
・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。）

【2021年　０７月】　機種一覧表 2021 年 7 月 1 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。 【2021年　７月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（7月） タイプ 状態 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

4日 三洋物産 Ｐスーパー海物語IN沖縄５ 確変ループ 確変中 次 回 　3＆2＆4＆3 設 通常時 高確率 初回=60.0% 突 2 84 【ヘソ】    <確変>2R=20.0%　・10R=40.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

<通常> 50,000 ＬＴＶ　 100 回 4＆3＆15 無 319.6 38.0 継続=60.0% 10 1,400               <通常>10R=40.0% （時短=100回）

120 回 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=8.0%　・10R=52.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

　●遊タイム＝非搭載               <通常>10R=40.0% （時短=120回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

ビスティ Ｐ宇宙戦艦ヤマト２２０２　ｂＳ Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 120 回 　3＆1＆5 設 通常時 高確率 初回=50.0% 2 280 【ヘソ】    <確変>2R=25.0% （ST電ｻﾎﾟ=120回）

15,000 0 回 1＆15 無 319.7 64.6 継続=100.0% 10 1,400 　　　　　　<確変>2R=20.0%　・10R=5.0%

9,880 回 <実質> 　　　　　　　　　　 （「ST電ｻﾎﾟ=120回」＋「時短9,880回」）

時短中 100 回 突入=50.0% 　　　　　　<通常>2R=50.0% （時短=100回）

　●遊タイム＝非搭載 継続=84.6% 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=30.0% （ST電ｻﾎﾟ=120回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<確変>10R=70.0% （ST電ｻﾎﾟ=120回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

ｻﾝｾｲR&D Ｐ巨人の星　一球入魂 1種2種混合 0 回 　3＆1＆3 設 通常時 合算 初回=55.0% 下 4 400 【ヘソ】    <時短>4R=10.0% （時短=200回）※4R+10R+10Rの１ｾｯﾄへ。

5,200 ３０００ＭＨ　 ３回ﾘﾐｯﾄ 1+4 回 ＆3＆1＆11 無 319.68 3.97 継続=100.0% 下 8 800 　　　　　　<時短>8R=45.0% （時短=1回＋保留4回）

200+4 回 ※Ｖｱﾀｯｶｰ=1個 <実質> V1R+9 900 　　　　　　<通常>8R=45.0% （時短=0回＋保留0回）

消化後 880 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=11個 突入=55.0% 【特図②】（特②電ﾁｭｰ時短中の抽選１回転）

時短数 200 回 （3回ﾘﾐｯﾄ後） 　　　　　　<時短>V1R+9R=100% （時短=200回）※10R+10Rの１ｾｯﾄへ。

継続=76.6% 【特図②】（「電ｻﾎﾟ１回転」終了後の「残保留４回転」抽選）

　　　　　　<時短>V1+9R=50.0% （時短=200回）※10R+10R+10Rの１ｾｯﾄ

　　　　　　<通常>V1+9R=50.0% （時短=1回＋保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー「保留4個」により、時短回数は、全て実質「+4回」。

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/4.02 ※3回ﾘﾐｯﾄ到達時は、「電ｻﾎﾟ無し」＋「残保留+4回転抽選」となる。

銀　座 Ｐ蒼天の拳　天刻　ＧＥＡ 1種2種混合 0 回 　1＆1＆4 設 通常時 合算 初回=54.0% 4 360 【ヘソ】    <時短>8R=54.0% （Vｽﾄｯｸ４回抽選・特図①）

5,000 Ｖストック 4 回 ＆10＆1＆10 無 199.8 1.01 継続=100.0% 8 720 ※「死合の刻=50.0%」・「死合CHANCE=2.0%」・「天授の儀=2.0%」

※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>8R=46.0% （時短=0回＋保留0回）

※特①入賞=1個 突入=54.0% 【特図①入賞】 <時短>8R=100.0%

※特②電ﾁｭｰ=10個 継続=82.5% ※「死合の刻=84.0%」・「死合CHANCE=12.0%」・「天授の儀=4.0%」

消化後 599 回 【特図②電ﾁｭｰ】 <時短>4R=75.0%　・8R=25.0%

時短数 4 回 ・「死合の刻=33.1%」⇒V=約1.6個 ※「死合の刻=84.0%」・「死合CHANCE=12.0%」・「天授の儀=4.0%」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ・「死合CHANCE=50.2%」⇒V=約2.1個

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.01・「天授の儀=100%」⇒V=約4.0個

【遊タイム】
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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。 【2021年　７月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（7月） タイプ 状態 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

4日 大一商会 ＰＡひぐらしのなく頃に 1種2種混 30 回 　1＆1＆9 無 99.9 75.1 初回=100.0% 下 3 240 【ヘソ】    <時短>下3R=98.0% (時短=30+4回)

500 ～囁～　ＡＤ－ＦＲ　 ｃ時短搭載 120 回 3＆1＆9 継続=100.0% 下  6 480              <時短>下6R=2.0% (時短=1,000+4回)

1,000 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1R+3 240 【電ﾁｭｰ】<時短>上V1+下3R=18.0%（時短=30+4回）

ｃ時短 379 回 ※上Ｖ役物=1個 突入=100.0% V1R+9 720              <時短>下V1+下9R=80.0%（時短=120+4回）

　●遊タイム＝非搭載 ※下ｱﾀｯｶｰ=9個 継続=約75.5%              <時短>下V1+下9R=2.0%（時短=1,000+4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー「保留4個」により、時短回数は、全て実質「+4回」。

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝302.5

11日

18日 ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐめぞん一刻５　Ｈ１ＹＸ１ Ｖ確ループ 確変中 次 回 　1＆1＆4＆8 設 通常時 高確率 初回=60.0% 2 240 【ヘソ】    <確変>2R=20.0%　・10R=35.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

6,000 ２回ループ 100 回 ＆1＆1＆13 無 319.6 130.0 継続=100.0% 10 1,200 　　　　　　<確変>10R=5.0% （祝言・２回ﾙｰﾌﾟ突入　※電ｻﾎﾟ無し）

200 回 ※ヘソ＝1個 <実質>               <通常>10R=40.0% （時短=200回）

※電ﾁｭｰ（特図①）=1個 突入=60.0% 【電ﾁｭｰ】（特図①）<確変>2R=20.0%　・10R=20.0% （電ｻﾎﾟ=次回迄）

※右特図②＝1個 継続=約78% 　　　　　　　　　 　　<確変>10R=20.0% （祝言・２回ﾙｰﾌﾟ※電ｻﾎﾟ無し）

　●遊タイム＝非搭載 （2回ﾙｰﾌﾟ含）        　　　　　        <通常>10R=40.0% （時短=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 【祝言】（特図②）<確変>10R=50.0%  （祝言・２回ﾙｰﾌﾟ継続）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし 　　　　　　　　　　 <確変>10R=50.0% （電ｻﾎﾟ=次回迄※電ﾁｭｰ抽選へ）

大一商会 Ｐ中森明菜・歌姫伝説４ フルＳＴ ＳＴ中 50 回 　2＆2＆1＆3 設 通常時 高確率 初回=100% 2 180 【ヘソ】    <確変>4R=84.50%　・10R=10.25% （ST電ｻﾎﾟ=50回）

2,000 ＫＤ－ＴＪ　 0 回 1＆10 無 99.9 48.2 継続=100.0% 4 360 　　　　　　<確変>2R=1.0% ・4R=1.0% ・10R=3.25% （ST50+時短9,990回）

　●遊タイム＝非搭載 9,990 回 <実質> 10 900 ※【ヘソスタート】は「特図①」＆［特図②」の合算比率となります。

　●通常時「エイトメモリー」 突入=100% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=73.0%　・10R=20.0% （ST電ｻﾎﾟ=50回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=67.4% 　　　　　  <確変>2R=1.0% ・4R=1.0% ・10R=5.0% （ST50+時短9,990回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝なし

25日
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