
・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。）

【2022年　５月】　機種一覧表 2022　年 3 月 26 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。 【2022年　５月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（05月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

1日

8日 SANKYO Ｐフィーバーダンまち　Ｆ 確変ﾙｰﾌﾟ 無 319.7 59.0 確変中 次 回 2＆2＆1＆3＆5 初回=75.0% 4 600 【ヘソ】（※入賞時の「2/3は有効」「1/3はハズレ穴入賞」あり）

12,000 100 回 ＆1＆15 継続=75.0% 6 900 　　　　　　<確変>4R=21.5% ・6R=4.0% ・8R=4.5% ・10R=45.0%

120 回 ※ヘソ＝2&2個 <実質> 8 1,200 　　　　　　　　　　（※全て、「電ｻﾎﾟ=次回まで」）

※ﾍｿﾊｽﾞﾚ＝3個 突入=75.0% 10 1,500 　　　　　　<通常>4R=16.5% ・6R=2.0% ・8R=1.5% ・10R=5.0%

継続=82.8% 　　　　　　　　　　（※全て、「電ｻﾎﾟ=100回」）

※【ヘソ比率】は、「特図①」・「特図②」の合算値。

【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=13.0% ・6R=8.0% ・8R=9.0% ・10R=45.0%

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　　　　　（※全て、「電ｻﾎﾟ=次回まで」）

　●通常時「エイトメモリー」　（※但し、「左右振分け入賞」の仕様では無い） 　　　　　　<通常>4R=13.0% ・6R=4.0% ・8R=3.0% ・10R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　（※全て、「電ｻﾎﾟ=120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 ※【電ﾁｭｰ比率】は、「特図②のみ」のラウンド比率。

サミー Ｐ頭文字Ｄ　ＳＥＪＧ Ｖ確ＳＴ 無 256.0 27.2 ＳＴ中 70 回 　1＆1＆5＆4 初回=1.0% 2 180 【ヘソ】    <確変>3R=1.0%（ＳＴ電ｻﾎﾟ=70回）

10,000 （ST=70） 100 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% 3 270 　　　　　　<通常>3R=44.0%（時短=100回） ・3R=42.0%（時短=200回）

　●遊タイム＝非搭載 時短突破型 200 回 ※ヘソ＝1個 ＜実継続率＞ 4 360 　　　　　　<通常>3R=13.0%（時短=65,535回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 65,535 回 ※上ＡＴ=15個 突入=51.7% 6 540 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=25.0% ・4R=25.0% ・6R=25.0% ・10R=25.0%

　●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 ※下ＡＴ=15個 継続=92.7% 10 900 　　　　　　　　　　（※全て、「ST電ｻﾎﾟ=70回」）

ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐはぐれ刑事純情派 Ｖ確ﾙｰﾌﾟ 無 199.8 140.3 確変中 次 回 　1＆1＆5 初回=0.0% 7 1,050 【ヘソ】    <確変>=0.0%

5,000 Ｌ６－ＸＹ　 時短突破型 ﾘﾐｯﾄ時 0 回 ＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<通常>7R=100.0%（時短=70回）

２回ﾘﾐｯﾄ 通常後 70 回 ※ヘソ＝1個 ＜実継続率＞ 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=100.0% (2回ﾘﾐｯﾄ=50.0%・6回ﾘﾐｯﾄ=50.0%）

６回ﾘﾐｯﾄ 消化後 599 回 突入=31.0% ※リミット時は「通常当り」に。リミット到達通常後の時短は無し。

時短数 759 回 （残保4回含）

　●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

サンスリー Ｐ元祖ギンギラパラダイス 1種2種混合 無 199.8 26.9 2 回 　1＆1＆1＆5＆3 初回=100.0% 4 400 【ヘソ】    <時短>4R=50.0% （「時短=2回」＋「残保留=4回」）

8,000 ＨＣＢ　　 ２段階 10,000 回 ＆1＆10 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　　<時短>4R=49.0% ・10R=1.0% （時短=10,000回）

継続率変動 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】（特図②：ギンギラタイム中）

突入=50.0% 　　　　　　<時短>10R=50.0%  （「時短=2回」＋「残保留=4回」）

継続a=66% 　　　　　　<時短>10R=25.0% （時短=10,000回） ※ｷﾞﾝｷﾞﾗﾀｲﾑ継続

継続b=86% 　　　　　　<時短>10R=25.0% （時短=10,000回） ※天国ﾀｲﾑ突入へ

【電ﾁｭｰ】（特図②：天国タイム中）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>10R=66.0% （時短=10,000回） ※天国ﾀｲﾑ突入継続

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>10R=34.0% （時短=10,000回） ※ｷﾞﾝｷﾞﾗﾀｲﾑへ移行

　●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）1/31.1 ※電チュー保留４個により、時短回数は、全て実質「+4回」。

時短中
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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。 【2022年　５月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（05月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

8日 ミズホ Ｐミリオンゴッド一撃　ＭＨ 役物一発系 無 1.00 *** *** 　1＆4＆6＆4 初回=100.0% 上 10 1 60 【特図①】   <時短>8R=100.0%

2,000 ２種 ＆6＆15 下 9 7 945 　※初回当りは「8R=GOD GAME」×「５連１セット」確定。

５連１ｾｯﾄ ※右電ﾁｭｰ=4個 　※「1/5の確率」で、「GOD GAME」×「５連１セット」追加。

　●遊タイム＝非搭載 ※上ＶＡＴ=6個 ※【役物】～「天空の神殿～天空の門」（通常モード）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし ※下ＡＴ=15個 　　　　　　　　⇒「メデューサの砂時計」（天国準備モード）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝無し」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝なし 　　　　　　　　⇒「最終王座の間」（（超）天国モード）

ｻﾝｾｲR&D Ｐキャプテン翼　 1種2種混合 無 99.9 2.28 0 回 　2＆1＆5＆5 初回=50.0% 3 210 【ヘソ】    <時短>3R=50.0% （時短=4回）

3,000 　若林９９Ｖｅｒ　ＲＥＹ２　 4 回 ＆1＆1＆7 継続=100.0% 9 630 　　　　　　<通常>3R=50.0% （時短=0回）

100 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=85.94%（時短=4回）　・3R=1.56% （時短=100回）

消化後 270 回 突入=50.0% 　　　　　　<時短>9R=10.94%（時短=4回）　・9R=1.56% （時短=100回）

時短数 100 回 継続=90.4% ※電チューの「残保留なし」

　●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）1/2.33

SANKYO Ｐフィーバー １種２種混合 無 99.9 1.0 50 回 　3＆1＆4 初回=100.0% 3 240 【ヘソ】    <時短>3R=10.0% （時短=50回 ※右上・特図①電ﾁｭｰ抽選）

5,000 アイドルマスター　Ｙ　 25 回 1＆8 継続=70.0% 10 800 【ヘソ】    <時短>3R=90.0% （時短=25回 ※右上・特図①電ﾁｭｰ抽選）

0 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 【ｽﾄｯｸ放出中】 <時短>10R=40.6%　・3R=29.7%

1 回 突入=48% 【ｽﾄｯｸ放出　　　　　中】 ※<時短>中は、｢V-LOOP」継続

　●特賞＝「右打ち仕様」　 消化後 299 回 継続=70% 【ｽﾄｯｸ放出中】 <通常>3R=29.7% （時短=0回）※｢V-LOOP」終了

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 時短数 50 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）1/1.0

高　尾 Ｐらんま１／２ 　Ｖ３Ａ 1種2種混合 無 99.9 5.55 4+4 回 　1＆1＆7＆8 初回=100.0% 右 3 150 【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９９ｖｅｒ．）　 8+4 回 ＆1＆5＆5 継続=100.0% 右 10 500 　　　　　　<時短>右10R=3.0% （「時短=4回」＋「残保留=4回」）

※ヘソ＝1個 <実質> 下 3 150 【電ﾁｭｰ】 <時短>下3R=90.1% （「時短=8回」＋「残保留=4回」）

　●遊タイム＝非搭載 ※右ＡＴ=5個 突入=79.6% 下 10 500 　　　　　　<時短>下10R=9.9% （「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ＡＴ=5個 継続=90.8% ※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）1/5.87

藤　商事 ＰＡ真・暴れん坊将軍 １種２種混合 無 99.9 59.4 50 回 　3＆1＆3＆1 初回=0.5% 4 440 【ヘソ】    <時短>4R=0.5% （普図②=70回抽選）※高確率抽選

2,000 ９９Ｖｅｒ．ＦＷＺ　 （普図①） （普図②） 70 回 1＆1＆11 継続=100.0% 9 990               <通常>4R=99.5% (普図①=50回抽選）※低確率抽選

※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>9R=50.5% ・4R=49.5% (全て、普図②=70回抽選）

突入=39.7% ※電チューの「残保留=０個」

　●特賞＝「右打ち仕様」　 実継続=69.5% ※【普図①抽選】＝「成敗RUSH」　※【普図②抽選】＝「真成敗RUSH」

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※【普図当り】～「ｼｮｰﾄ開放=0.05秒」・「ﾛﾝｸﾞ開放=2.78秒」

　●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）1/1.01
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メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球

時短中

10

（※V1R「80個」含む）

【遊タイム】

時短中

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

（※計8R=1,005個）

***
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