
・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　１２月】　機種一覧表 2021 年 11 月 25 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　１２月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（12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

5日 銀　座 Ｐ北斗の拳９闘神　ＧＦＧ 1種2種混合 1+4 回 　1＆1＆4＆1 設 通常時 高確時 初回=59.4% 3 420 【ヘソ】    <時短> 3R=59.4% （時短=900回+残保留4回）

（新色） 900 回 ＆7＆15 無 319.7 29.5 継続=100.0% 10 1,400               <時短>3R=40.6% （時短=1回+残保留4回）

25,000 ※ヘソ＝1個 <RUSH> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （時短=900回+残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 ※右他穴＝7個 突入=約66% 　　　　　　　　　　※【時短無し小当り】にて「電サポ終了」。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=約81% ※「右他穴=7個賞球」により、出玉増量あり。

　●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 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質+4回

メーシー Ｐデビルメイクライフォー２ 1種2種混合 1 回 　3＆1＆7＆3 設 通常時 高確時 初回=100.0% 3 270 【ヘソ】    <時短> 5R=99.0% （時短=1回）

5,000 ＭＤ　 ３回ﾘﾐｯﾄ 100 回 ＆2＆10＆10 無 319.68 1.39 継続=100.0% 5 450               <時短>5R=1.0% （時短=100回）

ﾘﾐｯﾄ後 1 回 ※右ｱﾀｯｶｰ=10個 <実質> 10 900 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=40.0% ・5R=30.0% ・10R=30.0% （全て時短=100回）

　●遊タイム＝非搭載 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個 突入=約73% 　　　　　　　　　　※「３回リミット」までは「１００回時短（次回確定）」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり <リミット後> 　　　　　　　　　　※「３回リミット時」は、「時短＝１回転」（1/1.39）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝１個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②） 1/1.40継続=71.9% ※電チューの「残保留０個」

ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐ真・花の慶次２　Ｍ３－ＶＣ 確変ﾙｰﾌﾟ 確変中 次 回 　1＆1＆5 設 通常時 高確時 初回=1.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>3R=1.0% （電ｻﾎﾟ次回まで）※10,000回

10,000 （漆黒の衝撃 EXTRA RUSH） 転落抽選 時短中 40 回 ＆1＆15 無 199.8 100.2 継続=100.0% 10 1,400               <通常>3R=99.0% （時短電ｻﾎﾟ=40回）

ｃ時短 50 回 ※ヘソ＝1個 <RUSH> ※特図①における【ｃ時短】当りは、「電ｻﾎﾟ=75回」となる。

75 回 突入=約37% 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=100.0% （「ｃ時短当選⇒時短終了」するまで）

　●「ｃ時短」搭載 100 回 継続=約81% ※特図②における【ｃ時短】当り

　●遊タイム＝非搭載 200 回 　　　　　　　　⇒50回=25%　・75回=40%　・100回=30%　・200回=5%

　●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

竹　屋 Ｐミニミニモンスタードラム Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 12 回 　1＆2＆3＆7 設 通常時 高確率 初回=62.5% 4 360 【ヘソ】    <確変>4R=10.0%（電ｻﾎﾟ=25回）　・4R=40.0%（電ｻﾎﾟ=50回）

1,000 ＡＫＺ　 （ST=12） 25 回 1＆10 無 125.5 14.2 継続=100.0% 10 900 　　　　　　<確変>10R=2.5%（電ｻﾎﾟ=25回） ・10R=10.0%（電ｻﾎﾟ=50回）

ｃ時短 50 回 ※ヘソ＝1&2個 <実質> 【ヘソ】    <通常>4R=37.5% （時短=25回）

50 回 ※電ﾁｭｰ＝3個 突入=62.5% 　　　　　　　※【ヘソ】入賞大当りは、「特図①・特図②」の合算値。

　●遊タイム＝非搭載 100 回 継続=69.2% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=80.0%（電ｻﾎﾟ=50回）

　●通常時「エイトメモリー」 200 回 　　　　　　<確変>10R=20.0%（電ｻﾎﾟ=50回）

　●特賞＝「左打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし ※<確変時>の電サポ回数は、全て「ST=12回転」の電サポを含む。

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

ﾆｭｰｷﾞﾝ ＰＡ野生の王国５　Ｎ－Ｋ フルＳＴ ＳＴ中 10 回 　2＆2＆1＆5 設 通常時 高確時 初回=100.0% 4 352 【ヘソ】    <確変>4R=15.0% （電ｻﾎﾟ=50回）

3,000 （ST=10） 10 回 1＆12 無 99.9 14.68 継続=100.0% 5 440 【ヘソ】    <確変>5R=35.0% （電ｻﾎﾟ=20回） ・5R=35.0% （電ｻﾎﾟ=50回）

40 回 ※ヘソ=2&2個 <実質> 10 880 【ヘソ】    <確変>10R=15.0% （電ｻﾎﾟ=100回）

　●遊タイム＝非搭載 90 回 継続=66.3% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=10.0% （電ｻﾎﾟ=50回）

　●通常時保留＝「エイトメモリー」 【ヘソ】    <確変>5R=35.0% （電ｻﾎﾟ=20回） ・5R=40.0% （電ｻﾎﾟ=50回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【ヘソ】    <確変>10R=15.0% （電ｻﾎﾟ=100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 ※「電ｻﾎﾟ回数」は、「高確ST=10回転」+「時短」の合計回数。
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

10

10

<時短無し小当り>

 =1/105.1

（※右他穴出玉増加型）
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【ｃ時短】（特図①）=1/4,369.1
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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　１２月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（12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

5日 平　和 Ｐガールズ＆パンツァー２ 1種2種混合 時短中 1 回 　1＆1＆8 設 通常時 合算 初回=100.0% 4 200 【ヘソ】    <時短>4R=98.0% （時短電ｻﾎﾟ=1回）（※ｻﾎﾟ中は6回に）

2,000 ８ＹＱ１Ｙ　 6 回 1＆6 無 89.0 7.7 継続=100.0% 6 300 【ヘソ】    <時短>10R=1.5% （時短=6回） ・10R=0.5%（時短=200回）

200 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 7 350 【電ﾁｭｰ】 <時短>4R=20.0% （「時短6回=18.5%・「時短200回=1.5%）

消化後 267 回 突入=100.0% 8 400 　　　　　　<時短>6R=7.5% （「時短6回=7.0%・「時短200回=0.5%）

時短数 200 回 継続=約78% 9 450 　　　　　　<時短>7R=7.5% （時短6回=7.0%・「時短200回=0.5%）

10 500 　　　　　　<時短>8R=7.5% （時短6回=7.0%・「時短200回=0.5%）

　　　　　　<時短>9R=7.5% （時短6回=7.0%・「時短200回=0.5%）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>10R=50.0% （「時短6回=42.5%・「時短200回=7.5%）

　●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） 1/8.4 ※電チュー保留４個により、時短回数は、全て実質「+4回」。

12日

19日 ビスティ Ｐ新世紀エヴァンゲリオン１５ Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 163 回 　1＆1＆5 設 通常時 高確時 初回=59.0% 3 420 【ヘソ】    <確変> 3R=56.0% ・10R=3.0% （全、ST電ｻﾎﾟ=163回）

（新枠） 未来への咆哮　 （ST=163） 時短中 100 回 ＆1＆15 無 319.7 99.4 継続=100.0% 10 1,400               <通常>3R=41.0%  (時短=100回)

40,000 　●遊タイム＝非搭載 ※ヘソ＝1個 <RUSH> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （ST電ｻﾎﾟ=163回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 突入=59.0% ※電サポ中に特図①で大当りした場合、「時短=500回転」に。

　●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 継続=80.6%

ｻﾝｾｲR&D Ｐキャプテン翼　若林Ｖｅｒ． 1種2種混合 0 回 　3＆1＆4 設 通常時 合算 初回=60.16% 5 450 【ヘソ】    <時短>5R=60.16% （時短=4回）

2,000 ＲＶＹ３　 4 回 ＆1＆10 無 319.68 1.99 継続=100.0% 3 270 　　　　　　<通常>5R=39.84% （時短=なし）

消化後 959 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 10 900 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=82.82% （時短=4回） ・3R=1.56% （時短=100回）

時短数 100 回 継続=93.9% 　　　　　　<時短>10R=14.06% （時短=4回） ・10R=1.56% （時短=100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＝０個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/2.00

高　尾 Ｐらんま１／２ 　Ｖ１Ａ 1種2種混合 4+4 回 　1＆1＆7＆8 設 通常時 合算 初回=100.0% 右 3 210 【ヘソ】    <時短>右3R=97.0% （「時短=4回」＋「残保留=4回」）

1,500 （熱血格闘遊戯）　 8+4 回 ＆1＆8＆9 無 199.8 5.56 継続=100.0% 右 10 700 　　　　　　<時短>右10R=3.0% （「時短=4回」＋「残保留=4回」）

※ヘソ＝1個 <実質> 下 3 240 【電ﾁｭｰ】 <時短>下3R=89.8% （「時短=8回」＋「残保留=4回」）

　●遊タイム＝非搭載 ※右ｱﾀｯｶｰ=8個 突入=79.5% 下 10 800 　　　　　　<時短>下10R=10.2% （「時短=8回」＋「残保留=4回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり※下ｱﾀｯｶｰ=9個 継続=90.7% ※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）1/5.72

マルホン Ｐ沖７　シーサーｖｅｒ． 確変ＳＴ ＳＴ中 32 回 1＆1＆1＆3 設 通常時 高確時 初回=80.0% 3 336 【ヘソ】    <確変>3R=40.0% （電ｻﾎﾟ=32回＋ST潜伏4回転）

750 （ST=36） 7＆15 ① 150.0 41.21 継続=80.0% 10 1,120 【ヘソ】    <確変>10R=40.0% （電ｻﾎﾟ=32回＋ST潜伏4回転）

　●遊タイム＝非搭載 ﾗｽﾄ4潜伏 ※ヘソ=1&1個 ③ 138.9 38.27 <実質>               <通常>3R=10.0%  ・10R=10.0% (全て、時短=32回)

　●通常時保留＝「エイトメモリー」 ※右他穴=7個 ⑥ 125.0 34.40 継続=66.7%～68.1%（時短含む） 【電ﾁｭｰ】　「特図①」・「特図②」共通

　●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

西　陣 Ｐ春一番～恋絵巻～　 フルＳＴ ＳＴ中 50 回 　2＆3＆1＆3 設 通常時 合算 初回=100.0% 2 180 【ヘソ】    <確変>2R=15.0% ・4R=70.0% ・10R=15.0%

（ソフィア） ＧＣ２５０ＸＡ（Ａ）　 （ST=50） ＆2＆4＆10 無 89.90 67.98 継続=100.0% 4 360              　　　　　(全て、ST電ｻﾎﾟ=50回転)

1,000 ｃ時短 ※ヘソ＝2&3個 <実質> 10 900 　　　　　　　　　　※「特図①」・「特図②」の合算比率

消化後 250 回 ※電ﾁｭｰ＝1個 継続=52.3% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=75.0% ・10R=25.0% (全て、ST電ｻﾎﾟ=50回転)

　●通常時「エイトメモリー」 時短数 341 回

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝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

26日
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【ｃ時短】
【遊タイム】

確率=1/496.48

時短=20回転

(ST=50回)
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（※V1R出玉を含む）
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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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