
・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　１１月】　機種一覧表 2021 年 11 月 15 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　１１月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（11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

7日 ｻﾝｾｲR&D Ｐゴッドイーター究極一閃 1種2種混合 0 回 　3＆1＆4＆5 設 通常時 合算 初回=75.0% 直 2 280 【ヘソ】    <時短>2R=75.0% （時短=1回+保留1回）

10,000 ＭＡ　 1 回 ＆1＆15 無 319.68 1.8 継続=100.0% 10 1,400 　　　　　　<通常>2R=25.0% （時短=なし）

200 回 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=98.4% （時短=1回+保留1回）

突入=60.0% 　　　　　　<時短>10R=1.6% （時短=200回+保留１回）

　●遊タイム＝非搭載 継続=80.5% ※「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 ※電チュー保留１個により、時短回数は実質「+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）1/1.82

藤商事 Ｐ地獄少女　華　ＦＭＢ Ｖ確確変 確変中 次 回 　3＆1＆2＆5 設 通常時 高確時 初回=100.0% 4 504 【ヘソ】    <確変> 4R=50.0% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

15,000 時短中 70 回 ＆1＆1＆15 無 319.6 109.5 継続=100.0% 3 378               <通常>4R=50.0% (時短=70回)

<実質> 10 1,260 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=7.0% ・10R=73.0% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

　●遊タイム＝非搭載 突入=50.0%               <通常>3R=20.0% （時短=70回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=84.0%

　●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スーパー海物語ＩＮ沖縄５ フルＳＴ ＳＴ中 50 回 　3＆2＆4＆3 設 通常時 高確時 初回=100.0% 3 390 【ヘソ】    <確変> 3R=37.5% ・5R=37.5% ・10R=25.0%

3,000 ＳＣＦ　 （ST=50） ＆3＆4＆14 無 199.8 37.0 継続=100.0% 5 650 ※「特図①」「特図②」共通。

　●遊タイム＝非搭載 ※電ﾁｭｰ=2個 <実質> 10 1,300

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝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

SANKYO Ｐフィーバー戦姫絶唱 1種2種混合 1+4 回 　3＆1＆4 設 通常時 高確時 初回=100.0% 3 420 【ヘソ】    <時短>3R=99.0% （時短=1+4回) ・10R=1.0% （時短=99+4回)

(専用枠) シンフォギア２　Ｓ　 7+4 回 ＆1＆15＆15 無 230.0 7.7 継続=100.0% 10 1,400 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+2R=45.0% ・V1R+5R=3.0% ・V1R+6R=2.0%

8,000 99+4 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1R+ 2 420 　　　　　　　　　　　V1R+9R=40.0%　（※全て、時短=7+4回）

消化後 685 回 ※ｱﾀｯｶｰ=15個 突入=51.0% V1R+ 5 840               <時短>V1R+9R=10.0% (時短=99+4回)

時短数 870 回 継続=81.0% V1R+ 6 980 ※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 V1R+ 9 1,400

　●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） 1/7.97

Ｐフィーバー戦姫絶唱 1種2種混合 1+4 回 　1＆1＆6 設 通常時 高確時 初回=100.0% 3 180 【ヘソ】    <時短>3R=99.0% （時短=1+4回) ・10R=1.0% （時短=99+4回)

シンフォギア２　ＹＲ　 7+4 回 ＆1＆7＆7 無 77.7 7.7 継続=100.0% 10 600 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+2R=50.0% ・V1R+5R=3.0% ・V1R+6R=2.0%

99+4 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1R+ 2 180 　　　　　　　　　　　V1R+9R=41.0%　（※全て、時短=7+4回）

消化後 230 回 ※ｱﾀｯｶｰ=7個 突入=51.0% V1R+ 5 360               <時短>V1R+9R=4.0% (時短=99+4回)

時短数 290 回 継続=79.0% V1R+ 6 420 ※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 V1R+ 9 600

　●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） 1/8.55
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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　１１月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（11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

7日 ニューギン Ｐ ００９ＲＥ：ＣＹＢＯＲＧ Ｖ確ＳＴ ＳＴ中 100 回 　1＆1＆5＆1 設 通常時 高確時 初回=0.5% 2 260 【ヘソ】    <確変> 7R=0.5% （ST電ｻﾎﾟ=100回）

5,000 Ｍ４－Ｋ　 （ST=100） 時短中 100 回 ＆1＆14 無 199.8 43.74 継続=100.0% 3 390               <通常>2R=25.0% ・3R=74.5% (全て、時短=100回)

<実質> 4 520 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=50.0% ・4R=15.0% ・5R=10.0% ・6R=7.0%

突入=39.8% 5 650 　　　　　　<確変>7R=7.0% ・8R=1.0% ・9R=1.0% ・10R=9.0%

継続=90.1% 6 780  　　　　　　　　　　（全て、ST電ｻﾎﾟ=100回）

7 910

　●遊タイム＝非搭載 8 1,040

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 9 1,170

　●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 10 1,300

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐピンクレディー　９ＹＵ１ フルＳＴ ＳＴ中 15 回 　1＆1＆2＆3 設 通常時 高確率 初回=100.0% 4 360 【ヘソ】    <確変>4R=45.0%（電ｻﾎﾟ=35回）　・4R=5.0%（電ｻﾎﾟ=65回）

3,000 （ST=15） 20 回 1＆10 無 99.9 30.1 継続=100.0% 10 900 　　　　　　<確変>10R=47.0%（電ｻﾎﾟ=65回） ・10R=3.0%（電ｻﾎﾟ=115回）

　●遊タイム＝非搭載 50 回 ※ヘソ＝1&1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0%（電ｻﾎﾟ=65回）

　●通常時「エイトメモリー」 100 回 突入=61.4% 　　　　　　<確変>10R=47.0%（電ｻﾎﾟ=65回） ・10R=3.0%（電ｻﾎﾟ=115回）

　●特賞＝「左打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし 継続=67.0% ※上記【電ｻﾎﾟ回数】は、「ST=15回転」を含む表記です。

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

銀　座 Ｐデジハネ物語セカンド 通常確率 36 回 　1＆1＆4＆1 設 通常時 合算 初回=100.0% 下 3 270 【ヘソ】    <通常>下3R=99.6% （時短=36回）

3,000 シーズン　ＧＳＡ　 115 回 ＆2＆10＆15 無 99.9 99.9 継続=100.0% 下 5 450 【ヘソ】    <通常>上10R=0.4% （時短=115回）

消化後 250 回 ※ヘソ=1個 <実質> 上 10 1,400 【電ﾁｭｰ】 <通常>下3R=32.0% （時短=115回）

時短数 379 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個 突入=100% 【電ﾁｭｰ】 <通常>下5R=33.0% （時短=115回）

※上ｱﾀｯｶｰ=15個 継続=68.6% 【電ﾁｭｰ】 <通常>上10R=35.0% （時短=115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

14日

21日 ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐバキ３１９　Ｈ１ＹＺ２ 1種2種混合 3+2 回 　1＆1＆7 設 通常時 高確時 初回=51.2% 2 280 【ヘソ】（大当り） <時短>9R=1.0% （時短=100+2回)

5,000 100+2 回 ＆1＆1＆15 無 319.6 3.21 継続=100.0% 9 1,260          　　　　     <通常>2R=99.0% (時短=0回)

※ヘソ＝1個 <実質> V1R+2 280 【ヘソ】（小当り） <時短>V1R+9R=51.2% （時短=100+2回)

※上ｱﾀｯｶｰ=1個 突入=51.2% V1R+9 1,260          　　　　     <通常>ｼｮｰﾄ開放=48.8% (出玉無し・時短=無し）

※下ｱﾀｯｶｰ=15個 継続=84.5% 【電ﾁｭｰ】（大当り） <時短>9R=100.0% （時短=3+2回)

　●遊タイム＝非搭載 【電ﾁｭｰ】（小当り） <時短>V1R+2R=20% （時短=3+2回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり          　　　　    　 <時短>V1R+9R=80.0% (時短=3+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） 1/3.24 ※電チュー保留2個により、時短回数は実質+2回

Ｐバキ１９９　ＨＡＹＺ２ 1種2種混合 3+2 回 　1＆1＆7 設 通常時 高確時 初回=50.6% 2 224 【ヘソ】（大当り） <時短>9R=1.0% （時短=100+2回)

100+2 回 ＆1＆1＆15 無 319.6 2.76 継続=100.0% 5 560          　　　　     <通常>2R=99.0% (時短=0回)

※ヘソ＝1個 <実質> 9 1,008 【ヘソ】（小当り） <時短>上V1R+5R=50.6% （時短=100+2回)

※上ｱﾀｯｶｰ=1個 突入=50.6% V1R+3 336          　　　　     <通常>ｼｮｰﾄ開放=49.4% (出玉無し・時短=無し）

※下ｱﾀｯｶｰ=15個 継続=89.5% V1R+5 560 【電ﾁｭｰ】（大当り） <時短>9R=100.0% （時短=3+2回)

　●遊タイム＝非搭載 V1R+9 1,008 【電ﾁｭｰ】（小当り） <時短>上V1R+3R=80% （時短=3+2回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり          　　　　    　 <時短>上V1R+9R=20.0% (時短=3+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） 1/2.80 ※電チュー保留2個により、時短回数は実質+2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　１１月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（11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

21日 高　尾 Ｐカイジ鉄骨渡り勝負編 1種2種混合 0 回 　2＆1＆4＆5 設 通常時 合算 初回=9.5% V1+上1 130 【ヘソ】　　<時短>5R=9.5%（電ｻﾎﾟ=99回+1回）

(標準) 2,000 Ｖ１Ｂ　 ﾘﾐｯﾄ10回 99+1 回 ＆1＆1＆14 無 69.9 1.0 継続=100.0% V1+上5 650 　　　　     <通常>1R=74.5%（電ｻﾎﾟ=0回）　・5R=16.0%（電ｻﾎﾟ=0回）

　●遊タイム＝非搭載 0+1 回 （ﾘﾐｯﾄ=10回） 【電ﾁｭｰ】  <時短>5R=100.0%（電ｻﾎﾟ=99回+1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　※リミット１０回到達時は「電ｻﾎﾟ=0回」＋「残保留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） 1/1.0 ※電チュー保留1個により、時短回数は実質+1回

京楽産業． Ｐぱちんこ乃木坂４６　ＫＪ２ 1種2種混合 1+4 回 　3＆1＆4＆6 設 通常時 高確率 初回=50.0% 上 2 280 【ヘソ】　　<時短>上2R=50.0%（普役ｻﾎﾟ=1回+4回）

20,000 ｃ時短 100+4 回 ＆1＆15＆12 無 229.9 3.7 継続=100.0% 上下10 1,220 【ヘソ】    <通常>上2R=50.0% （「普役50回=45%」・「普役100回=5%」）

50 回 ※上ｱﾀｯｶｰ=15個 <実質> 【電ﾁｭｰ】  <時短>上2R=50.0%（普役ｻﾎﾟ=1回+4回）

100 回 ※下ｱﾀｯｶｰ=12個 突入=56% 　　　　　　 <時短>上4+下6R=35.0%（普役ｻﾎﾟ=1回+4回）

消化後 599 回 継続=86% 　　　　　　 <時短>上4+下6R=15.0%（普役ｻﾎﾟ=100回+4回）

時短数 873 回 ※時短は、通常時の回転数として、遊タイム回数が減算される

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※電チュー保留４個により、時短回数は実質+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） 1/3.76

ジェイビー Ｐ　Ｊ－ＲＵＳＨ　ＨＳＪ－Ｓ 確変ﾙｰﾌﾟ 次 回 　3＆1＆4 設 通常時 高確時 初回=72.0% 左 1 2 4 【ヘソ】   <確変> 左2R=42.0% (電ｻﾎﾟ=次回)

7,000 電ｻﾎﾟ回数切 88 回 ＆2＆3＆14 無 288.7 35.7 継続=72.0% 3 351             <確変> 10R=23.0% (電ｻﾎﾟ=88回)　・10R=7.0% (電ｻﾎﾟ=89回)

（潜伏あり） 89 回 ※左ｱﾀｯｶｰ=3個 <実質> 10 1,170     　　     <通常>10R=28.0% (時短=88回)

　●遊タイム＝非搭載 ※右ｱﾀｯｶｰ=14個 突入=72.0% 【電ﾁｭｰ】<確変> 3R=25.0% (電ｻﾎﾟ=88回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり（電サポ回数切り終了後）　●「Ｒ変動」＝あり 継続=72.0%              <確変>10R=40.0% (電ｻﾎﾟ=88回)　・10R=7.0% (電ｻﾎﾟ=89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     　　     <通常>3R=15.0% (時短=88回)　・10R=13.0% (時短=88回)

Ｐ　Ｊ－ＲＵＳＨ　ＲＳＪ－Ｓ 確変ﾙｰﾌﾟ 次 回 　3＆1＆4 設 通常時 高確時 初回=72.0% 左 1 2 4 【ヘソ】   <確変> 左2R=17.0% (電ｻﾎﾟ=次回)　・3R=28.0% (電ｻﾎﾟ=33回)

7,000 電ｻﾎﾟ回数切 33 回 ＆2＆3＆13 無 199.8 30.6 継続=72.0% 3 324             <確変> 10R=28.0% (電ｻﾎﾟ=33回)　・10R=5.0% (電ｻﾎﾟ=34回)

（潜伏あり） 34 回 ※左ｱﾀｯｶｰ=3個 <実質> 10 1,080     　　     <通常>3R=16.0% (時短=33回)　・10R=12.0% (時短=33回)

消化後 500 回 ※右ｱﾀｯｶｰ=13個 突入=72.0% 【電ﾁｭｰ】<確変> 3R=39.0% (電ｻﾎﾟ=33回)　・10R=28.0% (時短=33回)

時短数 758 回 継続=72.0%              <確変> 10R=5.0% (電ｻﾎﾟ=34回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり（電サポ回数切り終了後）　●「Ｒ変動」＝あり     　　     <通常>3R=16.0% (時短=33回)　・10R=12.0% (時短=33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

21日 コナミAM ＰＡ戦国コレクション　ＡＮ フル確ＳＴ ST中 20 回 　1＆1＆6 設 通常時 高確時 初回=100.0% 下 9 下 3 216 【ヘソ】   <確変> 下3R=99.5% (ST電ｻﾎﾟ=20回)

2,000 （ST=20） 0 回 ＆4＆2＆9＆9 無 99.9 29.5 継続=100.0% 上 9 上 10 720             <確変> 上10R=0.5% (「ST=20回」＋「時短=130回」)

130 回 ※上下ｱﾀｯｶｰ=9個 (ST=20) 【電ﾁｭｰ】<確変> 下3R=90.0% (「ST=20回」＋「時短=130回」)

消化後 299 回 <実質>              <確変> 下10R=10.0% (「ST=20回」＋「時短=130回」)

時短数 379 回

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 突入=49.8%

　●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 継続=86.4%

ソフィア Ｐ織田信奈の野望 全国版 1種2種混合 時短中 50 回 　1＆1＆3＆6 設 通常時 合算 初回=100.0% 4 320 【ヘソ】    <時短>4R=100.0% （時短電ｻﾎﾟ=50回+4回）

（西陣） ＧＣ２５０Ａ　 1＆1＆9 無 99.9 43.17 継続=100.0% 10 800 【電ﾁｭｰ】 <時短>4R=80.0%　・10R=20.0% （全て、時短=50回+4回）

500 消化後 250 回 ※ヘソ＝1個 <実質> ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

時短数 379 回 突入=100.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 継続=71.8%

　●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）1/76.02

28日

＜ｃ時短＞

残保留ハズレ時

突入確率=1/1

（50回 or 100回）

確変中

【遊タイム】

10

（10Ｒは、上4Ｒ+下6Ｒ）
低確中

メーカー 機種名
電サポ仕様

賞　球
大当り確率(1/　)

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

（10回リミット=6,500個）

アタッカー性能(MAX)

【遊タイム】

高確中

（「下V1R」は実質0個）

【遊タイム】
（※V1R出玉を含む）

確変中
右 9

【遊タイム】

右 9

ＳＴ後

10


