
・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　10月】　機種一覧表 2018 年 9 月 27 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　10月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（10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

9/30 大都技研 CRぱちんこ押忍！番長　 確変 潜伏有 32or100 　4＆1＆2 319.7 46.2 65.0% 特1+1 140 【ヘソ】    <確変>上2+下2R=30.0%(ｻﾎﾟ32回)※高確時はｻﾎﾟ次回迄

漢の極み　Ｍ０４　 ＆4＆15＆15 2+2 560              <確変>上2+下2R=35.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 8+8 2,240 　           <通常>上2+下2R=35.0%(時短32回)※高確時は時短100回

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 【電ﾁｭｰ】 <確変>上8+下8R=65.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 　           <通常>特殊上1+下1R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

三洋物産 CRストライクウィッチーズ V確ST ＳＴ中 200回 　4＆1＆3 319.6 107.9 初50.0% 6 600 【ヘソ】    <確変>6R=50.0%(ｻﾎﾟ200回)

ＷＴＢ　 通常後 100回 ＆4＆11 継75.0% 16 1,600 　           <通常>6R=50.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=200) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=75.0%(ｻﾎﾟ200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>16R=25.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

CRストライクウィッチーズ V確ST ＳＴ中 150回 　4＆1＆3＆12 229.9 87.8 初50.0% 6 462 【ヘソ】    <確変>6R=50.0%(ｻﾎﾟ150回)

ＷＣＡ　 通常後 77回 ※電チュー賞球＝1個 継75.0% 16 1,232 　           <通常>6R=50.0%(時短77回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 (ST=150) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=75.0%(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」 　           <通常>16R=25.0%(時短77回)

　●「小当り」確率＝なし

京楽産業． CRぱちんこ仮面ライダー 1種2種混 通常後 0回 　4＆1＆3＆4 319.7 小当り 初75.5% 上 10 下実 3 324 【ヘソ】    <時短>下4R=0.5%(時短4回)

フルスロットル　Ｓ４　 ＆6＆3＆13 4.8 継100.0% 下 4 432              <時短>下6R=71.0%(時短1回=70.0%・4回=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 下 6 648              <時短>下8R=4.0%(時短4回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球 下 8 864 　           <通常>【時短0回】下4R=10.5%・下6R=10.0%・下8R=4.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 下実 15 1,620 【電ﾁｭｰ】 <時短>下実3R=50.0%(時短4回)・下実15R=50.0%(時短4回)

　●「小当り」確率＝1/4.8（電ﾁｭｰ） ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

ﾆｭｰｷﾞﾝ CR信長の野望～創造～ 確変 フル 100回 　4＆1＆3 304.8 59.9 60.0% 特 2 56 【ヘソ】    <確変>特殊2R=15.0%・5R=45.0%

Ｌ－ＴＨ　 ＆4＆15 5 630 　           <通常>10R=40.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 10 1,260 【電ﾁｭｰ】<確変>5R=10.0%・15R=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」 15 1,890 　           <通常>5R=40.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 CRケロロ軍曹　ぷらちなＧＬ 確変 潜伏有 30or50 　4＆1＆3＆13 119.8 29.8 50.0% 2 240 【ヘソ】    <確変>2R=5.0%・3R=44.0%(ｻﾎﾟ30回=40.0%・次回迄=4.0%)

（ソフィア） 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 3 360              <確変>16R=1.0%

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり 16 1,920 　           <通常>3R=50.0%(時短30回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>3R=39.0%・16R=11.0%

　●「小当り」確率＝なし 　           <通常>3R=46.0%(時短50回)・16R=4.0%(時短50回)

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
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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　10月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（10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

9/30 平　和 CR百花繚乱２　Ｍ５ＢＺ２ 確変 潜伏有 10or100 　4＆1＆3 256.0 45.0 65.0% 下 8 下 5 480 【ヘソ】    <確変>下5R=54.0%(ｻﾎﾟ10回=24.0%・次回迄=30.0%)

＆4＆13＆15 上特 2 84 ※内部高確時は全てｻﾎﾟ次回迄

※電チュー賞球＝1個 上 3 378              <確変>上特殊2R=10.0%・上15R=1.0%

※下ｱﾀｯｶｰ=13個、上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 上 5 630 　           <通常>下5R=35.0%(時短10回)

上 7 882 【電ﾁｭｰ】 <確変>下5R=5.0%・上3R=6.0%・上5R=7.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 上 9 1,134              <確変>上7R=3.0%・上9R=3.0%・上11R=3.0%

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり 上 11 1,386              <確変>上13R=3.0%・上15R=35.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 上 13 1,638 　           <通常>下5R=35.0%(時短100回)

　●「小当り」確率＝なし 上 15 1,890

ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐサイボーグ００９ＶＳ 確変 フル 10or30 　4＆1＆3 119.8 31.96 65.0% 特 2 40 【ヘソ】    <確変>特殊2R=10.0%・3R=55.0%

(ﾘﾕｰｽ含) デビルマン　Ｎ２－Ｔ　 ＆4＆11 3 270 　           <通常>3R=35.0%(時短10回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 10 900 【電ﾁｭｰ】<確変>3R=30.0%・10R=35.0%

　●「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30回)

　●「小当り」確率＝なし

藤　商事 ＰＡ ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ V確転落 通常後 50回 　4＆1＆3 ① 99.9 79.9 初20.0% 4+1 400 【ヘソ】    <確変>【ｻﾎﾟ50+α回】下4+上1R=20.0%

(ﾘﾕｰｽ含) ＦＷ設定付　 ＆4＆9＆9 ② 97.8 78.2 継100.0% 下 5 400 　           <通常>下5R=80.0%(時短50回)

※電チュー賞球＝1個 ③ 96.1 76.8 (転落1/92.0) 9+1 800 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ50+α回】下4+上1R=50.0%・下9+上1R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=9個賞球 ④ 94.3 75.4 ※50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」 ⑤ 88.8 71.0 ※50回未満の転落時、特賞後50回迄時短付

　●「小当り」確率＝1/170.2(ﾍｿのみ) ⑥ 80.9 64.7

ビスティ Ｐコードギアス　ＹＲ フルST ＳＴ含 30or100 　4＆1＆4＆12 ① 99.9 62.4 100.0% 4 308 【ヘソ】    <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ30回)・6R=40.0%(ｻﾎﾟ30回)

(ﾘﾕｰｽ含) ※電チュー賞球＝1個 ② 97.1 60.7 (ST=30) 6 462              <確変>10R=10.0%(ｻﾎﾟ30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ③ 95.3 59.5 10 770 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)・10R=50.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ④ 93.5 58.4

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ⑤ 90.3 56.4

　●「小当り」確率＝なし ⑥ 79.9 49.9

7日 サミー CRAデジハネ偽物語　ＳＴＡ フルST ＳＴ中 　4＆1＆3＆12 99.9 95.8 100.0% 4 396 【ヘソ】    <確変>4R=99.5%(ｻﾎﾟ20回=49.3%・50回=40.7%・100回=9.5%)

潜伏有 ※電チュー賞球＝1個 (ST=100) 16 1,584              <確変>16R=0.5%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 （20/50/100回） 【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」＝[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」

　●「小当り」確率＝なし

14日 マルホン CRシャカリーナ　ＶＶ 1種2種混 通常後 0回 　4＆1＆7 初100.0% 下Ｖ 1 40 【ｻﾎﾟ無時】<時短>下1+上15R=100.0%

　●電サポ「状態変動」仕様 デジ役系 ＆11＆5＆13 11.0 9.0 継0.0% 上 15 1,800 【ｻﾎﾟ有時】<通常>下1+上15R=100.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 <役モノ=1/7> 1+15 1,840 ※電チュー保留1個により、時短回数は実質+1回

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ※下V役モノ=5個、上ｱﾀｯｶｰ=13個賞球

　●「２個メモリー(１+１)」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝約1/11.0（ﾍｿ）・1/9.0（電ﾁｭｰ）
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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　10月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（10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

14日 ｻﾝｾｲR&D CR巨人の星２　ＦＦ V確ST ＳＴ中 200回 　4＆2＆3＆13 319.7 191.1 初65.0% 7 840 【ヘソ】    <確変>7R=40.0%(ｻﾎﾟ200回)・16R=25.0%(ｻﾎﾟ200回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※電チュー賞球＝2個 継100.0% 16 1,920 　           <通常>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」 (ST=200) 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=100.0%(ｻﾎﾟ200回)

　●「小当り」確率＝なし

ディ・ライト CRおそ松さん　ＢＴ－Ｎ 確変 フル 10回 　4＆1＆5 239.2 66.6 55.0% 上特 2 70 【ヘソ】  <確変>上7R=40.0%(ｻﾎﾟ7回=10.0%・9回=10.0%・10回=20.0%)

小当りRUSH ＆15＆15 上 7 980 ※ｻﾎﾟ回数終了後ＲＵＳＨ突入

※電チュー賞球＝1個 上 16 2,240            <確変>上7R=15.0%(小当りＲＵＳＨ)

※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 　         <通常>上7R=45.0%(時短10回)

【電ﾁｭｰ】<確変>特殊2R=5.0%(ｻﾎﾟ7回=1.0%・9回=1.0%・10回=3.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ｻﾎﾟ回数終了後ＲＵＳＨ突入

　●「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16R=50.0%(小当りＲＵＳＨ)

　●「小当り」確率＝約1/1.29（電ﾁｭｰのみ） 　         <通常>上特殊2R=45.0%(時短10回)

SANKYO CRドラムゴルゴ１３　ｓ 1種2種混 時短中 1or10 　4＆2＆6 100.0% 下実 3 351 【ヘソ】    <時短>【時短1回】下実3R=24.2%・下実6R=60.8%

＆3＆14 159.8 10.3 下実 6 702              <時短>【時短1回】下実15R=15.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ※電チュー賞球＝2個 上 10 下実 15 1,755 【電ﾁｭｰ】 <時短>【時短10回】下実3R=24.2%・下実6R=60.8%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=14個賞球              <時短>【時短10回】下実15R=15.0%

　●「小当り」確率＝約1/159.8（ﾍｿ）・1/10.3（電ﾁｭｰ） ※電ﾁｭｰ保留4個により、時短回数は【ヘソ】【電ﾁｭｰ】実質+4回

藤　商事 PA喰霊ー零ー　葵上～あおい フルST ＳＴ中 70回 　4＆1＆1＆6 ① 99.9 81.9 100.0% 上 6 上 4 312 【ヘソ】  <確変>上4R=88.0%(特1電ｻﾎﾟ70回)

(ﾘﾕｰｽ含) のうえ～　ＦＷ設定付　小当りRUSH ＆9＆6＆14 ② 97.8 80.2 (ST=70) 下 4 上 10 780            <確変>上10R=12.0%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

※特1電チュー＝1個、特2賞球＝1個 ③ 93.9 77.0 【特1電】<確変>上4R=88.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下ｱﾀｯｶｰ=6個、上ｱﾀｯｶｰ=14個賞球 ④ 91.7 75.2 (特1電ｻﾎﾟ70回=50.0%・ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ=38.0%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ⑤ 87.4 71.6            <確変>上10R=12.0%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ⑥ 83.5 68.5 【特2】   <確変>上4R=88.0%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

　●「小当り」確率＝1/1.02（電ﾁｭｰ）            <確変>上10R=12.0%(ｻﾎﾟ無小当りＲＵＳＨ)

21日 ベルコ CR鬼浜　ＬＳＴ V確ST ＳＴ中 150回 　4＆1＆3 235.7 94.7 初20.0% 上実 6 672 【ヘソ】   <確変>上実7R=4.0%(ｻﾎﾟ150回)

通常後 100回 ＆5＆15＆15 継80.0% 上実 7 784              <確変>上実15R=16.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=150) 上実 15 1,680              <通常>上実6R=80.0%(時短100回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>上実7R=14.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」              <確変>上実15R=66.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>上実6R=20.0%(時短100回)

CR鬼浜　ＨＳＴ V確ST ＳＴ中 120回 　4＆1＆3 152.4 74.3 初10.0% 上実 6 504 【ヘソ】   <確変>上実7R=4.0%(ｻﾎﾟ120回)

通常後 50or100 ＆5＆15＆15 継80.0% 上実 7 588              <確変>上実15R=6.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=120) 上実 15 1,260              <通常>上実6R=90.0%(時短50回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>上実7R=20.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」              <確変>上実15R=60.0%(ｻﾎﾟ120回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>上実6R=20.0%(時短100回)

28日
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