
・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　０６月】　機種一覧表 2021 年 6 月 1 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　６月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（6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

6日 ｻﾝｾｲR&D Ｐ牙狼ＭＡＸＸ－ＭＣ 1種2種混合 0 回 　3＆1＆5＆3 設 通常時 合算 初回=50.0% 3 420 【ヘソ】    <時短>3R=50.0% （時短電ｻﾎﾟ=200回）

<最短> 35,000 （Ｐ牙狼月虹ノ旅人） 200 回 1＆15 無 319.68 1.08 継続=81.0% 10 1,400               <通常>3R=50.0% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

消化後 950 回 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=81.0% （時短電ｻﾎﾟ=200回）

時短数 200 回               <通常>10R=19.0% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー保留０個により、「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）1/1.12

メーシー Ｐ桜花忍法帖　ＭＤ フルＳＴ ＳＴ中 100 回 　1＆1＆9＆7 設 通常時 高確率 初回=100.0% 上 3 420 【ヘソ】    <確変>3R=40.0% ・5R=30.0% ・10R=30.0%

7,000 潜伏確変 0 回 1＆1＆15＆14 無 319.69 87.96 継続=100.0% 上 5 700 　　　　（全て、ST電ｻﾎﾟ=100回）（※ST残20回転は、特図②小当RUSH）

小当RUSH 9,880 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 上 10 1,400 【電ﾁｭｰ】<確変>3R=40.0% ・5R=30.0% ・10R=30.0%

小当り 20 回 ※上ｱﾀｯｶｰ=15個 突入=100.0% 　　　　（全て、ST電ｻﾎﾟ=100回）（※ST残20回転は、特図②小当RUSH）

　●遊タイム＝非搭載 ※下小当りｱﾀｯｶｰ=14個 継続=74.6% 4 下 2 104 ※右上「電チュー」は、特図①の抽選（100回転）となります。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※小当りRUSH中は「特図②抽選」。

　●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）1/1.06 　⇒大当りは「下2R=100% （「ST=120回」＋「時短=9,880回」）

SANKYO Ｐフィーバーゴルゴ１３－２ 1種2種混合 0 回 　3＆1＆5 設 通常時 合算 初回=50.0% 3 270 【ヘソ】    <時短>3R=50.0% （時短=4回＋保留1回）

4,000 4 回 ＆1＆10 無 199.8 2.47 継続=100.0% 10 900 　　　　　　<通常>3R=50.0% （時短=0回＋保留0回）

消化後 599 回 ※ヘソ賞球＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=90.0% （時短=4回＋保留1回）

          時短数 250 回 突入=50.0% 　　　　　　<時短>10R=10.0% （時短=4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=92.5% ※電チュー「保留１個」により、時短回数は、全て実質「+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）1/2.50

ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐビビオペ　Ｍ－Ｋ　ＹＴ５９９ Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 130 回 　2＆1＆3＆2 設 通常時 高確率 初回=50.0% 4 520 【ヘソ】    <確変>7R=50.0% （ST電ｻﾎﾟ=130回）

5,000 時短中 100 回 2＆14 無 219.91 95.39 継続=100.0% 7 910 　　　　　　<通常>7R=50.0% （時短=100回）

消化後 599 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 10 1,300 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0% （ST電ｻﾎﾟ=130回）

時短数 800 回 ※右入賞＝2個 突入=50.0% 　　　　　　<確変>10R=50.0% （ST電ｻﾎﾟ=130回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=74.6%

　●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＝なし

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐ戦国乙女６　Ｍ９ＡＵ１Ｙ 1種2種混合 25 回 　3＆1＆4 設 合算 合算 初回=100.0% 2 180 【ヘソ】    <時短>4R=98.0% （時短電ｻﾎﾟ=25回+4回）

4,000 71 回 1＆10 無 99.9 51.5 継続=100.0% 4 360 　　　　　　<時短>4R=1.0% （時短電ｻﾎﾟ=71回+4回）

消化後 777 回 （通常） （高確） <実質> 10 900 　　　　　　<時短>10R=1.0% （時短電ｻﾎﾟ=71回+4回）

時短数 171 回 <大当> 299.2 299.2 突入=100.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>2R=17.2% ・4R=41.4% ･10R=41.4%

<小当> 149.9 62.2 継続=77.0% 　　　　　　　　　（全て、時短電ｻﾎﾟ=71回+4回）※2R直当り含む合算値

　●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＝（特図①）1/149.9　（特図②）1/62.2 ※電チュー保留４個により、時短回数は、全て実質「+4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
電サポ仕様
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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　６月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（6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

6日 ｴｰｽ電研 Ｐ結城友奈は勇者である 1種2種混 0 回 　1＆1＆5 設 通常時 高確率 初回=40.0% 7 280 【ヘソ】     <時短>7R=40.0% (時短=1回＋保留1個　※2回ﾙｰﾌﾟ)

600 ＧＣ２５０Ｂａ　　 ２回ﾙｰﾌﾟ 1 回 ＆6＆6＆5＆5 無 88.8 1.0 継続(1)=100% 10 400               <通常>7R=60.0% (時短=0回)

消化後 250 回 ※ヘソ＝1個 継続(2)=50% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=50.0% (時短=1回＋保留1個　※2回ﾙｰﾌﾟ)

時短数 1 回 ※上下ｱﾀｯｶｰ＝5個 <実質>               <通常>10R=50.0% (時短=0回＋保留1個　※あと1回確定)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 継続=83.0% ※【２回ループ】⇒「時短1回転・小当り=1/1」＋「電チュー残保留=1個。

　●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）約1/1.0

高　尾 Ｐ閃乱カグラ２　Ｖ３Ａ 1種2種混 1 回 　2＆1＆1＆5 設 通常時 合算 初回=100.0% 上 5 350 【ヘソ】    <時短>直上5R=99.5% (時短=1回＋保留4回)

(ﾘﾕｰｽ含) 7 回 ＆4＆8＆8 無 99.9 9.1 継続=100.0% 下 4 280              <時短>直下10R=0.5% (時短=181回＋保留4回)

1,000 181 回 ※ヘソ賞球＝2個 <実質> 下 7 490 【電ﾁｭｰ】<時短>下4R=44.5%  (時短=7回＋保留4回)

1,000 消化後 299 回 ※上ｱﾀｯｶｰ=8個 突入=44.4% 下 10 700              <時短>下7R=0.9%  (時短=7回＋保留4回)

時短数 181 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=8個 継続=75.7%              <時短>下10R=41.8%  (時短=7回＋保留4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり              <時短>下10R=12.8%  (時短=181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）1/10.0 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

高　尾 Ｐハイスクールオブザデッド２ 1種2種混 0 回 　2＆1＆3＆4 設 通常時 実測値 初回=50.5% 直上  5 300 【ヘソ】    <時短>直5R=50.5% (時短電ｻﾎﾟ=128回)

(ﾘﾕｰｽ含) Ｎ３Ａ　 128 回 ＆1＆1＆7 無 88.6 5.3 継続=75.0% 直上  8 480 　           <通常>直8R=49.5% (電ｻﾎﾟ=0回)

1,000 消化後 222 回 ※ヘソ賞球＝2個 V1+ 3 180 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1+3R=24.0% ・V1+9R=51.0% (時短電ｻﾎﾟ=128回)

時短数 128 回 ※V役ｱﾀｯｶｰ=1個 V1+ 9 540 　           <通常>V1+3R=25.0% (電ｻﾎﾟ=0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ※ｱﾀｯｶｰ=7個 ※特図②の「電チュー保留」は無し。

　●「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）約1/1.00

豊丸産業 ＰＡ ＳＵＰＥＲ電役ナナシー 電役タイプ 特賞後 なし 　0&2＆2＆4＆ 設 通常時 右ｽﾀｰﾄ 初回=100.0% 4 1 56 【ヘソ】    <時短>右1ｾｯﾄ大当り=100.0%

4,000 ＳＰＥＣＩＡＬ　３ＶＶ　 2＆15＆3＆6 無 66.6 58.9 継続=100.0% 4 4 32 ※大当り中の【連ﾁｬﾝ引き戻し】は、「右ｽﾙｰ＝16.5回転」の連ﾁｬﾝ率

※ﾍｿ通過=０個 <実質> 7 16 560 ※【連ﾁｬﾝ時】は、「右上普図ｱﾀｯｶｰの開放」となる。

　●遊タイム＝非搭載 継続=約25% 648 　⇒「１回ﾛﾝｸﾞ開放=70%」 ・「ｼｮｰﾄ連続開放=30%」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし （16.5回抽選）

　●保留「ヘソ＝４個」・「右スルー＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）約1/1.0

サミー Ｐ超ハネ獣王　ＳＭＡ 1種2種混合 時短中 300 回 　3＆1＆4＆5 設 ﾊﾈ開放 高確率 初回=50.0% 上 5 1or3 実 2 【ヘソ】    <時短>実下1R=50.0% （時短=300回）

500 ﾊﾈﾓﾉﾀｲﾌﾟ 1＆2＆2＆14 無 9.99 1.00 継続=100.0% 実下 1 117 　　　　　　<通常>実下8R=50.0% （時短=0回＋保留0回）

　●遊タイム＝非搭載 ４回リミット ※ｽﾀｰﾄ=3個 （ﾘﾐｯﾄ4回） 実下 8 936 【電ﾁｭｰ】 <時短>実下8R=100.0% （時短=300回＋保留1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし ※ハネ=2個 ※【ﾘﾐｯﾄ時】電チュー「保留１個」により、ﾘﾐｯﾄ時「+1回」ハネ開放。

　●「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①）1/149.9　（特図②）1/62.2※【引き戻し時】は、「下8R×4回」の１ｾｯﾄ確定となる。

13日 マルホン Ｐ天龍∞２ 1種2種混合 時短中 1+4 回 　15＆3＆15＆15 設 通常時 高確率 初回=100.0% V10 1 110 【始動口】   <時短>V1R+上9R=100.0% （残ﾒﾓﾘｰ=４個）

4,000 役物一発系 ＆3＆12＆15 無 1.00 1.00 継続=100.0% 上 8 10 1,120 【残ﾒﾓﾘｰ】  <時短>上10R=100.0% （残ﾒﾓﾘｰ分の連チャン確定）

5回ﾘﾐｯﾄ ※ｽﾀｰﾄ=15個 （ﾘﾐｯﾄ5回） 5,580

※Ｖｱﾀｯｶｰ＝12個 ※【ﾘﾐｯﾄ時】「左非電ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ」入賞後のｸﾙｰﾝ当りで、「＋5ｾｯﾄ」

　●遊タイム＝非搭載 ※当ｱﾀｯｶｰ＝15個 　　⇒但し、「発当り後の１回」のみ。（※Ｖ入賞確率=約 1/4.5）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし

　●保留「特図①＝１個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.0

<下ｸﾙｰﾝ>=約 1/27
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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　６月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（6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

20日 三洋物産 Ｐスーパー海物語IN沖縄５ 確変ループ 確変中 次 回 　3＆2＆4＆3 設 通常時 高確率 初回=60.0% 突 2 84 【ヘソ】    <確変>2R=20.0%　・10R=40.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

ＬＴＶ　 100 回 4＆3＆15 無 319.6 38.0 継続=60.0% 10 1,400               <通常>10R=40.0% （時短=100回）

80,000 　●遊タイム＝非搭載 120 回 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=8.0%　・10R=52.0% （全て、電ｻﾎﾟ=次回迄）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり               <通常>10R=40.0% （時短=120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

オッケー． ＰＡぱちんこ仮面ライダー Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 120 回 　1＆1＆6 設 通常時 高確率 <特図①> 3 270 【ヘソ】（特図①） <確変>10R=5.0% （「ST電ｻﾎﾟ=120回」+「時短=120回」）

10,000 轟音　ＭＡ１　 小当RUSH 0 回 ＆1＆2＆10 無 99.9 64.8 初回=5.0% 5 450 　　　　　　　　　　 <通常>3R=75.0% ・5R=20.0% （全て、時短=120回）

120 回 ※ヘソ＝1個 実継続=70.1% 10 900 【電ﾁｭｰ】（特図①） <確変>10R=5.0% （「ST電ｻﾎﾟ=120回」※特図②へ）

時短中 120 回 ※右特図②＝2個 <特図②> 　　　　　　　　　　　　 <通常>3R=75.0% ・5R=20.0% （全て、時短=120回）

消化後 299 回 突入=100.0% 【特図②抽選】 <確変>3R=50.0% ・10R=50.0% （「ST電ｻﾎﾟ=120回」継続）

時短数 370 回 実継続=84.5% ※「強ﾁｬｯｶｰ発動」中は、「特図①電ﾁｭｰ」での抽選は発生しません。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※「時短120回の継続率=70.1%」　※「ST120回の継続率=84.5%」

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「特①特②同時抽選」　●「小当り」確率＝（特図②）1/4.34 ※【強ﾁｬｯｶｰ（特②）】は、電サポ（特①抽選）時は、超ﾛﾝｸﾞ回転。

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐニュートキオ　Ｖ１ 羽根モノ *** *** 5＆5＆5＆14 設 役物 高確率 *** V1+2 234 【Ｖ入賞後】 2R=33.33% ・4R=33.33% ・9R=33.33%

5,000 （※ハカマタイプ） ※始動口＝5個 無 約1/13 *** V1+4 468 ※＜開放秒数＞＝「0.408秒×1開放」　・「0468秒×2開放」

※ハネ役物＝5個 V1+9 1,053 ※＜拾玉率＞＝「1回開放=約46%」　・「2回開放=約53%」

※下ｱﾀｯｶｰ＝14個

Ｐニュートキオ　Ｈ１ 羽根モノ *** *** 5＆5＆4＆14 設 役物 高確率 *** V1+2 234 【Ｖ入賞後】 2R=33.33% ・4R=33.33% ・9R=33.33%

（※ヘソタイプ） ※始動口＝5個 無 約1/13 *** V1+4 468 ※＜開放秒数＞＝「0.272秒×1開放」　・「0468秒×2開放」

※ハネ役物＝5個 V1+9 1,053 ※＜拾玉率＞＝「1回開放=約31%」　・「2回開放=約53%」

※下ｱﾀｯｶｰ＝14個

27日

9

（※V1Rは含まない）

9

（※保留=1個）

（※保留=0個）

電サポ仕様
賞　球

ＳＴ後
10

（※V1Rは含まない）

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX)

時短数

10

通常後

（※V1Rの入賞R含む）

<関東最短日>

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

【遊タイム】


