
・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　９月】　機種一覧表 2022　年 9 月 4 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　９月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（09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

4日 高　尾 Ｐ銭形平次３　Ｖ１Ｋ 1種2種混合 無 319.6 1.00 0 回 　2＆1＆6 初回=52.0% 3 450 【ヘソ】    <時短>3R=12.0% ・ 10R=40.0%（時短=100回）

6,000 100 回 ＆1＆15 継続=84.0% 10 1,500 　　　　　　<通常>3R=48.0% （時短=なし）

　●遊タイム＝非搭載 ※ヘソ＝2個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=27.0% ・ 10R=57.0%（時短=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 突入=52.0% 　　　　　　<通常>10R=16.0% （時短=なし）

　●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 継続=84.0% ※特図②電チュー「残保留＝０個」

ﾃﾞｨ･ﾗｲﾄ Ｐ犬夜叉２　ＦＭ－Ｎ 1種2種混合 無 319.7 5.7 0 回 　1＆1＆3 初回=14.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=14.0% （時短=1回+残保留4回）

5,000 1 回 ＆1＆1＆15 継続=100.0% V1+下3 450 　　　　　　<通常>2R=86.0% （時短=なし）

※ヘソ＝1個 <実質> V1+下9 1,350 ※【特図①小当り（1/99.9）】時は、全て「V1+3R」（時短=1回+残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 ※上VAT＝個 突入=52.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1+9R=100.0% （時短=1回+残保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下AT＝15個 継続=79.0% ※【特図②小当り】時は、「V1+3R=40.0%」・「V1+9R=60.0%」。

　●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＝（特図②）1/5.7 ※電チュー「保留4個」により、時短回数は実質「+4回」

SANKYO Ｐフィーバー戦姫絶唱 1種2種混合 無 199.8 7.8 1+4 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 上 6 378 【ヘソ】    <確変>上6R=74.0% （時短=1+残保留4回）

20,000 シンフォギア　黄金絶唱　Ｎ　 ｃ時短 7+4 回 ＆1＆9＆15 継続=100.0% 下 10 1,500 　　　　　　<時短>上6R=25.5% （時短=7回+残保留4回）

250+4 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1+上3 339 　　　　　　<時短>下10R=0.5% （時短=250回+残保留4回）

※上AT＝9個 突入=63.0% V1+下5 900 【電ﾁｭｰ】 （※最終決戦・シンフォギアチャンス黄金）

※下AT＝15個 継続=82.0% V1+下6 1,050 　　　　　　<時短>[V1+3,V1+5,V1+6]=50.0% （時短=7回+残保留4回）

V1+下9 1,500 　　　　　　<時短>V1+9R=47.5% （時短=7回+残保留4回）

　　　　　　<時短>V1+9R=2.5% （時短=250回+残保留4回）

【電ﾁｭｰ】 （※７０億の絶唱ＦＥＶＥＲ）

　　　　　　<時短>[V1+3,V1+5,V1+6]=30.0% （時短=7回+残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>[V1+3,V1+5,V1+6]=20.0% （時短=250回+残保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>V1+9R=50.0% （時短=250回+残保留4回）

　●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）1/8.22 ※電チュー「保留4個」により、時短回数は実質「+4回」

ＪＦＪ Ｐシンデレラブレイド　ＪＱＸ 1種2種混合 無 14.7 1.075 0 回 　1＆1＆5 初回=2.1% 下 3 下 2 18 【ヘソ】    <時短>下2R=2.1% （時短=1回+残保留2回）

5,000 初回突破型 1 回 ＆1＆3＆7 継続=100.0% 右 10 右 2 140 　　　　　　<通常>下2R=97.9% （時短＝なし）

消化後 36 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>右2R=15.7% （時短=1回+残保留2回）

時短数 1 回 ※下AT＝3個 初回=40.0% 　　　　　　<時短>右2R=79.6% （時短=0or1回+残保留2回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※右AT＝7個 継続=97.0% 　　　　　　<通常>右2R=4.7% （時短=0回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝２個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝1/1.075

メーシー Ｐ桜花忍法帖　ＳＡ フルＳＴ 無 99.9 71.24 ＳＴ中 50 回 　3＆1＆5＆3 初回=100.0% 上 3 300 【ヘソ】    <確変>上3R=99.0%（ＳＴ電サポ=50回）

3,000 0 回 1＆1＆10＆15 継続=100.0% 上 5 500               <確変>下10R=1.0%（電サポ「ST=50回」+「時短9,950回」）

　●遊タイム＝非搭載 9,950 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 下 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <確変>上3R=50.0% （電サポ「50回=45%」・「10,000回=5%」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※上AT＝10個 突入=100.0% 　　　　　　 <確変>上5R=25.0% （電サポ「50回=20%」・「10,000回=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＝なし ※下AT＝15個 継続=67.9% 　　　　　　 <確変>下10R=25.0% （電サポ「ST=50回」+「時短9,950回」）

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
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球
アタッカー性能(払出)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

時短中

（※下V1Rを含む）

上7c
下10c

時短中 10

【遊タイム】

（※特図②残保留時）

ｃ時短確率=1/419.6

（※実質確率=141.1）

（ST=50回転）
ST後

10

（※V1Rを含む）

時短中

（※役物確率=1/3.5）

10

（※V1Rを含まない）

時短中
（※特図①小当り=1/99.9）

ｃ時短当選=250時短



※ 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　９月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（09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

4日 オッケー． ＰＡぱちんこキン肉マン３ 1種2種混合 無 99.9 1.00 普図抽選 84 回 　3＆1＆4＆5 初回=0.2% V1+2 170 【ヘソ】    <時短>1+2R=99.8% （普図抽選=84回）

5,000 特盛ミートバージョン　ＭＪ１　 初回突破型 100 回 ＆1＆1＆8 継続=95.0% V1+8 650 　　　　　　<時短>1+2R=0.2% （時短=100回）

0 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 【普図抽選】<時短>V1+2R=77.0% （時短=100回）

※上ＶAT＝1個 突入=50.0% 　　　　　　　 <時短>V1+8R=13.0% （時短=100回）

※下AT＝8個 継続1=90% 　　　　　　 　<通常>1+2R=10.0% （時短=0回）

消化後 299 回 継続2=95% 【上位RUSH】  （※RUSH中の「約3.4%」で、上位RUSH突入）

時短数 100 回 　　　　　　　 <時短>V1+2R=82.0% （時短=100回）

　　　　　　　 <時短>V1+8R=13.0% （時短=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　 　　<通常>1+2R=5.0% （時短=0回）

　●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 ※上位「95%継続」から、下位「90%継続」へのダウンは無い。

ソフィア Ｐモモキュンソード閃撃 　GCA1種2種混合 無 99.9 9.26 1+4 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 上直 3 216 【ヘソ】    <時短>直上3R=97.0% （時短=1回+保留4回）

（西陣） 16+4 回 ＆2＆3＆9 継続=100.0% 上直 9 648 【ヘソ】    <時短>直上9R=3.0% （時短=16回+保留4回）

1,000 消化後 299 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 下V1+3 246 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+3R=80.0% （時短=16回+保留4回）

時短数 250 回 ※下VAT=3個 突入=44.9% 下V1+6 462 【ヘソ】    <時短>V1R+6R=10.0% （時短=16回+保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※上AT=9個 継続=89.8% 下V1+9 678 【ヘソ】    <時短>V1R+9R=10.0%  （時短=16回+保留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）1/10.21 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

ビスティ Ｐ宇宙戦艦ヤマト２２０２　ｂＨ Ｖ確ＳＴ 無 99.9 52.4 ＳＴ中 120 回 　3＆1＆3＆5 初回=20.0% 2 200 【ヘソ】    <確変>2R=10.0% （ST電ｻﾎﾟ=120回）

3,000 0 回 1＆10 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　　<確変>2R=5.0%　・10R=5.0%

　●遊タイム＝非搭載 9,880 回 ※ヘソ=3個 <実質> 　　　　　　　　　　 （「ST電ｻﾎﾟ=120回」＋「時短9,880回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 時短中 50 回 突入=53.5% 　　　　　　<通常>2R=80.0% （時短=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＝なし 継続=90.1% 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=95.0% ・10R=5.0% （ST電ｻﾎﾟ=120回）

三洋物産 ＰＡ元祖大工の源さん２ 確変ループ 無 89.8 39.9 確変中 10,000 回 　3＆1＆4 突入=33.3% 4 440 【ヘソ】    <確変>4R=31.3% ・10R=2.0%（全て、Vｽﾄｯｸ×2回）

10,000 JBB　 ２回ループ 時短中 25 回 ＆1＆11 継続=100.0% 10 1,100 　　　　　　<通常>4R=66.7% （時短=25回）

※ヘソ=3個 【Vｽﾄｯｸ×2回時】（※電ﾁｭｰ＝特図①抽選）

※特図2入賞=1個 　　　　　　 <確変>4R=31.3% ・10R=2.0%（全て、Vｽﾄｯｸ×2回）

　　　　　　 <確変>4R=66.7% （Vｽﾄｯｸ×1回）

　●遊タイム＝非搭載 【Vｽﾄｯｸ×1回時】（※電ﾁｭｰ＝特図②抽選）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　 <確変>4R=31.3% ・10R=2.0%（全て、Vｽﾄｯｸ×2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）1/1.03 　　　　　 　<通常>4R=66.7% （時短=25回）

ｻﾝｾｲR&D Ｐ牙狼ＭＵＳＥＵＭ　－ＭＡ 確変ループ ① 319.68 68.62 次 回 　1＆1＆1＆4 初回=17.1% 3 450 【通常時】 <確変>10R=12.5%（電ｻﾎﾟ=次回）※魔戒チャンス

3,000 潜伏確変 ② 195.04 41.84 潜伏 ＆3＆15 継続=17.1% 10 1,500 　　　　　　<確変>3R=2.3% ・10R=2.3% （潜伏確変）（※潜伏継続）

（潜伏継続） ③ 187.24 40.20 0 回 ※ヘソ＝1&1個 　　　　　　<通常>3R=47.7% ・10R=35.2% （時短=なし）

④ 169.78 36.44 10,000 回 【魔戒チャンス中】 （※電ｻﾎﾟあり確変中）

⑤ 159.84 34.31 　　　　　　<確変>3R=2.3% ・10R=14.8% （電ｻﾎﾟ=次回）※魔戒チャンス

　●遊タイム＝非搭載 ⑤ 149.62 32.12 　　　　　　<通常>3R=47.7% ・10R=35.2% （時短=10,000回）※GAROAD

　●通常時「８個保留」 【GAROAD中】（※電ｻﾎﾟ=10,000回時短中）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり　●「Ｒ変動」＝なし 　　　　　　<確変>3R=2.3% ・10R=14.8%（電ｻﾎﾟ=次回）※魔戒チャンス

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝なし 　　　　　　<通常>3R=47.7% ・10R=35.2% （時短=なし）

10

（※「V1R=10個」含む）

【遊タイム】

アタッカー性能(払出)
メーカー 機種名

大当り確率(1/　) 電サポ仕様
賞　球

【遊タイム】

（※普図=1/121.5）
時短

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

10

通常後

時短中 上8

下V10
+上8

（※下V1R「30個」含む）

確変中

10

ＳＴ後
（高確ST=120回）

10



※ 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　９月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（09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

11日

18日 豊丸産業 ＰＡ華牌ＲＲ with　清水あいり 1種2種混合 無 99.9 14.4 5+4 回 　1＆1＆4 初回=100.0% 下 3 120 【ヘソ】    <時短>下3R=50.0% ・下5R=30.0% ・下7R=10.0% ・下10R=5.0%

800 Ｖ２　　 18+4 回 ＆3＆4＆6 継続=100.0% 下 5 200 　　　　　　　　　　　（電サポ時短=「5回+残保留4回）

（１５０de遊タイム） 320+4 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 下 7 280 【ヘソ】    <時短>下10R=5.0% （電サポ時短=「320回+残保留4回）

消化後 150 回 ※下子AT=4個 突入=50% 下10 400 【電ﾁｭｰ】 <時短>上3R=30.0% ・上5R=10.0% ・上7R=10.0% ・上10R=45.0%

時短数 320 回 ※上親AT=6個 継続=81% 上 3 180 　　　　　　　　　　　（電サポ時短=「18回+残保留4回）

上 5 300 【ヘソ】    <時短>上10R=5.0% （電サポ時短=「320回+残保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 上 7 420 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+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）1/10.21 上10 600

ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐ野生の王国５　Ｍ２－Ｋ フルＳＴ 無 199.8 39.45 ＳＴ中 50 回 　2＆2＆1＆5 初回=100.0% 3 324 【ヘソ】    <確変>3R=45.0% ・5R=25.0% ・10R=30.0%

2,000 　ＹＴ５９６Ｃ　 ｃ時短 ｃ時短 759 回 1＆12 継続=100.0% 5 540 　　　　　　　　　　　（全て、「電サポＳＴ=50回転」＋「残保留4回）

（+759回転） ※ヘソ=2&2個 <実質> 10 1,080 【電ﾁｭｰ】  <確変>3R=20.0% ・5R=30.0% ・10R=50.0%

消化後 596 回 突入=75.0% 　　　　　　　　　　　（全て、「電サポＳＴ=50回転」＋「残保留4回）

　●通常時保留＝「エイトメモリー」 時短数 759 回 継続=75.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり（残保留４回転のみ）　●「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

（ｃ時短=1/8,192）

9（ST=54回転）

【遊タイム】

（新基準時短）

大当り確率(1/　) 電サポ仕様
賞　球メーカー 機種名

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

時短数

時短中 特図①
下10

【遊タイム】

特図②
上10

（新基準時短）


