.0%(ｻﾎﾟ70回)・8R=25.0%(ｻﾎﾟ70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>16R=50.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝なし

CRAハクション大魔王　ＡＳＴＫ フルST ＳＴ中 50回 　4＆1＆3 99.9 66.6 100.0% 4 324 【ヘソ】    <確変>4R=98.5%(ｻﾎﾟ50回)・8R=0.5%(ｻﾎﾟ50回)

＆4＆10 (ST=50) 8 648              <確変>16R=1.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 1,296 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=25.0%(ｻﾎﾟ50回)・8R=50.0%(ｻﾎﾟ50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>16R=25.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●「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　4月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（4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

2日 大一商会 CRフルーツパンチ　ＮＴ V確確変 フル 0回 　4＆1＆3 234.1 144.0 初35.0% 下 15 1,485 【ヘソ】    <確変>下15+右1R=35.0%

【前枠】 ＆4＆12＆12 継50.0% 15+1 1,584              <通常>下実15R=65.0%(時短0回)

(ﾘﾕｰｽ専) ※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>下15+右1R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右V、下ｱﾀｯｶｰ共通=12個賞球              <通常>下実15R=50.0%(時短0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

CRフルーツパンチ　ＮＺ V確確変 フル 0回 　4＆1＆3 129.8 84.02 初25.0% 下 15 840 【ヘソ】    <確変>下15+右1R=25.0%

＆4＆9＆9 継60.0% 15+1 896              <通常>下実15R=75.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>下15+右1R=60.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右V、下ｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球              <通常>下実15R=40.0%(時短0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ドラセグ２　ＷＣＡ V確ST ＳＴ中 100回 4＆1＆3＆13 199.8 95.8 初0.0% 4 432 【ヘソ】    <通常>実9R=100.0%(時短100回)

5,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 実 9 972 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=75.0%(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」 (ST=100) 16 1,728

　●「小当り」確率＝なし

CRAドラセグ２　ＷＢＡ V確ST ＳＴ含 100回 4＆1＆3＆9 99.9 33.7 初0.0% 4 192 【ヘソ】    <通常>実7R=100.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50回 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 実 7 336 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=50.0%(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」 (ST=30) 16 768

　●「小当り」確率＝なし

CR魔法少女リリカルなのは 確変 フル 3種類 　4＆2＆3 99.9 12.8 65.0% 突 5 0 【ヘソ】    <確変>5R=59.5%・10R=2.5%

(ﾘﾕｰｽ含) ＭＢＡ　 （10/20/30回） ＆5＆9 (J) 5 360              <確変>【JUB】5R=3.0%・10R=0.5%・15R=0.5%

780 ※電チュー賞球＝2個 (J) 10 720              <通常>5R=35.0%(時短10回=32.0%・20回=2.0%・30回=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (J) 15 1,080 【電ﾁｭｰ】<確変>突5R=5.0%・5R=14.0%・10R=40.0%・15R=3.0%

　●「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」              <確変>【JUB】5R=1.0%・10R=1.0%・15R=1.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>突5R=35.0%(時短10=20.0%・20=10.0%・30回=5.0%)

ｱﾑﾃｯｸｽ CR南国育ち羽根　９ＢＵ 1種2種混 時短中 50回 　4＆2＆4 319.6 役ﾓﾉ連 100.0% 下(実) 5 315 【ヘソ】    <時短>下(実)5R=100.0%(時短50回)

5,000 ＆3＆10 (実99.9) (実54.4) 下(実) 15 945 【電ﾁｭｰ】<時短>下(実)5R=60.0%(時短50回)

※電チュー賞球＝2個              <時短>下(実)15R=40.0%(時短50回)

※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=10個賞球

　●「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＝1/41.8（ヘソ）・1/18.9（電チュー）

ｻﾝｾｲR&D CRA巨人の星　ＲＲ－Ｙ フルST ＳＴ中 50回 　4＆2＆3 99.9 65.7 100.0% 3+3 432 【ヘソ】    <確変>下3+上3R=94.0%(ｻﾎﾟ50回)

(ﾘﾕｰｽ専) ＆10＆10 (ST=50) 8+8 1,152              <確変>下8+上8R=6.0%(ｻﾎﾟ50回)

7,000 ※電チュー賞球＝2個 【電ﾁｭｰ】<確変>下3+上3R=70.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V、下ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球              <確変>下8+上8R=30.0%(ｻﾎﾟ50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

メーカー 機種名
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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　4月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（4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

2日 豊丸産業 CRA ＳＵＰＥＲ電役 電役 フル 0回 　7＆8＆9＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【通常時】<確変>上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

6,000 ドラゴン伝説　７７ＶＮ　 ＆15＆3＆7 77.0 76.9 上 4 【右打時】<確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

 ※ヘソ下フロック賞球＝7個 (期待度約21%) 中 4 ※連荘時、1ｾｯﾄ上乗せ=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

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝3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

9日 オッケー. CRAぱちんこウルトラバトル烈伝 フルST ＳＴ含 30or100 　4＆2＆6 99.9 39.6 100.0% 下 5 360 【ヘソ】    <確変>下5R=89.0%(ｻﾎﾟ30回)・下16R=1.0%(ｻﾎﾟ100回)

2,000 Ｃ４　 ＆8＆10＆10 (ST=30) 下 16 1,152              <確変>【上JUB(ｻﾎﾟ30回)】5R=5.0%・7R=2.0%

※電チュー賞球＝2個 上J 5 360              <確変>【上JUB(ｻﾎﾟ30回)】9R=2.0%・16R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球 上J 7 504 【電ﾁｭｰ】<確変>下5R=85.0%(ｻﾎﾟ100回)・下16R=8.0%(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」 上J 9 648              <確変>【上JUB(ｻﾎﾟ100回)】5R=3.0%・7R=2.0%・16R=2.0%

　●「小当り」確率＝なし 上J 16 1,152

16日 サミー CR北斗の拳７転生　ＦＣ 確変 フル 7or100 　4＆1＆2 319.7 47.0 65.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>実4R=65.0%

70,000 ＆3＆15 実 4 560              <通常>実4R=35.0%(時短7回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=65.0%

　●「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>突2R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

SANKYO CR F.タイガーマスク３　ＹＲ 特殊 フル 0回 　4＆3＆3 1 1 初60.2% 右 0 0 【特図1】         <確変>右0R=60.2%

(ﾘﾕｰｽ含) 　●電サポ「状態変動」仕様 ＆3＆5 (実質1/99.5) 継98.2% 右 1 40                      <通常>右3R=39.8%(時短0回)

<ﾘﾕｰｽは 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=3個、右AT型電ﾁｭｰ=5個賞球 右 3 120 【特図2<※1>】 <確変>右1R=98.2%・右1R=約1/500(<※2>へ)

5/7～> 　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個(４+０)メモリー」　●「入賞順消化」 右 7 280                      <通常>右1R=1.8%(時短0回)

　●「小当り」確率＝なし 【特図2<※2>】 <確変>右7R=43.8%(<※1>へ)・右7R=56.2%

高　尾 CR ＤＤ北斗の拳　ＷＡＡ V確ST ＳＴ含 40回 　4＆1＆3 77.9 34.7 初56.0% 2+2 200 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=46.0%(ｻﾎﾟ40回)

(ﾘﾕｰｽ含) 通常後 3種類 ＆4＆6＆6 継100.0% 4+3 350              <確変>上8+下8R=10.0%(ｻﾎﾟ40回)

（10/20/30回） ※電チュー賞球＝1個 (ST=36) 8+8 800              <通常>上2+下2R=44.0%

※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=6個賞球 (時短10回=12.0%・20回=14.0%・30回=18.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=36.0%(ｻﾎﾟ40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=32.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>上8+下8R=32.0%(ｻﾎﾟ40回)

23日 メーシー CRダーカーザンブラック　ＭＧ 確変 潜伏有 20or50 4＆1＆3＆14 159.8 59.9 50.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突4R=5.0%(ｻﾎﾟ次回迄)

※電チュー賞球＝1個 4 468              <確変>4R=44.0%

16 1,872 (ｻﾎﾟ50回=40.0%<内20.0%は高確時ｻﾎﾟ次回迄>・次回迄=4.0%）

             <確変>16R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>4R=50.0%(時短50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>16R=50.0%

　●「小当り」確率＝不明              <通常>4R=50.0%(時短20回)

30日
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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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