
・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　４月】　機種一覧表 2022　年 4 月 10 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　４月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（04月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

3日 三洋物産 Ｐ大工の源さん超韋駄天 1種2種混合 無 318.13 2.17 127 回 　3＆1＆4＆3 初回=50.2% 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=50.2% （時短=127+1回）

20,000 ブラック　ＣＳ　 3 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% 10 1,500               <通常>3R=49.8% (時短=0回＆残保留０回)

0 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 10 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>上V1R+下1R=85.0% (時短=3+1回)

　●遊タイム＝非搭載 ※上VAT=15個 突入=50.2%              <時短>上V1R+下9R=15.0% (時短=127+1回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下AT=15個 継続=92.8% ※「電チュー残保留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①）1/65,536・（特図②）1/2.18

京楽産業． Ｐぱちんこ仮面ライダー 確変ループ 無 319.6 32.0 確変中 次 回 　3＆1＆5＆7 初回=70.0% 特殊2 230 【ヘソ】    <確変>2R=70.0% （次回迄）

13,000 闇のライダーver. Ｋ２　 小当RUSH 時短中 30 回 ＆1＆15 継続=70.0% 2 300               <通常>2R=30.0% (時短=30回)

小当中 ※ヘソ＝3個 <実質> 10 1,500 【電ﾁｭｰ】（確変中・時短中･･･特図①抽選）

※右特①電=1個 突入=72.9%              <確変>2R=70.0% （小当りRUSH突入・電ｻﾎﾟ無し）

※右特②=1個 継続=70.0%               <通常>2R=30.0% (時短=30回)

　●遊タイム＝非搭載 【小当り中】（確変中・時短中･･･特図②抽選）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　 <確変>10R=70.0% （小当りRUSH継続・電ｻﾎﾟ無し）

　●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＝（特図②）1/3.6              　 <通常>特殊2R=30.0% (時短=30回)

藤　商事 Ｐアレジンプレミアム　ＦＭＧ 1種2種混合 無 319.6 4.8 天国 10～77 回 　1＆1＆8＆1＆ 初回=0.0% 10 1 120 【超天国モード突入】    <時短>V1R+9R=100.0% （1～77回転）

5,000 ｃ時短 5＆3＆12＆14 継続=83% 下 9 9 1,134 ※通常⇒天国は、ｃ時短（1/148）で移行する。

（1/148） ※左ｽﾀｰﾄ＝1個 合算 10 1,254 ※「天国⇒超天国移行ﾞは、「平均16ゲーム」中に「1/22.9」で当選。

超天国 1～77 回 ※上VAT=12個 ※「超天国ﾓｰﾄﾞ中」は、「時短1～77回転」中に「1/4.8」で大当り連ﾁｬﾝ。

　●遊タイム＝非搭載 ※右下AT=14個

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝常時潜伏　●「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＝（特図②）1/1

高　尾 Ｐ一球入魂 ＧＯＬＤピラミッ伝 1種2種混合 無 179.5 1.33 0 回 　2＆1＆7＆6 初回=50.5% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=49.5% （時短=1回）　・10R=1.0% （時短=128回）

2,000 Ｖ１Ｅ　 1 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<通常>2R=49.5% （時短=0回）

128 回 ※ヘソ＝2個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=99.3% (時短=1回)

　●遊タイム＝非搭載 ※右AT=15個 突入=50.5% 　　　　　　 <時短>10R=0.7% (時短=128回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下AT=15個 継続=75.4% ※電チュー「保留=０個」により、残保留抽選は無い。

　●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）1/1.34

ソフィア Ｐ花満開　月光 ＧＣＡ 確変ﾙｰﾌﾟ 無 99.9 19.98 確変中 次 回 　2＆1＆4 初回=55.0% ｼｮｰﾄ 2 80 【ヘソ】    <確変>2R=25.0%　・4R=28.0%　・10R=2.0% （※電ｻﾎﾟ=次回まで）

800 ｃ時短 時短中 30 回 ＆1＆10 継続=55.0% 4 400               <通常>4R=45.0% （時短電ｻﾎﾟ=30回）

ｃ時短後 30 回 <実質> 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=9.0%　・4R=36.0%　・10R=10.0% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

消化後 250 回 継続=71.0%               <通常>4R=45.0% （時短電ｻﾎﾟ=30回）

時短数 379 回 ※【ｃ時短】突入チャンス⇒「時短ﾗスト１回転」＋「残保留４回転」中

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　　　　　 ⇒「1/17.88」の当選で【+30回】時短上乗せ

　●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

1～12 回

【遊タイム】

時短中（特図①=1/319.68）

最終更新日

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

（残保留+1回） （※V1Rを含む）

10

月次、新機種名及びスペックのご案内（納品日別）

メーカー 機種名
電サポ仕様

賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(払出)

（※以下の合算値）

＜ﾓｰﾄﾞﾞ移行率＞

通常⇒天国=1/148

天国⇒超天国=1/22.9

超天国
準備

10

電ｻﾎﾟ無し

＜小当りRUSH出玉＞

平均：1,130個

※【ｼｮｰﾄ2R開放】

「1R=4個入賞」×「2R」

10ｃ時短抽選=1/17.88

時短中
10

（※V1Rを含む）

（※残保留４回転）



※ 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　４月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（04月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

3日 ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐ真・花の慶次２　Ｎ２－Ｘ１ Ｖ確ﾙｰﾌﾟ 無 99.9 59.04 確変中 70+α 回 　1＆1＆5 初回=50.0% 4 280 【ヘソ】    <確変>6R=40.0%　・10R=10.0%

10,000 （漆黒の衝撃 99ver.） 転落抽選 時短中 30 回 ＆4＆7 継続=100.0% 6 420  　　　　　　　　　　（電ｻﾎﾟ=70回＋α）※「α回」は、高確率転落するまで

※ヘソ＝1個 <実質> 10 700               <通常>6R=50.0% （時短電ｻﾎﾟ=30回）

　●遊タイム＝非搭載 ※右他穴=4個 突入=50.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0%　・10R=50.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり（70回転中の転落）　●「Ｒ変動」＝あり 継続=78.0%  　　　　　　　　　　（電ｻﾎﾟ=70回＋α）※「α回」は、高確率転落するまで

　●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

ｻﾝｾｲR&D ＰＡ巨人の星 1種2種混合 無 99.90 4.83 0 回 　1＆1＆5 初回=55.0% 下 2 200 【ヘソ】    <時短>下2R=50.0% （時短=1回＋保留4回）

2,000 　明子２０００Ｖｅｒ　ＲＡＹ　 ５回ﾘﾐｯﾄ 1+4 回 ＆2＆1＆10 継続=100.0% V1R+4 410 　　　　　　<通常>下2R=50.0% （時短=0回＋保留0回）

200+4 回 ※ヘソ＝1個 ＜実継続率＞ 【特図②】（特②電ﾁｭｰ時短中の抽選１回転）

消化後 250 回 １回転=20.7% 　　　　　　<時短>V1R+4R=100% （時短=200回）※＋「5R×4連」の１ｾｯﾄ。

時短数 200 回 残4回=60.5% ※5回ﾘﾐｯﾄ到達時は、「電ｻﾎﾟ無し」＋「残保留+4回転抽選」となる。

1+4回=68.7% 【特図②】（「電ｻﾎﾟ１回転」終了後の「残保留４回転」抽選）

　　　　　　<時短>V1+4R=30.0% （時短=200回）※＋「5R×4連」の１ｾｯﾄ。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>V1+4R=70.0% （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②）1/5.08 ※電チュー「保留4個」により、時短回数は、全て実質「+4回」。

10日 　

17日 マルホン Ｐ獅子王 確変ＳＴ 無 220.6 22.7 ＳＴ中 30 回 　1＆1＆1＆3 初回=76.0% 2 196 【ヘソ】    <確変>2R=54.0%  ・10R=22.0% （共に、電ｻﾎﾟ=30回）

1,500 　●遊タイム＝非搭載 （ST=34） 10,000 回 ＆7＆14 継続=76.0% 10 980 　　　　　　 <通常>2R=2.0% ・10R=2.0% （共に、時短=10,000回）

　●通常時「エイトメモリー」 30 回 ※ヘソ＝1&1個 ＜実RUSH率＞ 　　　　　　 <通常>2R=14.0% ・10R=6.0% （共に、時短=30回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝ﾗｽﾄ４回転　●「Ｒ変動」＝あり ※右入賞口=7個 突入=80.0% 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=38.0%  ・10R=38.0% （共に、電ｻﾎﾟ=30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 継続=83.5% 　　　　　　 <通常>2R=12.0% ・10R=12.0% （共に、時短=10,000回）

SANKYO Ｐフィーバーアイドルマスター １種２種混合 無 199.8 1.0 0 回 　3＆1＆5 初回=51.0% 上 3 300 【ヘソ】    <時短>3R=50.0% （※「３９フェス（継続率=80%）へ）

5,000 ３９フェス　 ２段階 7 回 1＆1＆10 継続a=80.0% 上 9 900 　　　　　　<時短>9R=1.0% （※「超３９フェス（継続率=94%）へ）

継続率変動 250 回 ※上AT=10個 継続b=94.0% V1+3 300 　　　　　　 <通常>3R=49.0% （時短=なし）

※下VAT=1個 V1+9 900 【３９フェス】 <時短>V1+3R=58.0% （３９フェス継続（継続率=80%））

消化後 500 回 　　　　　　 　<時短>V1+9R=22.0% （超３９フェス（継続率=94%）へ）

時短数 　　　　　　　 <通常>3R=20.0% （時短=なし）

【超３９フェス】 <時短>V1+3R=72.0% （超３９フェス（継続率=94%）継続）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　 　　 　<時短>V1+9R=22.0% （超３９フェス（継続率=94%）継続）

　●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）1/1.0 　　　　　 　　　 <通常>3R=6.0% （時短=なし）

ｴｰｽ電研 Ｐ結城友奈は勇者である 1種2種混合 無 199.8 8.68 7+4 回 　1＆1＆6 初回=100.0% 上 2 300 【ヘソ】      <時短>2R=2.0% (時短=250回＋保留4個)

3,000 ＡＬＬ ＲＵＳＨ Ｒｆａ　 250+4 回 ＆2＆15＆5 継続=100.0% 上 10 1,500                <時短>2R=98.0% (時短=7回＋保留4個)

※ヘソ＝1個 ＜実継続率＞ V1+2 350 【電ﾁｭｰ】（Ｖ当り） <時短>V1+9R=2.0% (時短=250回＋保留4個)

※上AT=15個 初回=100.0% V1+9 1,400         　　　　　      <時短>V1+9R=50.0% (時短=7回＋保留4個)

※下VAT=5個 継続=75.0%         　　　　　      <時短>V1+2R=48.0% (時短=7回＋保留4個)

　●遊タイム＝非搭載 【電ﾁｭｰ】（特図当り） <時短>V1+9R=98.0% (時短=7回＋保留4個)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり         　　　　　　       <時短>V1+9R=2.0% (時短=250回＋保留4個)

　●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）1/9.07 ※電チュー「保留4個」により、時短回数は、全て実質「+4回」。

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球

時短中

（※V1R=50個を含む）

10

10

【転落】=1/123.65 10

時短中

10

【遊タイム】

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

アタッカー性能(払出)

39ﾌｪｽへ

時短中

（※V1R=10個を含む）

（※時短突入後は１回転で大当り）

通常後

（※V1R「10個」を除く）

7

【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　４月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（04月） タイプ 設 通常時 高確時 状態 ＆ 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

17日 銀　座 Ｐデジハネ蒼天の拳双龍 Ｖ確ＳＴ 無 99.9 99.8 ＳＴ中 20 回 　1＆1＆3＆2 初回=2.0% 2 300 【ヘソ】    <確変>10R=2.0% （「ST電ｻﾎﾟ=20回」+「時短=80回」）

2,000 ＧＳＢ　 （ST=20） 20 回 1＆15＆15 継続=100.0% 10 1,500               <通常>2R=98.0% （時短40回）

80 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>2R=50.0% （「ST電ｻﾎﾟ=20回」+「時短=20回」）

250 回 ※上AT=15個 突入=34.4% 　　　　　　<確変>10R=25.0% （「ST電ｻﾎﾟ=20回」+「時短=80回」）

通常後 40 回 ※下VAT=15個 継続=87.1% 　　　　　　<確変>10R=25.0% （「ST20回」+「時短250回」+「遊ﾀｲﾑ379回）

消化後 250 回 ※【ＳＴ中】の大当りは、全て「電ｻﾎﾟ=649回転」となります。

時短数 379 回 　　⇒（電ｻﾎﾟ内訳）：「ST20回」+「時短250回」+「遊ﾀｲﾑ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

24日

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

【遊タイム】

ＳＴ後

10

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球
アタッカー性能(払出)


