
・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　６月】　機種一覧表 2022　年 5 月 28 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　６月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（06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

5日 藤　商事 ＰストリートファイターＶ　ＦＲＹ 1種2種混合 無 319.6 1.00 時短中 0 回 　3＆1＆4＆2 初回=65.0% 3 300 【ヘソ】    <時短>3R=65.0% （普図電ﾁｭｰ開放⇒２個保留）

7,000 2回1ｾｯﾄ型 （普図） ＆1＆10 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　　<通常>3R=35.0% （時短=0回）

※ヘソ＝3個 <実質> 【特図②】 （２回１ｾｯﾄ）

突入=65% 　<1回目><保留>10R=100.0%（2回目当り確定）

　●遊タイム＝非搭載 継続=72% 　<2回目><時短>10R=72.0% （普図電ﾁｭｰ開放⇒２個保留）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　 <通常>10R=28.0% （普図時短=0回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝２個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.0 ※右打ち時【超 FIGHTER BATTLE】は、「1,000個×２回」の１ｾｯﾄ

ｻﾝｾｲR&D Ｐジューシーハニー３　ＲＣＹ３　1種2種混合 無 319.68 1.00 0 回 　3＆1＆4＆5 初回=60.9% 3 330 【ヘソ】    <時短>6R=60.9% （時短=1回）

2,700 1 回 ＆1＆11 継続=92.6% 6 660 　　　　　　<通常>6R=39.1% （時短=0回）

※ヘソ＝3個 <実質> 9 990 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=67.7%（時短=1回）　・9R=24.9% （時短=1回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=60.9% 　　　　　　<通常>3R=7.4% （時短=0回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=92.6% ※「特図②電チュー」の「残保留は無い」

　●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）1/1.0

平　和 Ｐ麻雀物語４　Ｍ１ＡＵ１Ｙ 1種2種混合 無 219.9 99.9 100 回 　3＆1＆4 初回=100.0% 3 300 【ヘソ】    <1G連>3R=0.5% （時短=100回・普図抽選「1/1」へ）

6,000 時短突破型 70 回 ＆1＆10 継続=100.0% 5 500 　　　　　　<時短>3R=99.5% （時短=70回）

50 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 7 700 【電ﾁｭｰ】 <1G連>3R=48.5% ・5R=12.0% ・7R=8.0% ・10R=20.0%

消化後 659 回 ※右普図口=1個 突入=50.8% 10 1,000 　　　　　　　　　　　 （全て、「時短=100回」・普図抽選「1/1」継続）

時短数 100 回 継続=90.8% 　　　　　　<時短>3R=11.5% （時短=50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＝（普図）1/99.9・（特図②）1/1.0

メーシー Ｐ真バジリスク　ＭＱ 1種2種混合 無 199.8 2.999 1 回 　1＆1＆9＆7 初回=100.0% 上7 上 4 420 【ヘソ】    <時短>4R=90.0% （「時短=1回」）

7,000 時短突破型 5 回 1＆1＆15＆10 継続=100.0% V1+上1 205 　　　　　　<時短>4R=10.0% （「時短=5回」＋「残保留=3回」）

消化後 599 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>2R or 6R （「時短=5回」＋「残保留=3回」）

時短数 100 回 ※上ＡＴ=15個 突入=40.0% V1+上5 625 　　　　　　　　　　　「Ｖ当り（1/3.04）=2R」・「図柄当り（1/199.8）=6R」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下VAT=10個 継続=96.1% ※「電チュー残保留＝３個」により、時短回数は実質+３回

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝３個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/3.045

SANKYO Ｐ蒼穹のファフナー　 1種2種混合 無 99.9 2.0 0 回 　1＆1＆7 初回=100% 上10 8 480 【初当り】（※「1/99.9」×「1/5.128」=「1/512.3」での大当り）

10,000 超蒼穹３８００　Ａ　 役物複合形 10,000 回 1＆6＆15 継続=50.0% 下9 V1+下9 1,275 　　　　 <決戦Vﾁｬﾚﾝｼﾞ>上8R＋（「V1R+下9R」×2回）=3,030個（※残保留1回）

３回リミット ※ヘソ＝1個 <実質> 【継続】（※「1/2」で大当り継続）

　●遊タイム＝非搭載 ※上VＡＴ=6個 突入=19.5% 　　　　 <蒼穹作戦>「V1R+下9R」×3回=3,825個（※残保留1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下ＡＴ=15個 継続=50.0%

　●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）1/2.0
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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　６月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（06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

5日 豊丸産業 Ｐコマコマ倶楽部 　 フルＳＴ 無 199.8 49.9 ＳＴ中 50 回 　3＆3＆1＆5 初回=100.0% 3 300 【ヘソ（特図①）】・【電ﾁｭｰ（特図②】共通

1,500 with 坂本冬美　Ｌ３　 （ST=50） ＳＴ後 50 回 ＆1＆10 継続=100.0% 5 500 　　　　　<確変>3R=25.0% ・5R=25.0% ・10R=50.0%

８個保留 消化後 500 回 ※ヘソ＝3＆3個 <実質> 10 1,000              　　　　  （※全て、「ST=50回」+「時短50回）

　●通常時「エイトメモリー」 時短数 759 回 突入=100.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし 継続=71.7%

　●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

Ｐコマコマ倶楽部 　 フルＳＴ 無 99.9 20.9 ＳＴ中 10 回 　1＆1＆1＆7 初回=100.0% 5 400 【ヘソ（特図①）】・【電ﾁｭｰ（特図②】共通

with 坂本冬美　Ｖ１　 （ST=10） 15 回 ＆1＆8 継続=100.0% 10 800 　　　　　<確変>5R=33.0% （「ST=10回」＋「時短15回」）

８個保留 40 回 ※ヘソ＝1＆1個 <実質> 　　　　　<確変>5R=33.0% （「ST=10回」＋「時短40回」）

90 回 突入=100.0% 　　　　　<確変>10R=34.0% （「ST=10回」＋「時短90回」）

消化後 265 回 継続=60.7%

　●通常時「エイトメモリー」 時短数 379 回

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし

　●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

大一商会 Ｐ中森明菜・歌姫伝説４ フルＳＴ 無 199.8 55.1 ＳＴ中 70 回 　2＆2＆1＆3 初回=100.0% 2 240 【ヘソ】     <確変>4R=69.5% ・10R=23.5% （全て、「ST=70回」）

（新台販売） ＫＨ－ＪＦ　 （ST=70） 0 回 1＆12 継続=100.0% 4 480 　　　　　　 <確変>2R=2.5% ・4R=1.0% ・10R=3.5%

500 ８個保留 9,930 回 ※ヘソ＝2＆2個 <実質> 10 1,200              　　　　  （※全て、「ST=70回」+「時短9,930回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=100.0% ※【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」 継続=74.5% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=46.0% ・10R=46.0% （全て、「ST=70回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<確変>2R=2.0% ・4R=1.0% ・10R=5.0%

　●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              　　　　  （※全て、「ST=70回」+「時短9,930回）

ニューギン Ｐあぶない刑事 Ｖ確確変 無 129.77 40.0 確変中 次 回 　1＆1＆4 初回=2.0% 2 120 【ヘソ】    <確変>4R=2.0% （小当りRUSH突入）

（ﾘﾕｰｽ含む） Ｎ-Ｚ　ＹＴ３５０　 小当RUSH 0 回 ＆1＆1＆10 継続=80.0% 4 240               <通常>4R=98.0% (時短=70回）※「特図②電ﾁｭｰ抽選」へ

1,000 時短突破型 70 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【右特図②】 <確変>2R=80.0% （小当りRUSH継続）

消化後 350 回 ※電ﾁｭｰ＝1個 突入=42.2%      　          <通常>2R=20.0% (時短=０回）

時短数 490 回 ※右特②S=1個 継続=80.0% ※「高確率中」の【特図②通常当り（=20.0%）】は、「時短=０回」。

※「低確率中」の【特図②通常当り（=20.0%）】は、「時短=70回」継続。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり（小当りRUSH）　●「Ｒ変動」＝あり ※【確変】＝【小当りRUSH中】の当り抽選は、

　●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）1/1.17 「特図②電ﾁｭｰ」＆「右下特図②始動口」で抽選。

高　尾 Ｐリアル鬼ごっこ２　Ｖ３Ａ 1種2種混合 無 99.9 4.3 1 回 　2＆1＆4 初回=100.0% 上10 直上 5 300 【ヘソ】    <時短>直上5R=98.0% （時短=1回+保留1回）

（ﾘﾕｰｽ含む） （全力疾走チャージ王様Ver.） ２段階RUSH 7 回 ＆1＆6＆7 継続=100.0% 下 3 210 　　　　　　<時短>直上5R=2.0% （時短=7回+保留１回）

750 9 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 下 10 700 【電ﾁｭｰ】（特図②）<時短>3R=89.9% （時短=7回+保留1回）

128 回 ※VＡＴ=6個 突入=42.0% 　　　　　　　　　　　　<時短>10R=5.7% （時短=9回+保留１回）

※下ＡＴ=7個 継続1=88.0% 　　　　　　　　　　　　<時短>10R=4.4% （時短=128回+保留1回）

消化後 299 回 継続2=92.9% ※特図②抽選時中の【10Ｒ当り（10.1%）】は、「時短７回⇒9回」にｱｯﾌﾟ。

　●特賞＝「右打ち仕様」 時短数 128 回 ※「時短=128+1回転」は、実質「次回当り」となる。

　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり　●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）1/4.5 ※電チュー保留１個により、時短回数は実質「+1回」

通常後
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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　６月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（06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

5日 銀　座 ＰＡデジハネ フル確変 無 99.9 69.7 　1＆1＆4＆5 初回=100.0% 4 400 【ヘソ】    <確変>4R=90.0% （電ｻﾎﾟ「70回+α=81.0%」・「120回+α=9.0%）

1,000 火曜サスペンス劇場３　ＧＳＡ　 転落抽選 ＆1＆10 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　　<確変>10R=10.0% （電ｻﾎﾟ「70回+α=9.0%」・「120回+α=1.0%）

ｃ時短 ｃ時短 70 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=80.0% （電ｻﾎﾟ「70回+α=48.0%」・「120回+α=32.0%）

　●遊タイム＝非搭載 突入=67.5% 　　　　　 <確変>10R=20.0% （電ｻﾎﾟ「70回+α=12.0%」・「120回+α=8.0%）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=71.2% ※電ｻﾎﾟの「＋α」は、「転落抽選当選まで」電サポ継続となります。

　●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 ＰＡ激デジジューシー　 フルＳＴ 無 77.74 51.84 ＳＴ中 32 回 　1＆1＆2＆3 初回=100.0% 3 270 【ヘソ】     <確変>3R=99.0% （ST=32回）

（ﾘﾕｰｽで再販） ハニー３　ＮＣＹ　 （ST=32） 0 回 1＆10 継続=100.0% 4 360 　　　　     <確変>10R=1.0% （「ST=32回」＋「時短=50回」）

2,700 50 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 900 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=90.0% （「ST=32回」＋「時短=50回」）

消化後 200 回 突入=100.0% 　　　　     <確変>10R=10.0% （「ST=32回」＋「時短=50回」）

時短数 295 回 継続=71.9%

　●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

12日

19日 マルホン Ｐ真シャカＲＵＳＨ　Ａ 1種2種混合 無 110.3 25.3 0 回 　1＆1＆4 初回=50.0% 3 330 【ヘソ】    <時短>直3R=50.0% （時短=小当りまで）

500 （ P真シャカRUSH Jr.117） ｃ時短 1 回 ＆3＆1＆11 継続=63.5% V1+下3 339 　　　　　　<時短>直3R=50.0% (時短=1回+残保留4回)

次 回 <実質> V1+下9 999 【電ﾁｭｰ】<時短>直3R=0.5% （時短=小当りまで※ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ復活）

消化後 300 回 突入=58.0%              <時短>直3R=21.0% （時短=小当りまで）

時短数 継続=83.0%              <時短>下V1+下3R=28.0% （時短=小当りまで）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （約物復活含）              <時短>下V1+下9R=14.0% （時短=小当りまで）

　●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）1/32.3 <役物成功＝約45%> 　           <通常>役物抽選＝36.5%（※Ｖ入賞で+3R当り）

Ｐ真シャカＲＵＳＨ　Ａ２ 1種2種混合 無 110.3 25.3 0 回 　1＆1＆5 初回=50.0% 3 330 【ヘソ】    <時短>直3R=50.0% （時短=小当りまで）

（ P真シャカRUSH Jr.117　Ａ２） ｃ時短 1 回 ＆3＆1＆11 継続=65.5% V1+下3 339 　　　　　　<時短>直3R=50.0% (時短=1回+残保留4回)

次 回 <実質> V1+下9 999 【電ﾁｭｰ】<時短>直3R=0.5% （時短=小当りまで※ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ復活）

突入=58.0%              <時短>直3R=21.0% （時短=小当りまで）

　●遊タイム＝非搭載 継続=84.3%              <時短>下V1+下3R=30.0% （時短=小当りまで）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （約物復活含）              <時短>下V1+下9R=14.0% （時短=小当りまで）

　●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）1/32.3 <役物成功＝約45%> 　           <通常>役物抽選＝34.5%（※Ｖ入賞で+3R当り）

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐめぞん一刻５　Ｈ１ＹＸ６ Ｖ確ＳＴ 無 99.9 68.9 確変中 100 回 　1＆1＆4＆8 初回=50.0% 2 200 【ヘソ】    <確変>2R=20.0%　・4R=25.0% ・10R=5.0% （電ｻﾎﾟST=100回）

2,000 （ST=100） 通常後 50 回 ＆1＆1＆1＆10 継続=100.0% 4 400               <通常>4R=50.0% （時短=50回）

２段階確変 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,000 【電ﾁｭｰ】（特図①）<確変>2R=20.0% （電ｻﾎﾟST=100回）※特①抽選継続

※電ﾁｭｰ=特① 突入=約66% 　　　　　　　　　 　　<確変>4R=25.0% ・10R=5.0%

※始動口=特② 継続=約78% 　　　　　　　　　　　　　　　（電ｻﾎﾟST=100回）※特②抽選（祝言確変）へ

　●遊タイム＝非搭載 ※上ＡＴ=1個 （残保留4回含）        　　　　　        <通常>4R=50.0% （時短=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※下ＡＴ=10個 【祝言】（特図②）<確変>4R=50.0% ・10R=50.0% （電ｻﾎﾟST=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＝未確認（出玉増加の無い小当りRUSH） ※ 【祝言確変】中は、特②抽選（祝言）継続。※「小当りRUSH」扱い。

26日

10

アタッカー性能(払出)

（※V1Rの入賞R含む）

10

<ｃ時短=1/2621.4>

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

確変中
70+α

10
120+α

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球

ＳＴ後

時短中
V 9
下10

【遊タイム】

<転落＝1/67>

（ﾍｿ当り=1/117.2）

（ｃ時短=1/1,875）

（※「V1R=9個」を含む）

RUSH突入
【遊タイム】

V 9
下10

（※「V1R=9個」を含む）

時短中（ﾍｿ当り=1/117.2）

（ｃ時短=1/1,875）



=3,030個（※残保留1回）


