
・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　11月】　機種一覧表 2018 年 10 月 23 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　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 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

4日 SANKYO CR F.バイオハザード　ｓＧ V確確変 フル 100回 　4＆1＆4＆15 319.7 138.8 初40.0% 特 2 98 【ヘソ】    <確変>4R=15.0%・16R=25.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 継65.0% 4 560 　           <通常>4R=60.0%(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」 16 2,240 【電ﾁｭｰ】<確変>16R=65.0%

　●「小当り」確率＝なし 　           <通常>特殊2R=35.0%(時短100回)

ＪＦＪ CR緋弾のアリアＡＡ　ＪＰＨ 1種2種混 フル 0回 　4＆1＆4 319.7 小当り 初58.3% 下 8 560 【ヘソ】    <時短>下8R=58.3%(時短小当り6回迄)

【新枠】 ＆3＆11 4.95 継100.0% 下実 13 910              <通常>下15R=41.7%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 上 10 下 15 1,050 【電ﾁｭｰ】 <時短>下実13R=100.0%(時短小当り2回迄=10.1%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=11個賞球 ・3回迄=49.9%・4回迄=20.0%・5回迄=13.3%・6回迄=6.7%)

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ※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＝1/1.26（電ﾁｭｰ）※内約1/4がV入賞 ※【電チュー】詳細は直撃当り分除く

七　匠 CR究極神判　ＸＩＮＳ 1種2種混 通常後 0回 　4＆1＆1 309.1 小当り 初50.0% 下 4 504 【ヘソ】    <時短>下4R=10.0%(時短1回)

＆3＆3＆15 2.01 継100.0% 4+特6 877              <時短>下実4+特殊6R=40.0%(時短1回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 下実 8 1,008              <通常>下実8R=50.0%(時短0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=15個賞球 下実 15 1,890 【電ﾁｭｰ】 <時短>下実15R=100.0%(時短1回)

　●「５個メモリー(４+１)」　●「電チュー優先消化」 ※電チュー保留1個により、時短回数は実質+1回

　●「小当り」確率＝約1/164.3（ﾍｿ）・1/1.01（電ﾁｭｰ<内50%がＶ入賞>）

サミー Ｐ宇宙戦艦ヤマト２１９９ 変則ST ＳＴ中 　4＆1＆2 219.9 75.0 75.0% 特 2 84 【ヘソ】    <確変>4R=75.0%(初回潜伏=55.0%・ｻﾎﾟ150回=20.0%)

ＥＴＢ　 潜伏有 ＆4＆15 (ST=150) 4 560              <通常>4R=25.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 0or75 ※電チュー賞球＝1個 10 1,400 ※内部高確時は時短75回

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ150回】特殊2R=17.0%・10R=58.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>10R=25.0%(時短75回)

Ｐ宇宙戦艦ヤマト２１９９ 変則ST ＳＴ中 　4＆1＆2 199.2 75.0 75.0% 特 2 66 【ヘソ】    <確変>4R=75.0%(初回潜伏=25.0%・ｻﾎﾟ150回=50.0%)

ＥＴＪＡ　 潜伏有 ＆4＆12 (ST=150) 4 440              <通常>4R=25.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 0or75 ※電チュー賞球＝1個 10 1,100 ※内部高確時は時短75回

　●「潜伏確変」＝[初回潜伏]タイプ ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ150回】特殊2R=17.0%・10R=58.0%

　●「小当り」確率＝なし              <通常>10R=25.0%(時短75回)

京楽産業． CRぱちんこテラフォーマーズ V確ST ＳＴ中 150回 　4＆1＆3 164.7 144.7 初50.0% 4 468 【ヘソ】    <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ150回)

ＫＡ１　 通常後 50回 ＆4＆11＆14 継100.0% 16 1,872              <通常>4R=50.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=150) 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=50.0%(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」              <確変>16R=50.0%(ｻﾎﾟ150回)

　●「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　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 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

4日 コナミ CRぱちんこ麻雀格闘倶楽部 1種2種混 フル 0回 　5＆1＆1＆3 128.0 小当り 初50.5% 下実 3 210 【ヘソ】    <時短>下4R=50.5%(ｻﾎﾟ2回)

(ﾘﾕｰｽ専) ＮＡ１　 6＆3＆8 3.0 継100.0% 下(実) 4 280              <通常>下4R=49.5%(時短0回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 下実 6 420 【電ﾁｭｰ】 <時短>【ｻﾎﾟ2回】下実3R=49.8%・下実4R=14.1%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=8個賞球 下実 9 630              <時短>【ｻﾎﾟ2回】下実6R=7.5%・下実9R=4.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「６個メモリー(４+２)」　●「電チュー優先消化」 下実 15 1,050              <時短>【ｻﾎﾟ2回】下実15R=24.6%

　●「小当り」確率＝約1/1.46（ﾍｿ）・約1/3.0（電ﾁｭｰ） ※電チュー保留2個により、時短回数は実質+2回

三洋物産 Ｐスーパー海物語ＩＮ沖縄２ フルST ＳＴ含 3種類 　4＆2＆3＆14 ① 119.8 19.9 100.0% 4 468 <比率>   <確変>4R=92.0%(ｻﾎﾟ40回=31.0%・70回=61.0%)

ＳＡＨＳ　 （40/70/100回） ② 117.4 19.6 (ST=10) 10 1,170              <確変>10R=8.0%(ｻﾎﾟ100回)

※電チュー賞球＝2個 ③ 114.9 19.1

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ④ 113.1 18.8

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ⑤ 110.7 18.4

　●「小当り」確率＝なし ⑥ 106.5 17.7

西　陣 CR織田信奈の野望　巻ノ二 V確転落 通常後 40or70 　4＆1＆3＆15 119.8 74.9 初30.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>3R=30.0%(ｻﾎﾟ40+α回=25.0%・70+α回=5.0%)

（ソフィア） ぷらちなＧＬ　 ※電チュー賞球＝1個 継87.0% 16 2,240 　           <通常>3R=70.0%(時短40回)

(ﾘﾕｰｽ含) (転落=1/141.5) 【電ﾁｭｰ】<確変>【ｻﾎﾟ70+α回】3R=72.0%・16R=15.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 　           <通常>3R=13.0%(時短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」 ※40or70回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※40or70回未満の転落時、特賞後40or70回迄時短付

平　和 CR黄門ちゃま６　９ＢＷ２ V確ST ＳＴ含 100回 　4＆1＆3 99.9 14.8 初5.0% 2 110 【ヘソ】   <確変>4R=4.0%(ｻﾎﾟ100回)・15R=1.0%(ｻﾎﾟ100回)

通常後 50回 ＆4＆12 継100.0% 4 220              <通常>2R=20.0%(時短50回)・4R=75.0%(時短50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個 (ST=15) 15 825 【電ﾁｭｰ】<確変>2R=3.0%(ｻﾎﾟ100回)・4R=82.0%(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」              <確変>15R=15.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし

11日

18日 京楽産業． Ｐぱちんこ新鬼武者２　Ｓ５ 確変 フル 4種類 　4＆1＆4 319.7 61.0 60.0% 下特 2 72 【ヘソ】   <確変>下4R=10.0%(ｻﾎﾟ100回)

小当りRUSH （20/40/60/80回） 7＆13＆15 下 4 384 ※101回転目から小当りRUSHへ

※電チュー賞球＝1個 上 10 上 10 1,400              <確変>下4R=50.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

※下AT賞球=13個、上AT賞球=15個              <通常>下4R=40.0%(時40回=5.0%・60回=5.0%・80回=30.0%)

【電ﾁｭｰ】<確変>下特殊2R=5.0%(ｻﾎﾟ100回)

※101回転目から小当りRUSHへ

　●特賞＝「右打ち仕様」              <確変>下4R=5.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり              <確変>上10R=50.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」              <通常>下特殊2R=40.0%(時20回=15.0%・40回=9.0%

　●「小当り」確率＝約1/1.17（電ﾁｭｰ）                                                   ・60回=8.0%・80回=8.0%)
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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　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 設 通常時 高確時 突入率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

18日 ﾆｭｰｷﾞﾝ ＣＲ真・怪獣王ゴジラ　Ｌ－ＫＨ V確ST ＳＴ中 100回 　4＆1＆3＆14 290.0 66.6 初65.0% 4 416 【ヘソ】   <確変>11R=25.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=40.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 通常後 100回 ※電チュー賞球＝1個 継82.0% 11 1,144              <通常>11R=35.0%(時短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」 (ST=104) 16 1,664 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=30.0%(ｻﾎﾟ100回)・16R=52.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし              <通常>4R=18.0%(時短100回)

豊丸産業 CRコマコマ倶楽部＠ フルST ＳＴ含 　4＆1＆4＆10 129.8 21.5 100.0% 4 324 【ヘソ】   <確変>4R=40.0%(ｻﾎﾟ10回)・8R=58.0%(ｻﾎﾟ10回)

【新枠】 エイジセレクト　Ｙ　　 潜伏有 ※電チュー賞球＝1個 (ST=14) 8 648              <確変>16R=2.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 1,296 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=40.0%(ｻﾎﾟ100回)・8R=40.0%(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>16R=20.0%(ｻﾎﾟ100回)

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 ＰモモキュンＥＸ　ＭＥ 確変 フル 60回 　4＆1＆2 ① 150.0 33.4 65.0% 5 250 <比率>   <確変>5R=55.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

（ソフィア） (Ｐモモキュンtheドラム) 小当りRUSH ＆3＆6 ② 145.0 32.3 10 500              <確変>10R=10.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

　●ダブルスタートシステム ※特1電チュー＝1個、特2賞球＝2個 ③ 140.3 31.2              <通常>5R=35.0%(時短60回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ④ 136.0 30.3

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ⑤ 131.9 29.4

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ⑥ 128.0 28.5

　●「小当り」確率＝約1/1.1（電ﾁｭｰ）

ＰＡモモキュンＥＸ　ＧＬＡ 確変 フル 30回 　4＆1＆2 ① 89.9 31.2 50.0% 5 250 <比率>   <確変>5R=40.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

(ＰＡモモキュンtheドラム) 小当りRUSH ＆3＆6 ② 87.0 30.2 10 500              <確変>10R=10.0%(ｻﾎﾟ無し小当りRUSH)

　●ダブルスタートシステム ※特1電チュー＝1個、特2賞球＝2個 ③ 84.3 29.3              <通常>5R=50.0%(時短30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ④ 81.8 28.4

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし ⑤ 77.2 26.8

　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 ⑥ 69.9 24.3

　●「小当り」確率＝約1/1.2（電ﾁｭｰ）

25日
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