
・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。）

【2017年　ちょいパチ】　機種一覧表 2017 年 9 月 13 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。 【2017年】　＜ページ　６＞

機種 電サポ 通常後 確変

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

1月 京楽産業． ちょいパチ ＡＫＢ４８バラの儀式 1種2種混 フル 0回 　5＆1＆3 39.9 役ﾓﾉ連 初50.0% 下(実) 4 216 【ヘソ】    <時短>下4R=50.0%

(ﾘﾕｰｽ専) 完全盤　Ｃ２　 ＆4＆3＆10 継50.0% 下実 6 324              <通常>下4R=50.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 【V入賞】 <時短>下実4R=20.0%・下実6R=30.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=10個賞球              <通常>下4R=50.0%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

西　陣 ちょいパチ モモキュン フルST ＳＴ含 　5＆1＆2 39.99 39.2 100.0% (J) 2 108 【ヘソ】    <確変>2R=15.0%(ｻﾎﾟ25回)・3R=72.0%(ｻﾎﾟ25回)

（ソフィア） ソード３　３９　 潜伏有 ＆3＆7 (ST=29) 3 162              <確変>16R=5.5%(ｻﾎﾟ70回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 J 4 216              <確変>【JUB】2R=2.5%(ｻﾎﾟ25回)・4R=3.0%(ｻﾎﾟ25回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 J 8 432              <確変>【JUB】8R=1.5%(ｻﾎﾟ25回)・16R=0.5%(ｻﾎﾟ70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」　●「入賞順消化」 (J) 16 864 【右打時】 <確変>3R=90.0%(ｻﾎﾟ25回)・16R=10.0%(ｻﾎﾟ70回)

　●「小当り」確率＝調査中

2月 高　尾 ちょいパチ美男ですね 1種2種混 フル 0回 　5＆2＆5 39.8 役ﾓﾉ連 初50.0% 3 108 【ヘソ】    <時短>4R=32.0%・5R=18.0%

(ﾘﾕｰｽ専) ＶＣＡ３９　 ＆8＆3＆5 継64.8% 4 144              <通常>4R=50.0%(時短0回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝2個 5 180 【V入賞】 <時短>3R=14.8%・9R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上V役モノ=3個、下ｱﾀｯｶｰ=5個賞球 9 324              <通常>3R=35.2%(時短0回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」

　●「小当り」確率＝なし

5月 藤　商事 ちょいパチ遠山の金さん フルST ＳＴ含 3種類 　5＆2＆3 39.99 29.98 100.0% 上(実) 4 180 <比率>   <確変>上4R=44.0%(ｻﾎﾟ20回)・上実4R=8.0%(ｻﾎﾟ40回)

(ﾘﾕｰｽ専) 二人の遠山桜　３９　 （20/40/100回） ＆6＆10＆10 (ST=10) 上 6 270              <確変>上6R=44.0%(ｻﾎﾟ40回)・上実15R=1.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝2個 上実 15 675              <確変>下15R=3.0%(ｻﾎﾟ40回=1.0%・100回=2.0%)

　●通常時エイトメモリーシステム ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=10個賞球 下 15 675

　●「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＝なし

6月 三洋物産 ちょいパチ 変則ST ＳＴ中 40回 　5＆2＆3 39.99 39.96 50.0% 4+1 150 <比率>   <確変>下4+上1R=20.0%(ｻﾎﾟ40回)

(ﾘﾕｰｽ専) スーパーわんわん　３９　 通常後 10回 ＆6＆6 (ST=40) 12+1 390              <確変>下12+上1R=30.0%(ｻﾎﾟ40回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝2個              <通常>下4+上1R=20.0%(時短10回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下ｱﾀｯｶｰ共通=6個賞球              <通常>下12+上1R=30.0%(時短10回)

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●「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。 【2017年】　＜ページ　２＞

機種 電サポ 通常後 確変

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月 西　陣 ちょいパチ麻王ＤＸ　３９ V確ST ＳＴ含 40回 　5＆1＆3＆6 39.99 10.38 初2.0% 1 30 【ヘソ】    <確変>7R=2.0%(ｻﾎﾟ40回)

（ソフィア） 通常後 6回 ※ヘソ賞球＝5個 継100.0% 5 150              <通常>6R=98.0%(時短6回)

※電チュー賞球＝1個 (ST=10) (J) 6 180 【電ﾁｭｰ】 <確変>1R=3.0%(ｻﾎﾟ40回)・5R=80.0%(ｻﾎﾟ40回)

7 210              <確変>15R=7.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 J 8 240              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ40回)】6R=5.0%・8R=2.0%

　●「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」 J 10 300              <確変>【JUB(ｻﾎﾟ40回)】10R=2.0%・15R=1.0%

　●「小当り」確率＝なし (J) 15 450

8月 豊丸産業 ちょいパチＳＵＰＥＲ電役 電役 フル 0回 　7＆8＆3 普通図 右普図 *** 最上4 【通常時】<確変>上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

ドラゴン伝説　３９　 ＆15＆6＆3 39.9 47.2 上 4 【右打時】<確変>最上1R+(中1R+下4R)×4ｾｯﾄ=100.0%

 ※ヘソ下フロック賞球＝7個 (期待度約33%) 中 4 ※連荘時、1ｾｯﾄ上乗せ=100.0%

　●ダブルスタートシステム ※最上電ﾁｭｰ＝3個、上電ﾁｭｰ＝15個賞球 下 7

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※中電ﾁｭｰ＝6個、下電ﾁｭｰ＝3個賞球

　●「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

10月 三洋物産 ちょいパチ大海物語 フルST ＳＴ含 　5＆2＆3＆6 39.9 16.8 100.0% 4 140 <比率>   <確変>4R=48.0%(ｻﾎﾟ8回)

スペシャル　３９　 潜伏有 ※ヘソ賞球＝5個 (ST=10) 7 245 ※内部高確時orｻﾎﾟ有時の特賞はｻﾎﾟ33回

※電チュー賞球＝2個 15 525              <確変>7R=48.0%(ｻﾎﾟ8回)

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 ※内部高確時orｻﾎﾟ有時の特賞はｻﾎﾟ33回

　●「小当り」確率＝なし              <確変>15R=4.0%(ｻﾎﾟ33回)
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