
・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。）

【2022年　０１月】　機種一覧表 2022　年 1 月 22 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。 【2022年　０１月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（01月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

2日

9日 大都技研 Ｐ Ｒｅ：ゼロから始める異世界 1種2種混合 無 319.6 99.9 0 回 　1＆1＆5 初回=55.0% 0 0 【ヘソ】    <時短> 10R×2回（鬼がかりBONUS）=55.0% （ST=144回）

15,000 生活鬼がかりｖｅｒ．Ｍ０８　 ｃ時短 144 回 ＆1＆15 継続=100.0% 2 300               <通常>10R×1回（ﾁｬﾚﾝｼﾞBONUS）=45.0% （ST=0回）

※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R×2回（鬼がかりBONUS）=25.0% （ST=144回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=55.0% 　　　　　　<時短>10R×1回（BIG BONUS）=55.0% （ST=144回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=76.5% 　　　　　　<時短>  2R×1回（BONUS）=6.0% （ST=144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＝1/1.004 　　　　　　<時短>  0R×1回（Re:Start）=14.0% （ST=144回）

SANKYO Ｐフィーバーゴルゴ１３－２ Ｙ 1種2種混合 無 128.0 1.5 0 回 　3＆1＆4 初回=50.0% 3 270 【ヘソ】    <時短>3R=50.0% （時短=1回＋保留1回）

（ﾘﾕｰｽ） ２回１ｾｯﾄ 1+1 回 ＆1＆9 継続=65.0% 2 180 　　　　　　<通常>3R=50.0% （時短=0回＋保留0回）

3,000 ※右普図＝1個 <実質> 10 900 【電ﾁｭｰ】 <時短>2R+2R=14.1% ・2R+10R=32.3% ・10R+10R=18.6%

          消化後 320 回 突入=50.0% 　　　　　　　　　　　（全て、「時短=1回＋保留1回」）

時短数 100 回

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=65.0% 　　　　　　<通常>2R=16.3% ・10R=18.7% （全て「時短=0回＋保留0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残保留）1/1.55 ※電チュー「保留１個」により、時短回数は、全て実質「+1回」。

三洋物産 ＰＡ海物語３Ｒ２スペシャル 確変ループ 無 99.9 9.99 確変中 次 回 　3＆2＆4＆1 初回=75.0% 4 288 【ヘソ】    <時短>4R=73.0% （次回迄）　・10R=2.0% （次回迄）

30,000 ＭＢＡ　 時短中 20 回 ＆1＆4＆12 継続=75.0% 10 720 　　　　　　<通常>4R=25.0% （電ｻﾎﾟ時短=20回）

　●遊タイム＝非搭載 ※ラウンド振分は、「ヘソ（特図①）」・「電ﾁｭｰ（特図②）」共通。

　●特賞＝「通常打ち」　●「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

16日

23日 ｻﾝｾｲR&D Ｐ牙狼月虹ノ旅人　絆 1種2種混合 無 319.68 1.08 0 回 　3＆1＆5＆3 初回=53.1% 3 450 【ヘソ】    <時短>3R=46.9%　・6R=6.2% （時短電ｻﾎﾟ=200回）

（ﾘﾕｰｽ） ＸＸ－ＮＨ　 200 回 1＆15 継続=81.0% 6 900               <通常>6R=46.9% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

25,000 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=81.0% （時短電ｻﾎﾟ=200回）

　●遊タイム＝非搭載               <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

ニューギン Ｐ真・花の慶次３　Ｌ１２－Ｋ Ｖ確ＳＴ 無 319.68 76.56 ＳＴ中 135 回 　2＆1＆5＆1 初回=55.0% 6 900 【ヘソ】    <確変> 6R=55.0% （ST電ｻﾎﾟ=135回）

35,000 （ST=135） 時短中 100 回 ＆1＆2＆15 継続=100.0% 2 300               <通常>6R=45.0%  (時短=100回)

※ヘソ=2個 <実質> 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>2R=20.0% （ST電ｻﾎﾟ=135回）

　●遊タイム＝非搭載 ※普図始動口 突入=67.1% 　　　　　　 <時短>10R=80.0% （ST電ｻﾎﾟ=135回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 「上1」＆「下2」 継続=83.1%

　●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

時短中

時短中
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【遊タイム】



※ 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。 【2022年　０１月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（01月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

23日 サミー Ｐ真北斗無双　ＦＷＱＧ Ｖ確ＳＴ 無 319.6 71.1 ＳＴ中 130 回 　1＆1＆5 初回=50.0% 6 900 【ヘソ】    <確変> 6R=50.0% （ST電ｻﾎﾟ=130回）

<最短> 20,000 （ST=130） 時短中 100 回 ＆2＆15 継続=100.0% 3 450               <通常>6R=50.0%  (時短=100回)

※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=30.0% （ST電ｻﾎﾟ=130回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=55.0% 　　　　　　 <時短>10R=70.0% （ST電ｻﾎﾟ=130回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=84.1%

　●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

藤　商事 Ｐとある科学の超電磁砲 1種2種混合 無 239.2 68.2 100 回 　3＆1＆3＆5 初回=6.9% 上 8 400 【ヘソ】    <時短> 上8R=6.9% （普図時短=100回/高確率=1/68）

20,000 ＦＳＢ　 ３回１ｾｯﾄ 3,000 回 ＆1＆1＆5＆15 継続=100.0% V1+上1 200               <時短>上8R=93.1% （普図時短=100回/低確率=1/163）

※右普図入=1個 <実質> V1+下9 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>180個+180個+180個=540個=50.4% （時短=100回）

※上AT=5個 突入=約50% <時短>180個+180個+1,400個=1,760個=38.8%（時短=100or3,000 ）

※下VAT=15個 継続=約80% <時短>180個+1,400個+1,400個=2,980個=10.0%（時短=100or3,000）

<時短>1,400個+1,400個+1,400個=4,200個=0.8%（時短=100or3,000）

　●遊タイム＝非搭載 ※「時短3,000回」の比率は、各々「約１０％」となります。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※RUSH中の連ﾁｬﾝ大当りは、全て「３回１セット」となります。

　●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①）1/199.805　（特図②）1/1.004 ※RUSH中の普図時短は、全て「1/68.2」の高確率状態です。

Ａ-ｇｏｎ Ｐ ＧＯＧＯピラミッド 一般電役 無 1.0 *** 時短 無し 　15＆15＆4 <ｸﾙｰﾝV入賞> 4,500 【ｸﾙｰﾝV入賞】  <通常> 右４電ﾁｭｰ連動=100% （払い出し=約4,500個）

500 危機一発　４５００　 役物一発系 ＆9＆7＆8＆15 初回=100.0% ※ｸﾙｰﾝﾒﾓﾘｰは「４個」あり⇒ｸﾙｰﾝ内「Vの２個入賞」は、２連確定。

　●遊タイム＝非搭載 継続=0.0% ※中央「バラ釘」部分からの「役物入賞確率」は、概ね「1/22」と推測。

　●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＝０個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

高　尾 Ｐ　ＤＤ北斗の拳２　Ｖ２Ｂ 1種2種混合 無 99.9 1.93 0 回 　2＆1＆4＆5 初回=50.0% 直上 4 160 【ヘソ】    <確変>直上4R=50.0% （時短=128+1回）

1,000 （ラオウ９９ アミVer.） 3 回 2＆4＆5 継続=100.0% 下V1+2 150               <通常>直上4R=50.0% （時短=0回）

128 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 下V1+9 500 【電ﾁｭｰ】 <確変>V1+2R=93.2% （時短=3+1回）

消化後 299 回 ※上AT=4個 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>V1+9R=6.8% （時短=3+1回）

時短数 128 回 ※下AT=5個 継続=94.6% ※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）1/1.97

Ｐ　ＤＤ北斗の拳２　Ｓ２Ａ Ｖ確ＳＴ 無 99.9 36.0 ＳＴ中 31 回 　2＆1＆2＆4 初回=50.0% 3 192 【ヘソ】    <確変>10R=50.0% （ST電ｻﾎﾟ=31回）

（ケンシロウ９９ トキVer.） （ST=31） 0 回 1＆8＆8 継続=100.0% 10 640               <通常>10R=50.0% （時短=31回）

30 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=15.0% （「ST=31回」＋「時短=30回」）

91 回 ※上AT=8個 突入=50.0% 　　　　　　<確変>10R=75.0% （「ST=31回」＋「時短=30回」）

時短中 31 回 ※下AT=8個 継続=70.5% 　　　　　　<確変>10R=10.0% （「ST=31回」＋「時短=91回」）

消化後 299 回

時短数 379 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

30日

時短中
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　　＝1/163

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。メーカー 機種名
電サポ仕様

賞　球
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時短数

（※V1R入賞出玉を含む）
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右４電ﾁｭｰ連動

（※払い出し想定）※ｸﾙｰﾝは「２穴」

＜時短中確率＞

【遊タイム】

ＳＴ後

10

時短中 10

（※V1R入賞出玉を含む）

※特図①（Ｖ入賞）メモリーは、
全て大当り（1/1）となる。

（※実質=3,850個）

【遊タイム】


