
・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。）

【2020年　0８月】　機種一覧表 2020 年 7 月 30 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。 【2020年　08月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 確変突入率

（8月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

2日 ＪＦＪ Ｐ遠山の金さん２ 確変ﾙｰﾌﾟ 確変中 次回迄 　1＆1＆2 無 256.0 59.0 55.0% 2 208 【特図①・特図②共通】

遠山桜と華の密偵　ＪＵＤ 100回 ＆2＆14 10 1,040              <確変> 2R=5.0% （電ｻﾎﾟ） ・10R=50.0% （電ｻﾎﾟ）

【延長時短】 200回 ※ヘソ賞球＝1個              <通常> 10R=45.0%

300回 （時短100回=42.0%　・時短200回=2.0%　・時短300回=1.0%）　

遊ﾀｲﾑ 971回 　●特賞＝「通常打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし

　●「通常４個メモリー」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝なし

サミー Ｐエウレカセブン ハイエボゼロ V確ＳＴ ＳＴ中 150回 　3＆1＆3 無 199.8 94.2 初回=1.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>10R=1.0% (ST電ｻﾎﾟ=150回)

ＳＥＪＤ　 突破型 通常後 100回 ＆1＆15 継続=100.0% 7 980 　           <通常>3R=99.0% (時短=100回)

遊ﾀｲﾑ 100回 ※ヘソ賞球＝3個 (ST=150) 10 1,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=25.0% (ST=150回) ・7R=15.0% (ST=150回)

              <確変>10R=60.0% (ST=150回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

京楽産業． ＰＡぱちんこ新必殺仕置人 V確ＳＴ ＳＴ中 120回 　3＆1＆2 無 99.9 86.3 初回=1.0% 下 3 270 【ヘソ】    <確変>3R=1.0% (ST電ｻﾎﾟ=120回)

ＴＵＲＢＯ－Ａ８　 突破型 ＳＴ後 50回 ＆2＆10＆10 継続=99.0% V1R+2 270 　           <通常>3R=99.0% (時短=40回)

40回 (ST=120) V1R+9 900 【電ﾁｭｰ】 <確変>V1R+2R=33.0% (ST=120回)

【延長時短】 279回               <確変>V1R+2R=16.5% (ST=120回＋時短=50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 遊ﾀｲﾑ 379回               <確変>V1R+9R=33.0% (ST=120回)

　●「潜伏確変」＝なし               <確変>V1R+9R=16.5% (ST=120回＋時短=50回)

 ●「Ｒ変動」＝あり　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし 　           <通常>3R=0.5% (時短=279回) ・10R=0.5% (時短=279回)

ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐダンガンロンパ　Ｍ６－Ｖ１ V確確変 確変中 100+α 　1＆1＆8 無 229.95 73.71 初回=50.0% 4 520 【ヘソ】    <確変>4R=50.0% (電ｻﾎﾟ=100回＋α回)

転落抽選 通常後 100回 ＆3＆14 継続=100.0% 10 1,300 　           <通常>4R=50.0% (時短=100回)

※ヘソ賞球＝1個 （転落抽選=1/200.41） 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0% ・10R=50.0%  (全て、電ｻﾎﾟ=100回＋α回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり （RUSH継続=合算約79%） ※（電ｻﾎﾟ100回+α回）は、100回転後、転落当選迄電ｻﾎﾟ継続

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

西　陣 Ｐおばけらんど怪　ＧＬ（ＧＬＳ） V確ＳＴ ＳＴ中 55回 　1＆2＆6 無 99.90 24.89 初回=30.0% 3 180 【ヘソ】    <確変>5R=30.0% (ST電ｻﾎﾟ=55回)

（ソフィア） 　（※旧枠「威吹」＝ＧＬ） 通常後 25回 ＆5＆7 継続=100.0% 5 300 　           <通常>5R=70.0% (時短=25回)

(ﾘﾕｰｽ含) 　（※新枠「戦舞」=ＧＬＳ） ※ヘソ賞球＝1個 (ST=55) 10 600 【電ﾁｭｰ】<確変>3R=70.0% ・5R=25.0% ・10R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ⇒（※全て「ST電ｻﾎﾟ=55回」付き）

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし
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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。 【2020年　08月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 確変突入率

（8月） タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

16日 メーシー Ｐアナザーゴッドハーデス２ 1種2種混 40回 　3＆1＆5 無 199.8 合算 100.0% 直 下4 480 【ヘソ】    <時短>直4R=99.0%(時短=40回） ・直10R=1.0%（時短=100回)

ＳＣ　（ザ・ワールド）　 突破型 100回 ＆3＆13＆13 61.3 直 下10 1,200 【電ﾁｭｰ】<時短>V1+下3R（or直4）=45.0% （時短=100回）

　●ダブルスタートシステム ※下、右Ｖ役物=13個 （時短40回突破率） V1+下3 480              <時短>V1+下6R（or直7）=30.0% （時短=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　　　　　　　 （=51.5%） V1+下6 840              <時短>V1+下9R（or直10）=25.0% （時短=100回）

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率=1/88.5（特図②） V1+下9 1,200 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

マルホン Ｐ鳳凰∞　ＬＭ 1種2種混 フル 0回 　3＆1＆5 197.4 小当り 初回=70.0% 上 2 220 【ヘソ】      <時短>上2R=70.0% (時短=99+4回)

(ﾘﾕｰｽ含) ＆4＆1＆12 1.0 継続=76.0% V1+上2 220                <通常>上2R=30.0% (時短=0回)

※下Ｖ役物=1個 （ｸﾙｰﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ成功で V1+上9 990 【電ﾁｭｰV】<時短>下V1R+上2R=38.0% (時短=99+4回)

※上ｱﾀｯｶｰ=12個 　＋約7.2%） 下 9 下V1 0                <時短>下V1R+上9=38.0% (時短=99+4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 合算継続率=約83%                <通常>下1R=24.0% (時短0回)⇒「ｸﾙｰﾝﾁｬﾚﾝｼ」ﾞへ

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝約1/1.0（電ﾁｭｰ） ※<通常>下１R時、ｸﾙｰﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ成功⇒9R・失敗⇒下1R（0個）に。

西　陣 Ｐツインループ花満開　ＧＬＡ 1種2種混 0回 　1＆1＆6＆8 無 99.9 合算 初回=50.0% 上 4 360 【ヘソ】     <時短>上4R=40.0% (時短=1回) ・上9R=10.0% (時短=1回)

（ソフィア） ２回ﾙｰﾌﾟ 1回 ＆4＆10＆10 1.0 継続(1)=100% 上 9 810               <通常>上4R=50.0% (時短=0回)

(ﾘﾕｰｽ含) ※ヘソ賞球＝1個 継続(2)=38% V1+上3 360 【電ﾁｭｰ】 <時短>下V1R+上3R=27.0% (時短=1回)

※上、下Ｖ役物=10個 V1+上8 810               <時短>下V1R+上8R=11.0% (時短=1回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり               <通常>下V1R+上3R=62.0% (時短=0回)

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝約1/1.003（電ﾁｭｰ） ※電チュー保留1個により、時短回数は実質+1回⇒【２回ループ】

ｻﾝｾｲR&D ＰＡ　Ｇ１　ＤＲＥＡＭ駿　ＮＵ Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 80回 　3＆1＆2＆3 無 99.90 54.84 初回=0.0% 3 231 【ヘソ】　　<確変>0%

突破型 通常後 50回 ＆1＆12 継続=100.0% 10 770         　    <通常>3R=100.0% (時短=50回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり (ST=80) 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=30.0% (ST=80回) ・10R=70.0% (ST=80回)

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

SANKYO ＰＡフィーバーアクエリオン６ V確ST ＳＴ中 100回 　1＆1＆5 無 89.9 72.9 初回=5.0% 3 270 【ヘソ】    <確変>3R=5.0% (ST電ｻﾎﾟ=100回)

(ﾘﾕｰｽ含) 　ｂＹ　 突破型 30回 ＆3＆10 継続=100.0% 5 450              <通常>3R=95.0%

50回 ※ヘソ賞球＝1個 (ST=100) 7 630 (※時短30回=75.0% ・時短50回=19.0% ・時短100回=1.0%)　

100回 10 900 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=50.0% ・5R=5.0% ・7R=5.0% ・10R=40.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 遊ﾀｲﾑ 341回 　　　　　　　　　　（※全て【ST電ｻﾎﾟ=100回】）

　●「潜伏確変」＝なし

　 ●「Ｒ変動」＝あり　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

高　尾 Ｐクイーンズブレイド３　Ｓ１Ｇ V確ST ＳＴ中 50回 　1＆1＆5 ① 99.9 37.0 初回=50.5% 3 243 【ヘソ】    <確変>3R=49.5% （ST=50回）　・7R=1.0% （ST=50回）

(ﾘﾕｰｽ含) （ナナエルＶｅｒ．） 通常後 30回 ＆1＆10 ② *** *** 継続=100.0% 7 567              <通常>3R=49.5% (時短=30回)

※ヘソ賞球＝1個 ③ 96.5 35.7 (ST=50) JUB 2 162 【電ﾁｭｰ】 <確変>7R=30.0%（ST=50回）

④ *** *** JUB 4 324               <確変>JUB2R=20.0% ・JUB4R=20.0% JUB6R=10.0%

⑤ *** *** JUB 6 486               <確変>JUB8R=10.0% ・JUB10R=10.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ⑥ 94.0 34.9 JUB 8 648 　　　　　　　　　　（※全て【ST電ｻﾎﾟ=50回】）

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし JUB 10 810
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