
・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。）

【2018年　1月】　機種一覧表 2017 年 12 月 22 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。 【2018年　1月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（1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

7日 SANKYO CR F.機動戦士Ｚガンダム　Ｒ V確確変 フル 100回 　4＆1＆3 319.7 128.5 初50.0% 3 420 【ヘソ】   <確変>3R=50.0%

＆4＆15 継65.0% 6 840              <通常>6R=50.0%(時短100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>3R=9.0%・16R=56.0%

　●「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>3R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

ミズホ CR遊技性ミリオンアーサー 確変 潜伏有 50回 　4＆1＆3 319.7 85.3 65.0% 実 4 560 【ヘソ】    <確変>6R=65.0%(初回潜伏=9.0%<内部高確時はｻﾎﾟ50回>

【新枠】 ＭＪ　 ＆4＆15 6 840 ・潜伏継続=1.0%・ｻﾎﾟ50回=54.0%・次回迄=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 16 2,240          　 <通常>6R=35.0%(時短50回)

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]＆[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」 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=65.0%

　●「小当り」確率＝約1/319.7（ﾍｿのみ）          　 <通常>実4R=35.0%(時短50回)

ディ・ライト CRうしおととら　ＡＧ－ＪＨ 1種2種混 フル 0回 　4＆2＆1 303.2 役ﾓﾉ連 初50.5% 下実 10 990 【ヘソ】    <時短>下実10R=50.5%

【新枠】 ＆5＆3＆12 (実質) 継0.0% 下実 15 1,485              <通常>下実10R=49.5%(時短0回)

<最短> ※電チュー賞球＝2個 【電ﾁｭｰ】<通常>下実15R=100.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=12個賞球 ※電チュー保留での引き戻しは時短次回迄

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「５個メモリー(４+１)」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝約1/79.9（ﾍｿ）・1/1.96（電ﾁｭｰ）

CRうしおととら　ＡＧ－Ｊ 1種2種混 フル 0回 　4＆2＆1 244.3 役ﾓﾉ連 初50.5% 下実 10 800 【ヘソ】    <時短>下実10R=50.5%

＆5＆3＆9 (実質) 継0.0% 下実 15 1,200              <通常>下実10R=49.5%(時短0回)

※電チュー賞球＝2個 【電ﾁｭｰ】<通常>下実15R=100.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=9個賞球 ※電チュー保留での引き戻しは時短次回迄

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「５個メモリー(４+１)」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝約1/63.9（ﾍｿ）・1/1.96（電ﾁｭｰ）

藤　商事 CR地獄少女　宵伽　ＦＰＵ　 V確確変 フル 70or100 　4＆1＆1 297.9 128.8 初50.5% 4 468 【ヘソ】   <確変>4R=19.0%・16R=31.5%

<最短> 　●通常時エイトメモリーシステム ＆6＆7＆14 継65.0% 7 819              <通常>7R=49.5%(時短100回)

　●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=5.0%・16R=60.0%

　●「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>7R=35.0%(時短70回)※時短中の特賞は時短100回

　●「小当り」確率＝なし ※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

平　和 CR黄門ちゃま６　Ｌ９ＢＺ６ V確ST ＳＴ中 　4＆1＆3 199.8 122.4 初50.0% 実 1 140 【ヘソ】   <確変>実3R=49.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ128回)

潜伏有 ＆4＆15 継100.0% (実) 3 420              <通常>実3R=50.0%(時短50回=49.0%・100回=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50or100 ※電チュー賞球＝1個 (ST=128) 16 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>実1R=13.0%(ｻﾎﾟ128回)・3R=17.0%(ｻﾎﾟ128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」              <確変>16R=70.0%(ｻﾎﾟ128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。

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)
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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。 【2018年　1月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（1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

7日 西　陣 CR春一番～極上の花道～ フルST ＳＴ中 50回 　4＆1＆3 79.92 72.58 100.0% 右J 2 144 【ヘソ】   <確変>【ｻﾎﾟ50回】右5R=73.0%・右15R=10.0%

（ソフィア） ＧＬ　 ＆3＆10 (ST=50) 右J 4 288              <確変>【ｻﾎﾟ50回】左1+右15R=2.0%

(ﾘﾕｰｽ専) 　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝1個 右 5 360              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ50回)】2R=6.0%・4R=6.0%・6R=2.0%・8R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」(実質) ※左ｱﾀｯｶｰ=3個、右ｱﾀｯｶｰ=10個賞球 右J 6 432 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ50回】右5R=65.0%・右15R=20.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 右J 8 576              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ50回)】2R=6.0%・4R=6.0%・6R=2.0%・8R=1.0%

　●「小当り」確率＝1/246 左 1 (1+)15 1,080

14日 ﾆｭｰｷﾞﾝ CRA花の慶次Ｘ V確ST ＳＴ含 100回 　4＆1＆4 99.9 72.65 初50.0% 上実 4 252 【ヘソ】    <確変>上4+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

(ﾘﾕｰｽ含) ～雲のかなたに～　Ｎ－Ｋ　 通常後 40回 ＆8＆8 継100.0% 4+1 315              <通常>上実4R=50.0%(時短40回)

※電チュー賞球＝1個 (ST=75) 6+1 441 【電ﾁｭｰ】 <確変>上6+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=8個賞球 15+1 1,008              <確変>上15+下1R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

R 4+1 212              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ100回)】上4+下1R=10.0%・上6+下1R=10.0%

R 6+1 401              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ100回)】上8+下1R=2.0%・上10+下1R=2.0%

R 8+1 527              <確変>【RUB(ｻﾎﾟ100回)】上15+下1R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 R 10+1 653

　●「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」 R 15+1 968

　●「小当り」確率＝なし

21日 サミー CRデジハネ攻殻機動隊　ＣＸＢ 1種2種混 フル 0回 　4＆1＆1 150.7 役ﾓﾉ連 初50.0% 下(実) 4 324 【ヘソ】    <時短>下4R=50.0%

＆3＆3＆10 (実約1/99.9) 継65.0% 下実 8 648              <通常>下4R=50.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝1個 下実 12 972 【電ﾁｭｰ】 <時短>下実4R=25.5%・下実8R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=10個賞球              <時短>下実12R=34.5%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「５個メモリー(４+１)」　●「電チュー優先消化」              <通常>下実4R=35.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝約1/296.5（ﾍｿ）・1/6.3（電ﾁｭｰ）

サンスリー CRドロンボー　ＭＢＣ 確変 潜伏有 0or15 　4＆1＆3 99.9 34.9 60.0% 突 2 0 【ヘソ】    <確変>突2R=15.0%・3R=32.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ＆5＆10 3 189              <確変>6R=12.0%(初回潜=1.0%・潜継続=9.0%・次回迄=2.0%)

※電チュー賞球＝1個 6 378              <確変>15R=1.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 15 945              <通常>6R=40.0%(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】<確変>3R=10.0%・6R=10.0%・15R=40.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>6R=40.0%(時短15回)

西　陣 CRA恋姫夢想　ＧＬ V確確変 フル 30回 　4＆1＆3＆7 99.9 12.9 初1.0% 3 162 【ヘソ】    <確変>12R=1.0%

（ソフィア） リミット機 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 4 216              <通常>4R=99.0%(時短30回)

(ﾘﾕｰｽ含) 　●特賞＝「右打ち仕様」 (ﾘﾐｯﾄ4回) 6 324 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=50.0%・6R=28.0%・9R=12.0%・12R=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」 9 486 ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

　●「小当り」確率＝なし 12 648

平　和 CRA銀河鉄道９９９　９ＢＲ１ 変則ST ＳＴ中 　4＆1＆3 99.9 99.4 80.0% 7 378 【ヘソ】    <確変>7R=80.0%(ｻﾎﾟ50回=79.0%・100回=1.0%)

潜伏有 ＆4＆7 (ST=100) 8 432              <通常>7R=20.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 50or100 ※電チュー賞球＝1個 16 864 【電ﾁｭｰ】 <確変>8R=10.0%(ｻﾎﾟ100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」              <確変>16R=70.0%(ｻﾎﾟ100回)

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

9

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)
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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。 【2018年　1月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（1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

21日 マルホン CR天龍∞　ＶＳ 1種2種混 フル 0回 　15＆15＆9 実1/1 実1/1 0.0% 10 15+1 1,600 【電ﾁｭｰ】 <通常>実上15+下1R=100.0%(時短0回)

＆11＆11 (実質ﾘﾐｯﾄ4回) ※実質電チュー保留４個での４連荘

※ヘソ型スルー、電チュー型特1賞球共通＝15個

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V役モノ=11個、上ｱﾀｯｶｰ=11個賞球

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー(０+４)」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝約1/1（電ﾁｭｰ型特1）

CR天龍∞　ＶＶ 1種2種混 フル 0回 　15＆15＆9 実1/1 実1/1 0.0% 下 10 【電ﾁｭｰ】 <通常>実上15+下1R=100.0%(時短0回)

＆5＆10 (実質ﾘﾐｯﾄ4回) ※実質電チュー保留４個での４連荘

※ヘソ型スルー、電チュー型特1賞球共通＝15個 上 8

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V役モノ=5個、上ｱﾀｯｶｰ=10個賞球

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー(０+４)」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝約1/1（電ﾁｭｰ型特1）

28日

<役ﾓﾉ=約1/364.5>

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

<役ﾓﾉ=約1/364.5>

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

15+1 1,120


