
・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。）

【2019年　11月】　機種一覧表 2019 年 11 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。 【2019年　11月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（11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

4日 大一商会 Ｐ忍者ハットリくん４　ＡＭ－Ｓ 1種2種混 時短中 1or次迄 　3＆1＆4 319.7 合算 100.0% 10 下(実) 9 900 【ヘソ】     <時短>下9R=100.0%(時短1回=99.0%・次回迄=1.0%)

【新枠】 　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆7＆3＆11 5.3 【電ﾁｭｰｻﾎﾟ有時】<時短>下実9R=100.0%(時短1回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ※ヘソ賞球＝3個、電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ残保留時】<時短>下実9R=100.0%(時短次回迄)

　●「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=11個賞球 ※電チュー保留4個により、時短回数は全て実質+4回

　●「小当り」確率＝約1/299.3（ヘソ）・1/5.39（電ﾁｭｰ）

Ｐ忍者ハットリくん４　ＡＧ－Ｓ 1種2種混 時短中 1or次迄 　1＆1＆4 199.2 合算 100.0% 10 下(実) 9 450 【ヘソ】     <時短>下9R=100.0%(時短1回=99.0%・次回迄=1.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆11＆3＆6 4.4 【電ﾁｭｰｻﾎﾟ有時】<時短>下実9R=100.0%(時短1回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ※ヘソ賞球＝1個、電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ残保留時】<時短>下実9R=100.0%(時短次回迄)

　●「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=6個賞球 ※電チュー保留4個により、時短回数は全て実質+4回

　●「小当り」確率＝約1/299.3（ヘソ）・1/4.5（電ﾁｭｰ）

平　和 Ｐ亜人　Ｈ１ＡＺ１ 1種2種混 時短中 12or次 　3＆2＆1＆3 319.6 合算 100.0% 下 2 280 【ヘソ】     <時短>下5R=100.0%(時短12回=60.0%・次回迄=40.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆4＆3＆15 9.9 下実 3 420 【電ﾁｭｰV】<時短>【時短12回】下実3R=18.0%・下実6R=12.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※ヘソ賞球＝3個、電チュー賞球＝2個 下 5 700                <時短>【時短12回】下実9R=70.0%

　●「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=15個賞球 下実 6 840 【電ﾁｭｰ直】<時短>【時短次回迄】下2R=100.0%

　●「小当り」確率＝約1/10.3（電ﾁｭｰ） 下実 9 1,260 ※電チュー保留4個により、時短回数は全て実質+4回

Ｐ亜人　Ｌ９ＢＹ１ 1種2種混 時短中 3種類 　4＆2＆1＆3 199.8 合算 100.0% 上 10 下(実) 2 208 【ヘソ】     <時短>下5R=100.0%(時短1回=91.0%・次回迄=9.0%)

　●特賞＝「右打ち仕様」 （1/12/次回） ＆4＆3＆14 8.8 下 5 520 【電ﾁｭｰV】<時短>【時短12回】下実2R=15.0%・下実6R=10.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー賞球＝2個 下実 6 624                <時短>【時短12回】下実9R=75.0%

　●「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 下実 9 936 【電ﾁｭｰ直】<時短>【時短次回迄】下2R=100.0%

　●「小当り」確率＝約1/9.2（電ﾁｭｰ） ※電チュー保留4個により、時短回数は全て実質+4回

七　匠 ＣＲマッハＧｏＧｏＧｏ V確確変 通常後 100回 　4＆1＆3 315.1 143.7 初1.0% 15 2,100 【ヘソ】    <確変>16R=1.0%

７０００ＸＶＴＳ　 リミット機 ＆7＆15 継100.0% 16 2,240              <通常>15R=99.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ﾘﾐｯﾄ3回) 【電ﾁｭｰ】 <確変>16R=100.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※リミット時は時短0回

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

ｻﾝｾｲR&D Ｐ牙狼コレクション　ＲＪ 変則ST ＳＴ中 　3＆3＆5 ① 179.6 89.8 20.3% 上 2 280 <比率>   <確変>【潜伏継続】上2R=7.0%・下3R=3.15%

　●通常時エイトメモリーシステム 潜伏有 ＆15＆15 ② 169.8 84.9 (ST=50) 下 3 420              <確変>【潜伏継続】上10R=7.0%・下10R=3.15%

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 0回 ③ 159.8 79.9 上 10 1,400              <通常>【時短0回】下3R=39.85%・下10R=39.85%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし ※ヘソ賞球＝3個 ④ 149.3 74.6 下 10 1,400

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=15個賞球 ⑤ 139.1 69.6

　●「小当り」確率＝なし ⑥ 129.8 64.9
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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。 【2019年　11月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（11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

4日 サミー Ｐデジハネ七つの大罪　ＣＸＥ 1種2種混 時短中 3種類 　4＆1＆3 通常時 合算 初50.0% 4+1 350 【ヘソ】    <時短>上10R=50.0%(時短次回迄)

（7/14/次回） ＆5＆8＆8 ① 129.8 13.7 継100.0% 9+1 700              <通常>上10R=50.0%(時短0回)

※電チュー賞球＝1個 ② 124.1 13.6 上 10 700 【電ﾁｭｰ】 <時短>上4+下V1R=66.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上ｱﾀｯｶｰ、下V役モノ共通=8個賞球 ③ 118.9 13.5 (時短7回=29.7%・14回=23.1%・次回迄=13.2%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ④ 114.2 13.5              <時短>上9+下V1R=34.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ⑤ 99.3 13.2 (時短7回=15.3%・14回=11.9%・次回迄=6.8%)

　●「小当り」確率＝1/15.3（電ﾁｭｰ） ⑥ 80.0 12.8 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

豊丸産業 Ｐ華牌Ｒ　Ｙ２Ｆ 確変 通常後 4種類 　1＆1＆3 ① 129.8 66.3 80.0% 下 3 270 【ヘソ】    <確変>下3R=37.0%(ｻﾎﾟ50+α回)・下5R=37.0%(ｻﾎﾟ50+α回)

転落 （50/55/60/70回） ＆7＆10＆15 ② 124.8 63.8 (転落1/70.0) 下 5 450              <確変>下7R=3.0%(ｻﾎﾟ60+α回=2.0%・100+α回=1.0%)

※ヘソ賞球＝1個、電チュー賞球＝1個 ③ 122.0 62.3 下 7 630              <確変>下10R=3.0%(ｻﾎﾟ100+α回)

※下ｱﾀｯｶｰ=10個、右ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 ④ 115.8 59.1 下 10 900              <通常>下3R=13.0%(時短50回)・下5R=5.0%(時短50回)

⑤ 110.9 56.6 右 3 420              <通常>下7R=2.0%(時短60回)

⑥ 106.9 54.6 右 5 700 【電ﾁｭｰ】 <確変>右3R=25.0%(ｻﾎﾟ55+α回【内部低確時は50+α】)

右 7 980              <確変>右5R=29.0%(ｻﾎﾟ60+α回【内部低確時は50+α】)

右 10 1,400              <確変>右7R=2.0%(ｻﾎﾟ70+α回【内部低確時は60+α】)

             <確変>右7R=4.0%(ｻﾎﾟ100+α回)

             <確変>右10R=20.0%(ｻﾎﾟ100+α回)

             <通常>右3R=13.0%(時短55回【内部低確時は50】)

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>右5R=5.0%(時短60回【内部低確時は50】)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり              <通常>右7R=2.0%(時短70回【内部低確時は60】)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※+αは規定回数を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※ｻﾎﾟ規定回数未満の転落時、規定回数迄時短付

ＪＦＪ Ｐ緋弾のアリアＡＡ　ＪＤ設定付 1種2種混 時短中 5種類 　1＆1＆4＆6 通常時 合算 100.0% 下(実) 3 210 【ヘソ】       <時短>下3R=100.0%(時短小当り1回迄)

(ﾘﾕｰｽ含) （1/2/3/4/5回） ＆7＆3＆8 ① 99.9 11.9 下(実) 9 630 【電ﾁｭｰ直】 <時短>下9R=100.0%(時短小当り3回迄)

※ヘソ賞球＝1個、電チュー賞球＝1個 ② 93.2 11.8 【電ﾁｭｰV】  <時短>下実3R=55.0%(時短小当り2回迄=6.7%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=8個賞球 ③ 86.0 11.7 ・3回迄=10.0%・4回迄=18.3%・5回迄=20.0%)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ④ 84.2 11.6                  <時短>下実9R=45.0%(時短小当り2回迄=3.3%

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ⑤ 82.5 11.6 ・3回迄=5.0%・4回迄=16.7%・5回迄=20.0%)

　●「小当り」確率＝1/3.39（電ﾁｭｰ）※内約1/4がV入賞 ⑥ 80.0 11.6 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

サンスリー Ｐちょいパチ清流物語３ V確ST ＳＴ含 50回 　3＆1＆3 49.9 33.9 初1.0% 4 252 【ヘソ】    <確変>10R=1.0%(ｻﾎﾟ50回)

(ﾘﾕｰｽ含) ＸＢＧ　 通常後 20回 ＆4＆10 継100.0% 10 630               <通常>4R=99.0%(時短20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝3個、電チュー賞球＝1個 (ST=20) 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=90.0%(ｻﾎﾟ50回)・10R=10.0%(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
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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。 【2019年　11月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 電サポ 通常後 確変

（11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

17日 平　和 Ｐ烈火の炎３　Ｈ１ＡＺ４ V確確変 通常後 3種類 　3＆1＆1＆1 313.5 100.0 初50.0% 特殊 2 140 【ヘソ】    <確変>上10R=50.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

小当りRUSH （0/70/100回） ＆4＆10＆15 継70.0% 上 3 420              <通常>上3R=50.0%(時短70回)

※ヘソ賞球＝3個 上 4 560 【電ﾁｭｰ】 <確変>【ｻﾎﾟ無RUSH】上3R=3.0%・上6R=2.0%・上10R=30.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※特2電チュー&特2賞球＝1個 上 6 840              <確変>上4R=35.0%(ｻﾎﾟ12回/34回/56回

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下ｱﾀｯｶｰ=10個、上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 上 10 1,400 /78回/100回/次迄)

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※電ｻﾎﾟは規定回数終了or小当り転落1/399.6当選迄

　●「小当り」確率＝1/1.06（電ﾁｭｰ）              <通常>特殊上2R=30.0%(時短0回)※ｻﾎﾟ有中は時短100回

マルホン Ｐ鳳凰∞　２ 1種2種混 フル 0回 　3＆1＆4 312.5 小当り 初74.0% 下 9 下 1 0 【ヘソ】      <時短>上2R=74.0%(時短次回迄)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ＆5＆1＆15 1 継86.7% 上 2 280                <通常>上2R=26.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※ヘソ賞球＝3個、電チュー賞球＝1個 2+1 280 【電ﾁｭｰV】<時短>上2+下V1R=40.0%(時短次回迄)

　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 ※下V役モノ=1個、上ｱﾀｯｶｰ=15個賞球 9+1 1,260                <時短>上9+下V1R=46.7%(時短次回迄)

　●「小当り」確率＝約1/1（電ﾁｭｰ）                <通常>下1R=13.3%(時短0回)

SANKYO Ｐ F.トータル・イクリプス　Ｖ V確確変 通常後 100回 　3＆1＆1 199.8 99.9 初18.0% 2 180 【ヘソ】    <確変>3R=18.0%

【前枠】 ＆5＆10 継74.0% 3 270              <通常>3R=82.0%(時短100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝3個、電チュー賞球＝1個 4 360 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=8.0%・4R=6.0%・6R=7.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 6 540              <確変>8R=10.0%・10R=43.0%

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 8 720              <通常>【時短100回】4R=6.0%・6R=6.0%

　●「小当り」確率＝なし 10 900              <通常>【時短100回】8R=7.0%・10R=7.0%

オッケー. ＰぱちんこＡＫＢ４８―３　Ａ１０ 確変 フル 12or30 　3＆1＆1＆4 99.9 60.5 51.0% 上特 2 104 【ヘソ&特1電】<確変>上4R=51.0%(特1電=48.0%・ｻﾎﾟ無RUSH=3.0%)

(ﾘﾕｰｽ含) 　●特賞＝「右打ち仕様」 小当りRUSH ＆5＆14＆15 上 4 364                     <通常>上4R=49.0%(時短12回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※ヘソ賞球＝3個 下 10 980 【特2】            <確変>上特殊2R=1.0%(特1電)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※特1電チュー＝1個、特2賞球＝1個                     <確変>下10R=50.0%(ｻﾎﾟ無RUSH)

　●「小当り」確率＝1/4.9（特2） ※上ｱﾀｯｶｰ=14個、下ｱﾀｯｶｰ=15個賞球                     <通常>上特殊2R=49.0%(時短30回)

西　陣 ＰハイスクールＤ×Ｄ　ＧＬＡ V確転落 通常後 60回 　3＆1＆3 99.9 34.9 初5.0% 3+1 360 【ヘソ】    <確変>下9+上1R=5.0%(ｻﾎﾟ60+α回)

（ソフィア） ＆10＆10 継100.0% 下 4 360              <通常>下4R=95.0%(時短60回)

(ﾘﾕｰｽ含) 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝3個、電チュー賞球＝1個 (転落50.0) 9+1 900 【電ﾁｭｰ】 <確変>下3+上1R=75.0%(ｻﾎﾟ60+α回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球              <確変>下9+上1R=25.0%(ｻﾎﾟ60+α回)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 ※+αは規定回数を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※ｻﾎﾟ規定回数未満の転落時、規定回数迄時短付
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