
・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。）

【2021年　０４月】　機種一覧表 2021 年 3 月 24 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。 【2021年　４月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（4月） タイプ 状態 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

4日 高　尾 Ｐ　ＤＤ北斗の拳２　Ｓ５Ｄ Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 61 回 　2＆1＆5＆4 無 319.6 37.8 初回=50.0% 2 280 【ヘソ】    <確変>10R=50.0% （「ＳＴ=61回」+「時短=40回）

8,000 （ケンシロウ３１９Ver.） １+40 回 1＆15＆15 継続=100.0% 3 420               <通常>3R=50.0% （時短=61回）

        １+141 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 10 1,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=37.5% （「ＳＴ=61回」+「時短=40回）

2,000 時短中 61 回 ※上ｱﾀｯｶｰ=15個 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=12.5% （「ＳＴ=61回」+「時短=40回）

消化後 959 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=15個 継続=85.1% 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=50.0% （「ＳＴ=61回」+「時短=141回）

時短数 30 回              

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝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

銀　座 Ｐ甲鉄城のカバネリ　ＧＦＢ Ｖ確確変 確変中 0～50 回 　1＆1＆6＆3 無 319.69 51.3 初回=50.0% 1+短1 110+44 【ヘソ】    <確変>4R=50.0% （電ｻﾎﾟ=0回）（※小当RUSHへ）

（最短） 小当RUSH 通常後 50 回 1＆12 継続=100.0% 4 440               <通常>4R=50.0% （時短=50回）

5,000 RUSH中 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 （電ｻﾎﾟ中・特図①抽選で大当り時の比率）

消化後 949 回 ※右特図②＝1個 突入=50.0% 　　　　　　<確変>4R=50.0% （電ｻﾎﾟ=0回）（※小当RUSHへ）

時短数 1,200 回 ※右特①電ﾁｭｰ＝1個 継続=84%               <通常>4R=50.0% （時短=50回）

【小当りRUSH中】 （電ｻﾎﾟなし・特図２抽選）

　　　　　 <確変>2R=100.0%（時短0～50回）

<電ｻﾎﾟ>⇒0=5.0%・10=5.0%・20=5.0%・30=20.0%・40=30.0%・50=35.0%

【電ﾁｭｰ】 （電ｻﾎﾟあり・特図①抽選時の振分け出現率のイメージ）

　●「ダブルスタート」システム 　　　　　 <確変>4R=12.5%（時短10～50回）　・4R=13.2%（小当りRUSH）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし 　　　　　 <確変>大当りせずに「時短終了」⇒「小当りRUSH」へ=48.6%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.05              <通常>4R=25.7% （時短=50回）

Ｐ甲鉄城のカバネリ　ＧＥＥ Ｖ確確変 確変中 0～50 回 　1＆1＆6＆3 無 219.18 51.0 初回=50.0% 1+短1 90+36 【ヘソ】    <確変>4R=50.0% （電ｻﾎﾟ=0・10・20・30・40・50回）

小当RUSH 通常後 50 回 1＆10 継続=100.0% 4 360 <電ｻﾎﾟ>⇒0=1.4%・10=3.2%・20=3.2%・30=10.0%・40=15.2%・50=17.0%

RUSH中 ※ヘソ＝1個 <実質>               <通常>4R=50.0% （時短=50回）

消化後 649 回 ※右特図②＝1個 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 （電ｻﾎﾟ中・特図①抽選で大当り時の比率）

時短数 820 回 ※右特①電ﾁｭｰ＝1個 継続=80% 　　　　　　<確変>4R=50.0% （電ｻﾎﾟ=0回）（※小当RUSHへ）

              <通常>4R=50.0% （時短=50回）

【小当りRUSH中】 （電ｻﾎﾟなし・特図２抽選）

　　　　　 <確変>2R=100.0%（時短0～50回）

<電ｻﾎﾟ>⇒0=5.0%・10=5.0%・20=5.0%・30=20.0%・40=30.0%・50=35.0%

【電ﾁｭｰ】 （電ｻﾎﾟあり・特図①抽選時の振分けイメージ）

　●「ダブルスタート」システム 　　　　　 <確変>4R=12.5%（時短10～50回）　・4R=13.3%（小当りRUSH）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし 　　　　　 <確変>大当りせずに「時短終了」⇒「小当りRUSH」へ=48.4%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.05              <通常>4R=25.8% （時短=50回）
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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。 【2021年　４月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（4月） タイプ 状態 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

4日 大一商会 Ｐ中森明菜・歌姫伝説４ 確変ループ 確変中 次 回 　3＆3＆1＆3 無 319.68 39.96 初回=61.0% 特殊 2 112 【ヘソ】    <確変>2R=17.5%　・10R=43.5% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

10,000 ＬＭ－Ｔ　 通常後 100 回 1＆15 継続=61.0% 10 1,400               <通常>10R=39.0% （時短=100回）

　●通常時「エイトメモリー」 　●遊タイム＝非搭載 ※【ヘソスタート】は「特図①」＆［特図②」の合算比率となります。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=9.0%　・10R=52.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

　●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>10R=39.0% （時短=100回）

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐピンクレディー　Ｈ１ＹＺ３ 確変ループ 確変中 次 回 　1＆1＆2＆3 無 319.6 39.9 初回=60.0% 2 280 【ヘソ】    <確変>2R=11.0%　・10R=49.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

4,000 通常後 150 回 1＆15 継続=60.0% 10 1,400               <通常>10R=40.0% （時短=150回）

　●通常時「エイトメモリー」 　●遊タイム＝非搭載 ※ヘソ＝1個 【電ﾁｭｰ】 ＜特図①・特図②共通＞

　●特賞＝「左打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし

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

オッケー． ＰぱちんこＧＡＮＴＺ極　Ｍ３ Ｖ確ループ 30 回 　3＆1＆5＆3 無 319.98 114.0 初回=45.0% 2 280 【ヘソ】    <確変>2R=2.0% （電ｻﾎﾟ=30回）（※消化後、小当RUSHへ移行）

8,000 小当RUSH 0 回 ＆1＆15＆15 継続=70.0% 10 1,400 　　　　　  <確変>2R=38.0% （電ｻﾎﾟ無し・小当RUSH突入）

30 回 ※上ｱﾀｯｶｰ=15個 　　　　　  <確変>10R=5.0% （電ｻﾎﾟ無し・小当RUSH突入）

　●特賞＝「右打ち仕様」 0 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=15個               <通常>2R=55.0% （「時短30回=17.0%」・「時短0回=38.0%」）

　●「潜伏確変」＝なし 消化後 950 回 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=70.0% （電ｻﾎﾟ無し・小当RUSH継続）

　●「Ｒ変動」＝あり 時短数 100 回               <通常>2R=30.0% （時短=30回」）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝1/1.209（※小当RUSH） ※「小当RUSH」時は、「特図①電ﾁｭｰ」の開放が無い状態に。

ニューギン Ｐガールフレンド（仮） Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 100 回 　1＆1＆4＆6 無 199.80 62.59 初回=50.0% 4 400 【ヘソ】    <確変>4R=50.0% （ＳＴ電ｻﾎﾟ=100回）

3,000 Ｍ２－Ｋ　ＹＴ５００　 時短中 100 回 1＆11 継続=100.0% 10 1,000               <通常>4R=50.0% （時短=100回）

消化後 500 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0%　・10R=50.0% （全て、ＳＴ電ｻﾎﾟ=100回）

時短数 759 回 突入=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=80.0%

　●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

三洋物産 Ｐ大工の源さん　超韋駄天 1種2種混合 時短中 3 回 　3＆1＆4＆3 初回=50.1% 3 210 【ヘソ】    <時短>3R=49.9% （時短=3回+保留1回）

20,000 ＹＢＢ　 通常後 0 回 ＆1＆8＆8 無 通常時 高確時 継続=100.0% Ｖ1+2 210              <時短>9R=0.2% (時短=3回+保留1回）

※上Vｱﾀｯｶｰ=8個 129.51 2.15 <実質> Ｖ1+8 630               <通常>3R=49.9% (時短=0回+残保留0回)

　●遊タイム＝非搭載 ※下ｱﾀｯｶｰ=8個 突入=50.1% 【電ﾁｭｰ】 <時短>上V1R+下2R=90.0% （時短=3回+保留1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=91.8%              <時短>上V1R+下8R=10.0% （時短=3回+保留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①）1/65,536・（特図②）1/2.18 ※「電チュー残保留１個」により、時短回数は実質+1回

メーシー Ｐバジリスク２　ＡＢ Ｖ確ＳＴ 30 回 1＆1＆3＆6＆1 無 99.90 83.48 初回=90.0% 5 300 【ヘソ】    <確変>5R=89.0% （ＳＴ電ｻﾎﾟ=30回　※31～100回は潜確）

3,000 プラス時短 100 回 ＆1＆10＆10 継続=90.0% 10 600 　　　　　  <確変>10R=1.0% （ST電ｻﾎﾟ=100回＋時短=299回）

初回潜伏 ＳＴ後 299 回 <実質> RUB 2 120               <通常>5R=10.0% （時短=30回）

30 回 突入=90% RUB 4 240 【電ﾁｭｰ】 <確変>RUB2R=12.0%　・RUB4R=5.0%　・RUB6R=5.0%

100 回 継続=70% RUB 6 360 　　　　　　 <確変>RUB8R=3.0%　（[RUB2R～8R]は、ST電ｻﾎﾟ=100回）

消化後 299 回 RUB 8 480 　　　　　　 <確変>RUB10R=5.0% （ST電ｻﾎﾟ=100回＋時短=299回）

時短数 379 回 RUB 10 600 　　　　　　 <確変>10R=59.0% （ST電ｻﾎﾟ=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　 <確変>10R=1.0% （ST電ｻﾎﾟ=100回＋時短=299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＝なし               <通常>10R=10.0% （時短=100回）
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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。 【2021年　４月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（4月） タイプ 状態 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

11日

18日 京楽産業． Ｐぱちんこウルトラマンタロウ２ 1種2種混合 0 回 　1＆1＆9 設 初回=100.0% 2 280 【ヘソ】    <時短>2R=100.0% （時短=6回）

Ｋ６　 6 回 1＆4＆15＆15 通常時 合算 継続=81.0% 10 1,400 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=81.0% （時短=900回）

13,000 900 回 ※ヘソ＝1個 無 319.88 9.16 <実質>               <通常>10R=19.0% （時短=なし）

消化後 950 回 ※右他穴＝4個 突入=50.0% ※「電チュー保留＝なし」につき、「残保留」はありません。

時短数 900 回 継続=81.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝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）1/9.43

SANKYO Ｐフィーバー革命機 Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 70 回 　3＆1＆5 無 319.7 32.0 初回=50.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>3R=13.0% ・10R=25% （全て、ＳＴ電ｻﾎﾟ=70回）

10,000 ヴァルヴレイヴ２　Ｓ　 初回潜伏 潜確へ 8 回 1＆15 継続=94.0% 2 280 　　　　　  <確変>3R=12.0% （ST電ｻﾎﾟ=8回）（※残62回転は潜伏確変）

8 回 <実質> 4 560               <通常>3R=50.0% （「時短8回=11.0%」・「時短100回=39.0%」）

100 回 突入=50.0% 7 980 【潜伏中】 <確変>3R=25.0% ・10R=25% （全て、ＳＴ電ｻﾎﾟ=70回）

　●遊タイム＝非搭載 1万 回 継続=89.8% 10 1,400               <通常>3R=50.0% （時短=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり　●「Ｒ変動」＝あり 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=31.0% ・4R=25.0% ・7R=31.0% ・10R=7.0%

　●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               <通常>2R=2.0% ・4R=2.0% ・7R=2.0% （時短=10,000回）

サンスリー Ｐギンパラ夢幻カーニバル 1種2種混合 時短中 30 回 　1＆1＆3＆4 設 初回=100.0% 1+3 420 【ヘソ】    <時短>1+3R=46.0% （時短=30回） ・1+3R=3.0% （時短=80回）

[新枠] ＨＴＫ　 80 回 2＆1＆15 通常時 合算 継続=100.0% 1+5 700 　　　　　  <時短>1+5R=50.0% （時短=30回） ・1+9R=1.0% （時短=80回）

20,000 1万 回 ※Vｱﾀｯｶｰ=1個 無 319.7 49.5 <実質> 1+9 1,260 【電ﾁｭｰ】 <時短>1+3R=22.0% （時短=80回） ・1+3R=3.0% （時短=1万回）

　●遊タイム＝非搭載 ※下ｱﾀｯｶｰ=15個 突入=100.0% 　　　　　  <時短>1+9R=63.0% （時短=80回） ・1+9R=12.0% （時短=1万回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=84.7% ※電チュー保留4個により、時短回数は全て実質「+4回」となる。

　●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）1/58.6

藤　商事 ＰＡリング バースデイ 1種2種混合 40 回 　1＆1＆5 設 初回=100.0% 3 270 【ヘソ】    <時短>3R=99.0% （時短電ｻﾎﾟ=40回）

4,000  呪いの始まり　ＦＷＣ　 突破型 100 回 ＆7＆10＆10 通常時 合算 継続=100.0% 9 810 　　　　　  <時短>9R=1.0% （時短電ｻﾎﾟ=1,000回）

1,000 回 ※ヘソ＝1個 無 99.9 78.5 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=50.0% （時短100回=45.0%）・（時短1,100回=5.0%）

　●遊タイム＝非搭載 1,100 回 突入=100.0% 　　　　　  <時短>9R=50.0% （時短100回=35.0%）・（時短1,000回=10.0%）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=78.8% 　　　　　　　　　　　　　　　　　（「時短1,100回=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＝（特図②）1/366 ※電チュー保留4個により、時短回数は全て実質「+4回」となる。

25日

<東日本>

【遊タイム】

合算確率
10

（※右他穴入賞含まない）

10

アタッカー性能(MAX)

時短中

（※V入賞R出玉を含む）

メーカー 機種名
電サポ仕様

賞　球 備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

大当り確率(1/　)

合算確率

（※V1R出玉を含む）

合算確率

10

(ST=70回)

（※右他穴の純増出玉は、

10

（※V1R出玉を含まない）

時短中

「約=75個」となる。）

時短中


