
・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　０８月】　機種一覧表 2021 年 8 月 6 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　８月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（8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

1日 ニューギン Ｐあぶない刑事 Ｖ確確変 確変中 次 回 　1＆1＆4 設 通常時 合算 初回=50.0% 2 168 【ヘソ】    <確変>4R=48.0% ・6R=2.0% （小当りRUSH突入）

10,000 Ｍ４-Ｚ　ＹＴ９００　 小当RUSH 50 回 ＆1＆1＆15 無 319.68 47.94 継続=77.0% 4 336               <通常>6R=50.0% (時短=100回・特図②電ﾁｭｰ)

100 回 ※ヘソ＝1個 6 504 【右特図②】 <確変>2R=77.0% （小当りRUSH継続）

消化後 900 回 ※右特②ｽﾀｰﾄ=1個      　          <通常>2R=23.0% (時短=50回・特図②電ﾁｭｰ)

時短数 1,200 回 ※【確変】・【RUSH中】の当り抽選は、

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり（小当りRUSH）　●「Ｒ変動」＝あり 「特図②電ﾁｭｰ」＆「右下特図②始動口」で抽選。

　●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）1/1.17

藤　商事 Ｐ真・暴れん坊将軍　双撃 1種2種混合 時短中 100 回 　3＆1＆3＆1 設 通常時 高確時 初回=50.0% 5 600 【ヘソ】    <時短>5R=50.0% （普図=100+4回抽選）※高確率抽選

10,000 ＦＭＧ　 Ｖストック ＆1＆1＆13 無 319.6 82.9 継続=100.0% 8 960               <通常>5R=50.0% (普図=100回+4抽選）※低確率抽選

2回1ｾｯﾄ 電ﾁｭｰ 1 回 ※右普図作動口=1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>8R×2回=100.0% (普図=100回+4抽選）

消化後 957 回 突入=50.0% 　　　　　　　　　　　（「電ﾁｭｰﾛﾝｸﾞ開放」 ※2回1ｾｯﾄ確定）

普図時短 1,200 回 継続=70.7% ※【特図②電ﾁｭｰ】は「１個保留」。「確率=1/1」なので２連ﾁｬﾝ確定。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 実継続=85.4%

　●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）1/1.003

ビスティ Ｐフィーバー機動戦士 1種2種混合 0 回 　3＆1＆5 設 通常時 合算 初回=60.0% 3 420 【ヘソ】    <時短>3R=40.0% （RUSH突入へ）

25,000 ガンダムユニコーン　ｂ　 10000 回 ＆1＆15 無 319.7 41.1 継続=100.0% 10 1,400 【ヘソ】    <時短>10R×2ｾｯﾄ=20.0% （RUSH突入へ）

※右普図＝1個 <実質> 14               <通常>3R=40.0% （時短=なし）

突入=60.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （時短=10,000回・RUSH継続）

　●遊タイム＝非搭載 継続=81.0% 　　　　　　　　　　※【時短無し小当り】にて「時短終了」。

　●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）1/47.2 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」となる。

平　和 Ｐ新鬼武者　Ｈ１ＹＺ３ 確変ループ 確変中 次 回 　1＆1＆8 設 通常時 高確時 初回=80.0% 2 280 【ヘソ】    <確変>2R=60.0% （「特①電ｻﾎﾟ」次回まで）

7,000 小当RUSH 通常後 0 回 ＆1＆15 無 319.6 31.96 継続=80.0% 10 1,400 　　　　　　<確変>10R=20.0% （「特①電ｻﾎﾟ」次回まで）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰﾄ RUSH中 ※ヘソ＝1個               <通常>2R=20.0% （時短=なし）

※特②始動口＝1個 【特図①電ﾁｭｰ】 （※電ﾁｭｰ開放あり・特図①抽選優先）

　　　　　　<確変>2R=60.0% （「特①電ｻﾎﾟ」次回まで）

　　　　　　<確変>10R=20.0% （特図②抽選。小当りRUSHへ）

          　　<通常>2R=20.0% （時短=なし）

　●遊タイム＝非搭載 【特図②抽選】 （※小当りRUSH中・特①電ﾁｭｰ開放無し）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり（小当りRUSH）　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<確変>2R=67.0% ・10R=13.0% （全て「小当りRUSH」継続）

　●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）=1/15　・（特図②）=1/1.0               <通常>2R=20.0% （小当りRUSH終了・時短無し）

10

電ｻﾎﾟ無
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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　８月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（8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

1日 サミー Ｐ火曜サスペンス劇場３ Ｖ確確変 　1＆1＆5 設 通常時 高確変 初回=10.0% 4 560 【ヘソ】    <確変>10R=10.0%

5,000 ＧＦＣ　 転落抽選 ＆1＆15 無 319.7 112.2 継続=100.0% 10 1,400 　　　　　　　　　　　（電ｻﾎﾟ120回+α=9.0%　・電ｻﾎﾟ220回+α=1.0%）

ｃ時短 通常後 200 回 ※ヘソ＝1個 <実質>               <通常>4R=90.0% （時短=200回）

　●遊タイム＝非搭載 ｃ時短 100 回 突入=10.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=100.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」 継続=80.2% 　　　　　　　　　　　（電ｻﾎﾟ120回+α=50.0%　・電ｻﾎﾟ220回+α=50.0%）

　●「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＝なし

ソフィア Ｐモモキュンソード閃撃 　ＭＤ 1種2種混合 1+4 回 　1＆1＆6 設 通常時 合算 初回=100.0% 上直 3 312 【ヘソ】    <時短>直上3R=98.0% （時短=1回+保留4回）

（西陣） 13+4 回 ＆2＆3＆14 無 219.18 7.89 継続=100.0% 上直 9 936 【ヘソ】    <時短>直上9R=2.0% （時短=13回+保留4回）

6,000 消化後 550 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 下V1+3 332 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+3R=70.0% （時短=13回+保留4回）

時短数 250 回 ※下Vｱﾀｯｶｰ=3個 突入=50.0% 下V1+6 644 【ヘソ】    <時短>V1R+6R=10.0% （時短=13回+保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり※上ｱﾀｯｶｰ=14個 継続=90.0% 下V1+9 956 【ヘソ】    <時短>V1R+9R=20.0%  （時短=13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）1/8.18 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

ｻﾝｾｲR&D Ｐ世界でいちばん 1種2種混合 0 回 　3＆1＆5＆3 設 通常時 合算 初回=50.0% 直 4 240 【ヘソ】    <時短>4R=50.0% （時短=２回+保留１回）

5,200 強くなりたい　ＭＵ　 2+1 回 ＆1＆7 無 199.8 1.583 継続=100.0% 3 180 　　　　　　<通常>4R=50.0% （時短=なし）

消化後 500 回 <実質> 6 360 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=84.0% （時短=２回+保留１回）

時短数 100 回 突入=50.0% 9 540 　　　　　　<時短>6R=8.0% （時短=２回+保留１回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=95.0% 　　　　　　<時短>9R=8.0%（時短=２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②）1/1.596 ※電チュー保留２個により、時短回数は実質「+2回」

三洋物産 Ｐまわるん大海物語４ ＳＴ確変 確変中 10 回 　1＆1＆4＆2 設 通常時 高確率 初回=100.0% 4 480 【ヘソ（特図①）】【電ﾁｭｰ（特図②）】共通

8,000 スペシャル　ＲＢＡ　 20 回 4＆2＆13 無 119.8 19.5 継続=100.0% 6 720 <確変>4R=33.0% （「ST=10回」＋「時短=20回」）

40 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,200 <確変>4R=7.0% （「ST=10回」＋「時短=40回」）

90 回 ※電ﾁｭｰ＝1個 突入=100.0% <確変>6R=56.0% （「ST=10回」＋「時短=40回」）

消化後 300 回 継続=57.2% <確変>10R=4.0% （「ST=10回」＋「時短=90回」）

時短数 450 回

　●特賞＝「通常打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

三洋物産 ＰＡスーパー海物語 ＳＴ確変 確変中 30 回 　3＆2＆3＆3 設 通常時 高確率 初回=100.0% 3 297 【ヘソ（特図①）】【電ﾁｭｰ（特図②）】共通

6,000 INジャパン２　ＲＡ　  ＋時短 298 回 3＆3＆12 無 99.9 43.7 継続=100.0% 10 990 <確変>3R=48.5% （「ST=30回」）

  消化後 299 回 ※ヘソ＝3個 <実質> <確変>10R=48.5% （「ST=30回」）

時短数 379 回 ※電ﾁｭｰ＝2個 突入=100.0% <確変>10R=3.0% （「ST=30回」＋「時短=298回」）

　●通常時「エイトメモリー」 継続=51.6%

　●特賞＝「通常打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

Ａ-ｇｏｎ Ｐビッグポップコーン　Ａ 1種2種混合 0 回 1＆6＆15 設 通常時 実質 <実質> 2 252 （特図①）【小当りV】<時短>9R=50.0% （時短=2回+保留1回）

3,000 2+1 回 ① 318.14 236.2 <突入率> 9 1,134 　　　　　　　　　　　　<通常>9R=50.0% （時短=なし）

② 265.33 205.8 Ｖ入賞=50% （特図①）【ヘソ直撃】 <時短>2R=7.0% （時短=2回+保留1回）

③ 227.56 182.3 直撃当り=7% 　　　　　　　　　　　　　 <通常>2R=93.0% （時短=なし）

　●遊タイム＝非搭載 ④ 199.2 163.6 <継続>=83% （特図②）【特図当】 <時短>2R=100.0% （時短=2回+保留1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ⑤ 177.12 148.4 （特図②）【小当りV】<時短>9R=100.0% （時短=2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 ⑥ 159.07 135.5

　●「小当り」確率＝（特図①）1/99.9　・（特図②）1/1.01 ※電チュー保留1個により、時短回数は実質「+1回」
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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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アタッカー性能(MAX)

【遊タイム】
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時短中
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<転落＝1/307>

<ｃ時短=1/1724.6>

確変中
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（※V1R含む）

（※V1R「20個」含む）

 ＋時短 

【小当りアタッカー開放回数】（初回）

R=2回(89%) / B=5回(10%) / S=14回(1%)

※【役物確率＝約 1/11】（※１個入賞時）



※ 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　８月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（8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

8日

15日 高　尾 Ｐ　ＤＤ北斗の拳２　Ｖ１Ｆ 1種2種混合 0 回 　2＆1＆5 設 通常時 高確時 初回=50.0% 直上 4 360 【ヘソ】    <確変>直上4R=50.0% （時短=128+1回）

3,000 （ラオウ１９９Ver.） 3 回 2＆10＆10 無 199.1 2.28 継続=100.0% 下V1+2 270               <通常>直上4R=50.0% （時短=0回）

128 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 下V1+9 900 【電ﾁｭｰ】 <確変>V1+2R=79.6% （時短=3+1回）

2,000 消化後 498 回 ※上ｱﾀｯｶｰ=10個 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>V1+9R=20.4% （時短=3+1回）

時短数 128 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個 継続=91.0% ※電チュー「保留1個」により、時短回数は実質「+1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＝１個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図２）1/2.31

藤　商事 Ｐリング呪いの７日間２　 フルＳＴ ＳＴ中 30 回 　3＆1＆5 設 通常時 高確時 初回=100.0% 2 180 【ヘソ】    <確変>【電ｻﾎﾟ=0回 or 145回】 2R=11.5% (※初回潜伏）

3,000 ＦＷＡ　 （ＳＴ＝30） 10 回 ＆1＆10 無 99.9 99.7 継続=100.0% 4 360 【ヘソ】    <確変>【電ｻﾎﾟ=40回 or 145回】 2R=2.5% ・4R=85.5%

初回潜伏 115 回 (ST=30) 10 900 【ヘソ】    <確変>【電ｻﾎﾟ=145回】 10R=0.5%

<実質> ※【電ｻﾎﾟ回数】には「ST時短+通常時短」の合計回数となる。

　●遊タイム＝非搭載 継続=77.7% ※「電ｻﾎﾟ中」、及び「潜伏確変中」は「電ｻﾎﾟ=145回」になる。　

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 【電ﾁｭｰ】 <確変>【電ｻﾎﾟ=145回】 2R=15.0% ・10R=85.0%

　●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①）1/80.7 ※電ｻﾎﾟ回数は、「ST=30回」＋「時短=10回 or 115回」の合計回数。

サミー ＰＡデジハネ真北斗無双 確変ループ 確変中 次 回 　1＆1＆4 設 通常時 高確時 初回=0.5% 7 10 350 【ヘソ】    <確変>10R=0.5% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

3,000 第２章　ＳＳＥ　 突破型 30 回 ＆2＆6 無 99.9 42.0 継続=87.5%               <通常>10R=99.5% （時短=30回）

0 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=87.5%（電ｻﾎﾟ=次回まで）

消化後 250 回 突入=26.4%               <通常>10R=12.5% （時短=0回）

時短数 379 回 継続=87.5% ※「時短電ｻﾎﾟ中」の通常当りは、「電ｻﾎﾟ=30回」になる。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし

　●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

22日

29日

ディ・ライト Ｐ犬夜叉２　ＦＭ－Ｒ 1種2種混合 0 回 　1＆1＆3 設 通常時 合算 初回=100.0% 直下2 280 【ヘソ】（特図①当） <時短>V1R+2R=14.0% （時短=1回+保留4回）

<延期> 小当ｽﾄｯｸ 1+4 回 ＆1＆1＆15 無 319.7 5.7 継続=100.0% V1+2 280 　　　　　　　　　　　　<通常>2R=86.0% （時短=なし）

12,000 ※ヘソ＝1個 <実質> V1+3 420 【ヘソ】<小当りV> V1+3R=100.0% （時短=1回+保留4回）

※Vｱﾀｯｶｰ=1個 突入=52.0% V1+9 1,260 【電ﾁｭｰ】（特図②当） <時短>V1+9R=100.0% （ｽﾄｯｸ=1回+保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 継続=86.3% 【電ﾁｭｰ】<小当りV> V1+3R=40.0% （時短=1回+保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　　　 V1+9R=60.0% （時短=1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①）1/99.9　・（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」

【遊タイム】

通常後

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

時短数

（※V1Rは含まない）

【遊タイム】

時短中

<特①小当り＝1/99.9>

（※V1R出玉=実０個）

10

（※V1R入賞出玉を含む）

<役物＝約 1/3.5>

時短中

10

メーカー 機種名
電サポ仕様

賞　球
大当り確率(1/　)

10
ＳＴ後+


