
・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　１２月】　機種一覧表 2022　年 12 月 3 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　１２月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（12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 大一商会 ＰダイナマイトキングＥＸ 1種2種混合 無 189.7 17.6 0 回 　3＆1＆4 初回=100.0% 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R=100.0% （時短=255回＋残保留４回）

6,000 ＦＮ－Ｔ　 ｃ時短 255 回 1＆1＆15 継続=100.0% V1+下9 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （時短=255回＋残保留４回）

転落抽選 ｃ時短 1 回 ※ヘソ＝3個 <実質>

役物⇒ﾃﾞｼﾞ ※上ＡＴ=15個 突入=100.0% ※電チュー「保留４個」により、時短回数は実質「+4回」

　●遊タイム＝非搭載 ※下ＡＴ=1個 継続=81.0%

　●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＝（特図②）1/18.7

三洋物産 Ｐ聖闘士星矢５　超流星 1種2種混合 無 319.68 1.81 0 回 　3＆1＆4＆3 初回=53.2% 直 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=2.48% （時短=127回+残保留1回）

（新枠） ＨＴＣ１５　 1+1 回 ＆1＆15 継続=100.0% V1+2 450 　　　　　　<時短>10R=50.75% （時短=1回+残保留1回）

         （女神ゴールドVer.） 127+1 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1+9 1,500 　　　　　　<通常>3R=46.77 （時短=なし）

突入=53.2% ※【特図①小当りＶ】時は、V1R+9R=100.0% （時短=127回+残保1回）　

         継続=81.0% 【電ﾁｭｰ小当り】 <時短>V1+9R=4.5% （時短=127回+残保1回）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　　　　　<時短>V1+9R=95.5% （時短=1回+残保留1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【電ﾁｭｰ特図②】 <時短>V1+9R=100.0% （時短=127回+残保1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）1/1.82 ※電チュー「保留１個」により、時短回数は実質「+1回」

Ｐ聖闘士星矢５　超流星 1種2種混合 無 319.68 2.27 0 回 　3＆1＆4＆4 初回=60.2% 直 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=8.45% （時短=127回+残保留1回）

ＨＴＢ　 3+1 回 ＆1＆15 継続=100.0% V1+1 300 　　　　　　<時短>3R=51.75% （時短=3回+残保留1回）

（星矢ゴールドVer.） 127+1 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1+9 1,500 　　　　　　<通常>3R=39.8% （時短=なし）

突入=60.2% ※【特図①小当りＶ】時は、V1R+9R=100.0% （時短=127回+残保1回）　

継続=92.1% 【電ﾁｭｰ小当り】 <時短>V1+9R=19.5% （時短=127回+残保1回）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　　　　　<時短>V1+9R=80.5% （時短=3回+残保留1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【電ﾁｭｰ特図②】 <時短>V1+9R=100.0% （時短=127回+残保1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）1/2.29 ※電チュー「保留１個」により、時短回数は実質「+1回」

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐ銀河鉄道９９９ 1種2種混合 無 319.6 76.5 100 回 　3＆1＆4 初回=100.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=100.0% （時短=100回＋残保留４回）

7,000 ＮＪＨ１ＡＺ３　 10,000 回 ＆1＆15 継続=100.0% 特殊2 約 60 【電ﾁｭｰ】 <時短>特殊2R=24.0% （時短=10,000回＋残保留４回）

※ヘソ＝3個 <実質> 10 1,500 　　　　　　<時短>10R=76.0% （時短=100回＋残保留４回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=74.5% ※電チュー「保留４個」により、時短回数は実質「+4回」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=80.6%

　●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）1/100.6

ニューギン Ｐもっとあぶない刑事 1種2種混合 無 319.68 1.00 0 回 　2＆1＆4 初回=100.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=50.0% （普電時短Ａ=1回転）

3,000 Ｌ３－ＭＸ　 普電抽選式 1 回 ＆1＆15＆15 継続=81.0% 10 1,500 　　　　　　<時短>2R=50.0% （普電時短Ｂ=100回転）

     普電Ａ 1 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 【右普図】 <時短>10R=81.0% （普電時短Ａ=1回転）

普電Ｂ 100 回 ※右普電＝1個 突入=60.1%      　       <通常>10R=19.0% (時短=なし)

　●遊タイム＝非搭載 継続=81.0% ※電チュー開放確率は、（Ａ）1/1.00　（Ｂ）1/446

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー入賞（特図②）の確率は、常に「1/1.00」。

　●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）1/1.00

（※V1R=150個）
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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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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/　)

合算=1/318.13

電サポ仕様
賞　球

アタッカー性能(払出)

【小当り=1/304.8】

【ｃ時短=1/127.3】

【転落=1/55.8】 （残保留+4回）

時短中

時短中



※ 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　１２月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（12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. Ｐぱちんこアズールレーン Ｖ確確変 無 46.0 41.0 0 回 　1＆1＆3＆6 初回=8.2% 下中 2 84 ＜実質=「1/499.9」＞（「1/41」×「8.2%」突入状態として）

10,000 THE ANIMATION　ＭＣ２　 潜伏確変 次 回 ＆15＆14＆15 継続=100.0% 下2+右5 530 【ヘソ】    <時短>7（下2+右5）R=61.0% （電ｻﾎﾟ=86回転）

時短中 86 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 下2+右7 700      　      <通常>7（下2+右5）R=39.0% (時短=なし)

消化後 136 回 ※右入賞=15個 突入=61% 【電ﾁｭｰ】 <確変>9（下2+右7）R=33.2% （電ｻﾎﾟ=次回迄）

時短数 174 回 ※中下ＡＴ=14個 継続=90% 　　　　　　 <時短>9（下2+右7）R=66.8% （電ｻﾎﾟ=86回転）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり（=通常時）　●「Ｒ変動」＝あり ※右ＡＴ=15個 ※「時短=86回転」後は、「50回転（左打ち）」の引き戻しﾓｰﾄﾞに突入。

　●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 ※「時短=86回転」＋「50回転」後は、【遊タイム発動＝RUSH突入】

竹　屋 Ｐネオモンスターハウス Ｖ確確変 無 319.69 108.15 確変中 次 回 　3＆1＆7 初回=50.0% 4 540 【ヘソ】    <確変>4R=40.0% ・10R=10.0% （電ｻﾎﾟ=次回迄）

2,000 ＭＸＬ　 ｃ時短 時短中 100 回 ＆5＆15 継続=75.0% 10 1,350      　      <通常>4R=50.0% (時短=100回転)

※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=25.0% ・10R=50.0% （電ｻﾎﾟ=次回迄）

　●遊タイム＝非搭載 突入=61%      　      <通常>4R=25.0% (時短=100回転)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=82%

　●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 （時短引戻し含）

Ｐネオモンスターハウス Ｖ確確変 無 199.8 85.56 確変中 次 回 　3＆1＆7＆5 初回=25.0% 4 540 【ヘソ】    <確変>4R=20.0% ・10R=5.0% （電ｻﾎﾟ=次回迄）

ＬＭＬ　 ｃ時短 時短中 100 回 ＆5＆15 継続=69.0% 10 1,350      　      <通常>4R=75.0% (時短=100回転)

※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=31.0% ・10R=38.0% （電ｻﾎﾟ=次回迄）

　●遊タイム＝非搭載 突入=41%      　      <通常>4R=31.0% (時短=100回転)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=81%

　●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 （時短引戻し含）

11日

18日 ビスティ Ｐゴジラ対エヴァンゲリオン 1種2種混合 無 319.68 4.97 0 回 　1＆1＆5 初回=50.5% 7 1,050 【ヘソ】    <時短>10R=50.5% （「時短=255回」＋「残保留=4回」）

40,000 G細胞覚醒　Ｌ　 残保ｃ時短 1 回 1＆15 継続=100.0% V1+下9 1,500 　　　　　　<通常>7R=49.5% （時短=なし）

255 回 ※ヘソ=1個 <実質> 【電ｻﾎﾟ中】 <時短>10R=19.5% （「時短=255回」＋「残保留=4回」）

突入=50.5% 　　　　　　　<時短>10R=80.5% （「時短=1回」＋「残保留=4回」）

　●遊タイム＝非搭載 継続=81.0% 【残保中】  <時短>10R=約15% （「時短=255回」＋「残保留=4回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　<時短>10R=約62% （「時短=1回」＋「残保留=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）1/5.05 　　　　　　　<時短>ｃ時短0R=約23% （「時短=255回」＋「残保留=4回」）

サミー Ｐタイガー＆バニー　ＳＦＱＡ ２種 無 319.7 4.13 0 回 　1＆1＆3＆6 初回=55.0% 10 V1+下9 1,500 【ヘソ】    <時短>10R×3回=55.0% （＋残保留=2回転）

10,000 4 回 ＆1＆15 継続=81.0% 　　　　　　　　※「残保留=2回転」の引き戻し率は「42.5%」（特図②抽選）

255 回 <実質> 　　　　　　　　※「残保留=2回転」の引き戻し率後に、RUSH突入へ。

　●遊タイム＝非搭載 突入=23.4% 　　　　　　<通常>10R=45.0% （時短=なし）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=81.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （「時短=4回」＋「残保留2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）1/4.18 ※電チュー「保留２個」により、時短回数は実質「+2回」

ｻﾝｾｲR&D Ｐゴッドイーター荒神Ｖｅｒ 1種2種混合 無 319.68 1.298 0 回 　1＆2＆2＆5 初回=50.0% 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R=50.0% （時短=200回）※3,000個RUSH

5,000 ＲＡＹ３　 1 回 1＆15＆15 継続=100.0% V1+下9 1,500 　　　　　　<通常>10R=50.0% （時短=なし）

200 回 ※ヘソ=1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+下9R=20.2% （時短=200回）

※電ﾁｭｰ=2個 突入=50.0% 　　　　　　<時短>V1R+下9R=79.8% （時短=1回）

　●遊タイム＝非搭載 ※右VＡＴ=15個 継続=77.3% ※「時短=200回転」は、実質「10R+10R=3,000個」当りとなる。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下ＡＴ=15個 ※「電チュー保留０個」に変更。

　●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）1/1.303

25日

※【右ｱﾀｯｶｰ】は、「概ね
6個入賞」での算出。

【実質=1/499.9】 3
確変中

【遊タイム】

アタッカー性能(払出)
メーカー

【ｃ時短当=100回】

【ｃ時短=1/648.87】

【ｃ時短・回数=255回】

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

時短中
10

（※V1R=150個）

9

（残保留+1回）

【ｃ時短当=100回】

【ｃ時短=1/3855.5】

【残保ｃ時短=1/4.6】

機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球

（残保留+2回）

【合成確率=1/214】

【合成確率=1/190】

時短中

（※残保留時=1/3.8）

（※V1R=150個）

時短中
10

（※V1R=150個）

9

（残保留=０回）


