
・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。）

【2016年　ちょいパチ】　機種一覧表 2016 年 12 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。 【2016年】　＜ページ　１＞

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

6月 三洋物産 ちょいパチ海物語３Ｒ　２９ 確変 潜伏有 0or20 　5＆2＆3＆6 29.9 29.9 50.0% 4 160 【ヘソ】   <確変>8R=50.0%(ｻﾎﾟ20回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝2個 8 320          　 <通常>4R=50.0%(時短0回=46.0%・20回=4.0%)

　●「潜伏確変」＝[回数切]タイプ ●「Ｒ変動」＝なし　●「８個メモリー」　●「入賞順消化」 【電ﾁｭｰ】<確変>8R=50.0%(ｻﾎﾟ20回)

　●「小当り」確率＝なし          　 <通常>4R=50.0%(時短20回)

藤　商事 ちょいパチリング　運命の日　２９ フルST ＳＴ中 10回 　6＆2＆5＆7 29.9 18.4 100.0% 4 168 【ヘソ】   <確変>4R=98.0%(ｻﾎﾟ10回)・実10R=1.0%(ｻﾎﾟ10回)

(ﾘﾕｰｽ専) (型式名CRAリング　運命の日　ＦＰＹ) ※ヘソ賞球＝6個 (ST=10) 実 10 420              <確変>16R=1.0%(ｻﾎﾟ10回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝2個 16 672 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=98.0%(ｻﾎﾟ10回)・16R=2.0%(ｻﾎﾟ10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

大一商会 ちょいパチ天才バカボン５　－２９　 V確ST ＳＴ中 20回 　6＆1＆5＆6 29.9 29.9 初40.0% (実) 4 160 【ヘソ】    <確変>実4R=39.0%(ｻﾎﾟ20回)・16R=1.0%(ｻﾎﾟ20回)

(ﾘﾕｰｽ専) (型式名CRちょいパチ 通常後 10回 ※電チュー賞球＝1個 継100.0% 16 640          　  <通常>実4R=60.0%(時短10回)

天才バカボン５　ＫＣ－Ｓ２９)　 (ST=20) 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=90.0%(ｻﾎﾟ20回)・16R=10.0%(ｻﾎﾟ20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「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

西　陣 ちょいパチ甦りぱちんこ フルST ＳＴ中 6回 　5＆2＆8 29.99 29.98 100.0% 5 210 <比率>   <確変>5R=84.0%(ｻﾎﾟ6回)・10R=16.0%(ｻﾎﾟ6回)

（ソフィア） ～花満開～　２９　 ＆15＆8 (ST=6) 10 420

(ﾘﾕｰｽ専) 　●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＝2個

　●特賞＝「右打ち仕様」

　●「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

高　尾 ちょいパチリアル鬼ごっこ　２９　 V確ST ＳＴ含 64回 　6＆1＆3 29.98 29.97 初30.0% 実 4 128 【ヘソ】    <確変>5R=28.0%(ｻﾎﾟ64回)・16R=2.0%(ｻﾎﾟ64回)

(ﾘﾕｰｽ含) (型式名CRリアル鬼ごっこ　ＷＡＢ) 通常後 10回 ＆6＆5 継60.0% 5 160              <通常>実4R=70.0%(時短10回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝6個、電チュー賞球＝1個 (ST=63) 16 512 【電ﾁｭｰ】<確変>5R=58.0%(ｻﾎﾟ64回)・16R=2.0%(ｻﾎﾟ64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>実4R=40.0%(時短10回)

　●「小当り」確率＝なし

アタッカー性能(MAX)
備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。発売日

8

7

8

6

8

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

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　)



※ 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。 【2016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 SANKYO ちょいパチ アクエリオン フルST ＳＴ中 30回 　5＆1＆3 39.9 39.9 100.0% 4 196 <比率>   <確変>4R=67.0%(ｻﾎﾟ30回)・6R=30.0%(ｻﾎﾟ30回)

(ﾘﾕｰｽ含) ＥＶＯＬ　３９　 ＆10＆8 (ST=30) 6 294              <確変>16R=3.0%(ｻﾎﾟ30回)

※ヘソ賞球＝5個 16 784

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個

　●「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

京楽産業． ちょいパチ冬のソナタ　３９ 確変 フル 5回 　5＆2＆3 39.9 10 50.0% 突 5 0 【ヘソ】   <確変>下突5R=10.0%(ｻﾎﾟ次回迄)・下5R=20.0%

(型式名CRぱちんこ ＆6＆6 下 5 200              <確変>上10R=20.0%

冬のソナタfinal　ＣＰ５) ※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝2個 上 10 400 　          <通常>下5R=50.0%(時短5回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=6個賞球 【電ﾁｭｰ】<確変>下5R=30.0%・上10R=20.0%

　●「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>下5R=50.0%(時短5回)

　●「小当り」確率＝なし

平　和 ちょいパチＪＡＷＳ　２９ V確転落 10or 　5＆1＆4 29.9 10.5 100.0% 実3+1 162 【ヘソ】   <確変>上実3+下1R=100.0%(ｻﾎﾟ10回+α)

(型式名CRA ＪＡＷＳ　２ＣＱ) 10+α ＆8＆4＆6 (転落=1/3.9) 15+1 702 【電ﾁｭｰ】 <確変>上実3+下1R=90.0%(ｻﾎﾟ10回+α)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個              <確変>上15+下1R=10.0%(ｻﾎﾟ10回+α)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下Vｱﾀｯｶｰ=4個、上ｱﾀｯｶｰ=6個賞球 ※10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」 ※10回未満の転落時、特賞後10回迄時短付

　●「小当り」確率＝1/300（ヘソのみ）

マルホン ちょいパチシャカンナーＦ　２９ セット物 潜伏有 　5＆1＆3 29.8 19.2 100.0% 下 3 108 【ヘソ】   <確変>下3R=70.0%(潜伏継続)　※ﾘﾐｯﾄ時は時短10回

(ﾘﾕｰｽ含) ﾘﾐｯﾄ時 ＆7＆7 (1ｾｯﾄ2回) 下 5 180             <確変>下5R=30.0%　※ﾘﾐｯﾄ時は時短10回

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 上 5 180 【電ﾁｭｰ】<確変>上5R=100.0%　※ﾘﾐｯﾄ時は時短10回

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上ｱﾀｯｶｰ共通=7個賞球

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]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

賞　球
大当り確率(1/　)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。発売日
アタッカー性能(MAX)
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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。 【2016年】　＜ページ　３＞

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

8月 ｻﾝｾｲR&D ちょいパチキャプテン翼　３９ V確ST ＳＴ中 25回 　5＆3＆3 39.98 39.96 初50.0% 下実 5 160 <比率>   <確変>下8+上1R=50.0%(ｻﾎﾟ25回)

(ﾘﾕｰｽ専) 通常後 25回 ＆3＆5 継50.0% 8+1 272              <通常>下実5R=50.0%(時短25回)

※ヘソ賞球＝5個 (ST=25)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上Vｱﾀｯｶｰ=3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」　●「電チュー優先消化」

　●「小当り」確率＝なし

ﾆｭｰｷﾞﾝ ちょいパチ真・花の慶次　 V確ST ＳＴ中 40回 　5＆1＆3 39.98 39.96 初57.0% 実 4 168 【ヘソ】    <確変>上実3+下1R=57.0%(ｻﾎﾟ40回)

(ﾘﾕｰｽ専) Ｎ－Ｋ３９　 通常後 5回 ＆7＆7 継100.0% 3+1 168          　  <通常>上実4R=43.0%(時短5回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 (ST=40) 6+1 294 【電ﾁｭｰ】<確変>上3+下1R=35.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=7個賞球 15+1 672              <確変>上6+下1R=55.0%(ｻﾎﾟ40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>上15+下1R=10.0%(ｻﾎﾟ40回)

　●「小当り」確率＝なし

高　尾 ちょいパチ弾球黙示録カイジ３ V確ST ＳＴ中 30回 　5＆1＆3 39.9 29.0 初40.0% 上 1 36 【ヘソ】   <確変>上1R=2.0%(ｻﾎﾟ30回)

(ﾘﾕｰｽ専) ＷＣＡ３９　 通常後 4回 ＆5＆5 継100.0% 下実 4 144              <確変>下4+上1R=30.0%(ｻﾎﾟ30回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 (ST=30) 4+1 180              <確変>下7+上1R=8.0%(ｻﾎﾟ30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、上Vｱﾀｯｶｰ共通=5個賞球 7+1 288              <通常>下実4R=40.0%(時短4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】<確変>上1R=20.0%(ｻﾎﾟ30回)

　●「小当り」確率＝なし              <確変>下7+上1R=80.0%(ｻﾎﾟ30回)

藤　商事 ちょいパチ地獄少女　弐　２９ V確確変 フル 5回 　5＆1＆7 29.99 18.50 初33.0% 実 4 120 【ヘソ】   <確変>実4R=28.0%・16R=5.0%

(ﾘﾕｰｽ専) (型式名CRA地獄少女　弐　ＦＰＹ) ＆10＆4 継65.0% 16 480 　          <通常>実4R=67.0%(時短5回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>実4R=60.0%・16R=5.0%

　●「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>実4R=35.0%(時短5回)

　●「小当り」確率＝なし

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。 【2016年】　＜ページ　４＞

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

9月 高　尾 ちょいパチ貞子３Ｄ　ＷＣＡ　３９ V確ST ＳＴ中 30回 　5＆1＆3＆4 39.9 29.0 初46.8% 2 60 【ヘソ】   <確変>2R=4.0%(ｻﾎﾟ30回)・5R=32.8%(ｻﾎﾟ30回)

(ﾘﾕｰｽ専) 通常後 3種類 ※ヘソ賞球＝5個 継100.0% 4 120              <確変>8R=10.0%(ｻﾎﾟ30回)

（5/10/15回） ※電チュー賞球＝1個 (ST=30) 5 150          　  <通常>4R=53.2%(時短5/10/15回)

6 180 【電ﾁｭｰ】<確変>6R=76.0%(ｻﾎﾟ30回)・9R=18.0%(ｻﾎﾟ30回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 8 240              <確変>16R=6.0%(ｻﾎﾟ30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」 9 270

　●「小当り」確率＝なし 16 480

サミー ちょいパチ神獣王２　ＱＴＪＡ３９ フルST ＳＴ含 15回 　5＆1＆3＆11 39.9 34.5 100.0% 3 240 <比率>   <確変>3R=90.0%(ｻﾎﾟ15回)

※ヘソ賞球＝5個 (ST=14) 12 960              <確変>12R=10.0%(ｻﾎﾟ15回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※電チュー賞球＝1個

　●「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

豊丸産業 ちょいパチセクシーフォール V確転落 通常後 8回 　5＆1＆3 39.9 36.0 初5.0% 右 10 右実 7 140 【ヘソ】    <確変>右7R+下1R=1.0%(ｻﾎﾟ33回＋α)

セカンドシーズン　３９　 ＆9＆3＆3 継100.0% 7+1 158              <確変>右15R+下1R=4.0%(ｻﾎﾟ33回＋α)

※ヘソ賞球＝5個 (転落=1/66.7) 15+1 318 　           <通常>右実7R=95.0% (時短8回)

※電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>右7R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ33回＋α)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下V、右ｱﾀｯｶｰ共通=3個賞球              <確変>右15R+下1R=50.0%(ｻﾎﾟ33回＋α)

　●「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」 ※33回を超えても転落当選迄ｻﾎﾟ継続

　●「小当り」確率＝なし ※33回未満の転落当選時、特賞終了後33回迄時短付

10月 マルホン ちょいパチ ソルジャー　３９ フルST ＳＴ含 15回 　5＆1＆3 39.9 14.3 100.0% 右 5 175 <比率>   <確変>右5R=90.0%(ｻﾎﾟ15回)・右10R=7.0%(ｻﾎﾟ15回)

＆7＆6＆6 (ST=8) 右 10 350              <確変>右15R=3.0%(ｻﾎﾟ15回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 右 15 525

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ共通=6個賞球

　●「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＝不明
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。発売日 メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)
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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。 【2016年】　＜ページ　５＞

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

11月 SANKYO ちょいパチ ヱヴァンゲリヲン１０ 確変無 なし 0回 　5＆4＆5 39.0 *** *** 4 320 <比率>   <通常>4R=86.0% (時短0回)

Ｚ３９　 ＆6＆9 12 960              <通常>12R=14.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝4個

　●「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

サンスリー ちょいパチヤッターマン　３９ V確確変 フル 10回 　5＆1＆3 39.9 29.9 初30.0% 2+2 112 【ヘソ】   <確変>上2+下2R=30.0%

＆4＆5＆5 継60.0% 8+7 420              <通常>上2+下2R=70.0%(時短10回)

※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】<確変>上2+下2R=40.0%・上8+下7R=20.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 ※上、下Vｱﾀｯｶｰ共通=5個賞球              <通常>上2+下2R=40.0%(時短10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

西　陣 ちょいパチ さくらももこ劇場 フルST ＳＴ含 10or20 　5＆2＆3＆7 39.9 34.99 100.0% 4 192 【ヘソ】    <確変>4R=42.5%(ｻﾎﾟ10回)・8R=42.5%(ｻﾎﾟ10回)

（ソフィア） ミラくるずきんちゃん　３９ ※ヘソ賞球＝5個 (ST=10) 8 384              <確変>12R=7.5%(ｻﾎﾟ10回)・16R=7.5%(ｻﾎﾟ10回)

　●通常時エイトメモリーシステム ※電チュー賞球＝2個 12 576 【右打時】 <確変>4R=50.0%(ｻﾎﾟ20回)・8R=30.0%(ｻﾎﾟ20回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 16 768              <確変>12R=10.0%(ｻﾎﾟ20回)・16R=10.0%(ｻﾎﾟ20回)

　●「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

12月 大都技研 ちょいパチ押忍！ V確確変 フル 10回 　5＆1＆3 39.9 39.9 初4.0% 4+1 245 【ヘソ】   <確変>上4+下1R=2.0%

ど根性ガエル　３９　 ＆9＆8＆8 継25.0% 上実 5 245              <確変>上14+下2R=2.0%

(型式名ちょいパチ押忍！ ※ヘソ賞球＝5個、電チュー賞球＝1個 14+2 784              <通常>上実5R=96.0%(時短10回)

ど根性ガエル　Ｃ０１)　 ※下V、上ｱﾀｯｶｰ共通=8個賞球 【電ﾁｭｰ】 <確変>上14+下2R=25.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」              <通常>上実5R=75.0%(時短10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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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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発売日 メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)



※ 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

25or70
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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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発売日 メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)


