
・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　8月】　機種一覧表 2018 年 7 月 11 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　8月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

5日 ﾆｭｰｷﾞﾝ CR真・花の慶次２　Ｌ１０－ＶＨ V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.7 145.3 初55.0% 6 840 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100+α回】6R=55.0%

(ﾘﾕｰｽ専) (販売 CR真・花の慶次２　漆黒の衝撃) ＆4＆15 継100.0% 16 2,240 　           <通常>6R=45.0%(時短100回)

15,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (転落=1/270.8) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】16R=100.0%

　●「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」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

ﾆｭｰｷﾞﾝ CR真・花の慶次２　Ｌ４－ＶＨ V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.7 145.3 初70.0% 6 702 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100+α回】6R=60.0%・16R=10.0%

<前作参考> ＆4＆14 継100.0% 16 1,872 　           <通常>6R=30.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (転落=1/270.8) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】16R=100.0%

　●「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」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

三洋物産 CR聖闘士星矢４　ＷＴＦ V確転落 通常後 100回 　4＆1＆3 319.6 135.6 初50.0% 5 540 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100+α回】5R=40.0%・15R=10.0%

【新枠】 ＆4＆13 継80.0% 15 1,620 　           <通常>5R=50.0%(時短100回)

※電チュー賞球＝1個 (転落=1/546.1) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】15R=80.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 　           <通常>15R=20.0%(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」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

SANKYO CR F.アクエリオンＷ　Ｒ 確変 フル 50or100 　4＆1＆3 319.7 60.0 65.0% 4 560 【ヘソ】    <確変>4R=65.0%

＆4＆15 8 1,120              <通常>4R=35.0%(時短50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>4R=14.0%・8R=11.0%・16R=40.0%

　●「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>4R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CR春一番～極上の花道～ 変則ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3 319.7 44.8 72.0% 右J 4 504 【ヘソ】   <確変>【ｻﾎﾟ100回】右5R=34.0%・右15R=20.0%

（ソフィア） ＺＢ　 通常後 100回 ＆3＆15 (ST=100) 右 5 630              <確変>【ｻﾎﾟ100回】左1+右15R=2.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ※電チュー賞球＝1個 右J 6 756              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ100回)】右4R=6.0%・右6R=5.0%・右8R=5.0%

※左ｱﾀｯｶｰ=3個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 右J 8 1,008 　           <通常>右5R=28.0%(時短100回)

　●通常時エイトメモリーシステム 左 1 (1+)15 1,890 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100回】右5R=19.0%・右15R=40.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」(実質)              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ100回)】右4R=5.0%・右6R=4.0%・右8R=4.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 　           <通常>右5R=28.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝1/374 ※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。
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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　8月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

5日 藤　商事 CRリング　呪縛ＲＵＳＨ 確変 フル 7or50 　4＆1＆2＆4 297.9 93.62 65.0% 上 8 720 【特1&特1電】<確変>上8R=40.0%(特1電ｻﾎﾟ次回迄)

(ﾘﾕｰｽ含) ＦＰＭ　小当りRUSH ＆6＆10＆11 上 16 1,440                    <確変>上16R=25.0%(小当りＲＵＳＨ)

※特1電チュー＝1個、特2賞球＝2個                    <通常>上8R=35.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個、上ｱﾀｯｶｰ=11個賞球 ※電ｻﾎﾟ中の特賞は時短7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」 【特2】<確変>上16R=65.0%(特1電ｻﾎﾟ次回迄=25.0%・RUSH=40.0%)

　●「小当り」確率＝1/2.05(特2)         <通常>上16R=35.0%(時短7回)

ミズホ CR天元突破グレンラガン　ＳＢ V確ST ＳＴ中 　4＆2＆4 199.8 99.7 初50.0% 上実 4 448 【ヘソ】    <確変>上実3+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

潜伏有 ＆15＆15 継100.0% 3+1 448              <通常>上実4R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 (ST=104) 15+1 1,792 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下1R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝[ﾗｽﾄ4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」              <確変>上15+下1R=75.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし

大都技研 CR吉宗４　Ａ０２ 1種2種混 時短中 2or10 　4＆1＆3 99.9 小当り 100.0% 6 240 【ヘソ】    <時短>下6R=100.0%(時短2回=95.0%・10回=5.0%)

＆9＆5＆9 10.5 1+14 640 【電ﾁｭｰ】 <時短>右1R+下14R=100.0%(時短10回)

※電チュー賞球＝1個 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※右V役モノ=9個、下ｱﾀｯｶｰ=5個賞球

　●「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＝約1/10.5（電ﾁｭｰのみ）

ベルコ CR Ｓデコ　ＡＬＰ 確変 フル 100回 　4＆4＆3＆4 98 39 65.0% 5 490 <比率>   <確変>5R=25.0%・10R=40.0%

(販売 CR超デコ) ＆6＆15 10 980              <通常>5R=35.0%(時短100回)

※ヘソスルー賞球＝3個 ※通常時電開放→特図入賞の流れ

　●「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

12日

19日 ｱﾑﾃｯｸｽ CR戦国乙女５　Ｈ１ＢＺ１ V確ST ＳＴ中 200回 　4＆1＆1 319.7 124.6 初50.0% 2 280 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ200回】2R=15.0%・7R=35.0%

通常後 100回 ＆4＆15 継80.0% 7 980              <通常>7R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=200) 16 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ200回】7R=10.0%・16R=70.0%

　●「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=20.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

豊丸産業 CRセクシーボウル　３１９Ｘ４ 1種2種混 通常後 1回 　4＆1＆4 319.7 小当り 初35.0% 上特 15 745 【ヘソ】    <時短>上15R=35.0%

＆6＆3＆11 9.5 継60.0% 上(実) 15 1,500              <通常>上特殊15R=65.0%(時短1回)

※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <時短>上特殊15R=10.0%・上実15R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V役モノ=3個、上ｱﾀｯｶｰ=11個賞球              <通常>上特殊15R=40.0%(時短1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」 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

　●「小当り」確率＝ﾍｿ約1/65,536・電ﾁｭｰ1/1.003(Ｖ小当りは1/9.5)
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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　8月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

19日 大一商会 CRデッドオアアライブ 変則ST ＳＴ含 40or100 　4＆1＆3 259.0 32.1 90.0% 下 5 450 【ヘソ】    <確変>下5+上1R=90.0%(ｻﾎﾟ40回=40.0%・100回=50.0%)

エクストリーム　ＫＴ－Ｆ　 通常後 40or100 ＆10＆15 (ST=40) 5+1 590 　           <通常>下5+上1R=10.0%(時短40回)

※電チュー賞球＝1個 5+11 1,990 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100回】下5R=54.5%・下5+上11R=35.5%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個、上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 　           <通常>下5R=10.0%(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

CRデッドオアアライブ フルST ＳＴ含 40or81 　4＆1＆3 129.8 13.0 100.0% 下実 5 245 【ヘソ】    <確変>下5+上1R=30.0%(ｻﾎﾟ40回)

エクストリーム　ＫＺ　 ＆8＆10 (ST=8) 5+(実)1 308              <確変>下5+上実1R=70.0%(ｻﾎﾟ40回=60.0%・81回=10.0%)

※電チュー賞球＝1個 5+9 812 【電ﾁｭｰ】<確変>下実5R=30.0%(ｻﾎﾟ81回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=8個、上ｱﾀｯｶｰ=10個賞球              <確変>下5+上9R=70.0%(ｻﾎﾟ81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ダークローズ　ＭＭ５ フルST ＳＴ中 　5＆1＆4 258.3 255.4 100.0% 10 16 2,240 【特1】     <確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ50回=90.0%・120回=10.0%)

　●電サポ「状態変動」仕様 潜伏有 ＆6＆15 (ST=120) ※ｻﾎﾟ有時の特賞は全てｻﾎﾟ120回

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ   ●「Ｒ変動」＝なし ※左特1賞球＝5個、電チュー特2賞球＝1個 【特2】     <確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●「４個(０+４)メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CR織田信奈の野望　巻ノ二 V確転落 通常後 50or100 　4＆1＆3＆14 239.2 115.0 初58.0% 4 468 【ヘソ】    <確変>4R=58.0%(ｻﾎﾟ50+α回=33.0%・100+α回=25.0%)

（ソフィア） 　ＦＢ　 ※電チュー賞球＝1個 継90.0% 16 1,872 　           <通常>4R=42.0%(時短50回)

(転落=1/273.5) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α回】4R=30.0%・16R=60.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 　           <通常>4R=10.0%(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」 ※50or100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※50or100回未満の転落時、特賞後50or100回迄時短付

メーシー CRデビルメイクライ４　ＹＭＡ V確確変 フル 20or100 　4＆10＆1 199.8 24.0 初5.0% 特殊 4 108 【ヘソ】   <確変>6R=5.0%

リミット機 ＆3＆4＆10 継95.0% 4 288              <通常>6R=95.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ﾘﾐｯﾄ11回) 6 432 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=45.0%・6R=10.0%・8R=40.0%

　●「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」 8 576              <通常>特殊4R=5.0%(時短20回)

　●「小当り」確率＝1/24(電ﾁｭｰ) ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

高　尾 Ｐ弾球黙示録カイジ４　Ｒ３Ａ 確変 フル 0回 　4＆1＆3 C 199.9 109.3 50.0% 特 2 45 【ヘソ】    <確変>2R=45.0%(小当りＲＵＳＨ)

　●ダブルスタートシステム 小当りRUSH ＆4＆8 B 149.6 81.8 2 140              <確変>8R=5.0%(小当りＲＵＳＨ)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 A 99.9 54.6 8 560              <通常>2R=50.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】 <確変>8R=50.0%(小当りＲＵＳＨ)

　●「小当り」確率＝約1/1（電ﾁｭｰ）              <通常>特殊2R=50.0%(時短0回)

ビスティ CRヱヴァンゲリヲン　 フルST ＳＴ含 50回 　4＆2＆4＆14 159.8 20.0 100.0% 4 468 <比率>   <確変>4R=39.0%(ｻﾎﾟ50回)・8R=39.0%(ｻﾎﾟ50回)

ドラムＶＥＲ.　 ※電チュー賞球＝2個 (ST=10) 8 936              <確変>16R=22.0%(ｻﾎﾟ50回)

　●通常時エイトメモリーシステム 16 1,872

　●「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
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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　8月】　＜ページ　４＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（8月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

19日 SANKYO Ｐ F.革命機ヴァルヴレイヴ　Ｗ リミット機 潜伏有 　4＆1＆3 ① 159.8 50.0 100.0% 4 120 【ヘソ】   <確変>4R=55.0%(ｻﾎﾟ1回=35.0%・9回=14.0%

(ﾘﾕｰｽ含) 転落 ﾘﾐｯﾄ時 ＆4＆6 ② 154.2 48.2 (ﾘﾐｯﾄ16回) 6 180                                         ・18回=3.0%・100+α=3.0%)

（1/9/18/100回） ③ 150.7 47.1 (転落1/773) 10 300              <確変>6R=20.0%(ｻﾎﾟ9回=13.0%・18回=4.0%・100+α=3.0%)

　●電サポ「状態変動」仕様 ※電チュー賞球＝1個 ④ 147.3 46.0              <確変>10R=25.0%(ｻﾎﾟ9回=18.0%・18回=3.0%・100+α=4.0%)

　●通常時エイトメモリーシステム ⑤ 140.9 44.0 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ100+α(ﾘﾐｯﾄ時は時短100回)】

　●特賞＝「右打ち仕様」 ⑥ 119.2 37.2                        4R=30.0%・6R=30.0%・10R=40.0%

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり ※【ヘソ】抽選は、特図１と特図２「比率＝１：１」算出。

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

高　尾 Ｐハイスクールオブザデッド V確転落 通常後 30回 　4＆1＆3 C 127.0 63.5 初50.0% 3 210 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ100回+α】5R=50.0%

Ｔ３Ａ　 リミット機 ＆5＆8 B 107.1 53.5 継100.0% 4 280              <通常>5R=50.0%(時短30回)

※電チュー賞球＝1個 A 99.8 49.9 (ﾘﾐｯﾄ4回) 5 350 【電ﾁｭｰ】 <確変>【ｻﾎﾟ100回+α】3R=12.5%・4R=12.5%

(転落=1/99.9) 6 420              <確変>【ｻﾎﾟ100回+α】5R=25.0%・6R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※100回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「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」 ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付

　●「小当り」確率＝なし ※ﾘﾐｯﾄ時は時短100回

26日

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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6
4種類

メーカー 機種名 賞　球
特賞確率(1/　) アタッカー性能(MAX)


