
・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　１１月】　機種一覧表 2022　年 9 月 7 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　１１月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（11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

6日 ﾆｭｰｷﾞﾝ Ｐワンパンマン　Ｌ３－ＭＸ 1種2種混合 無 319.68 1.00 0 回 　2＆1＆3＆6 初回=52.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>10R=52.0% （時短電ｻﾎﾟ=100回）

15,000 100 回 1＆15 継続=81.0% 10 1,500               <通常>2R=48.0% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

　●遊タイム＝非搭載 ※ヘソ＝2個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=81.0% （時短電ｻﾎﾟ=100回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 突入=52.0%               <通常>10R=19.0% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

　●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）1/1.00 継続=81.0% ※電チュー保留０個により、「残保留」は無い。

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐターミネーター２ 1種2種混合 無 319.6 1.0 87 回 　3＆1＆4 初回=100.0% 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=20.0% （普図時短（高確率）=10,000回）

7,000 Ｖ２Ｈ１ＡＺ５　 150 回 1＆15 継続=100.0% 10 1,500               <時短>3R=80.0% （普図時短（低確率）=150回）

10,000 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0%×４回（「残保留＋３回転=「1/1」で大当り）

　●遊タイム＝非搭載 ※右普図=1個 突入=50.0%          　　　     （※４連チャン大当り後、普図時短（低確率）=87回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=23.9%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝３個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（普図）1/18.0 （※普図低確 87回転）

ｴｰｽ電研 Ｐモンキーターン超抜　ＺＤａ 1種2種混合 無 319.69 2.60 0 回 　1＆1＆6 初回=50.0% 10 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R=50.0% （時短電ｻﾎﾟ=255回）

8,000 255 回 1＆1＆15 継続=70.0%               <通常>10R=50.0% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

5,000 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=70.0% （時短電ｻﾎﾟ=255回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=50.0%               <通常>10R=30.0% （「電ｻﾎﾟ=０回」＋「残保留１回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=81.0% ※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）1/2.62 （※残保留１回「継続率=38.5%」を含む）

サンスリー ＰＧＯ！ＧＯ！マリン３　ＪＴＤ 1種2種混合 無 319.6 42.0 0 回 　3＆1＆4 初回=50.0% 上 2 300 【ヘソ】    <時短>上2R=50.0% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

10,000 小当RUSH 次 回 1＆1＆15 継続=80.0% 上 10 1,500               <通常>上2R=50.0% （時短ｻﾎﾟ=無し）

※ヘソ＝3個 <実質> 小当 1 150 【電ﾁｭｰ】 <時短>上2R=70.0% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

※上ＡＴ=15個 突入=50.0% 特殊 2 125 　　　　　   <時短>上10R=10.0% （電ｻﾎﾟ=次回まで）

　●遊タイム＝非搭載 ※下ＡＴ=1個 継続=97.8%               <通常>特殊2R=20.0% （時短ｻﾎﾟ=無し）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （※「小当り=1Ｒ特賞」として換算） ※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）1/4.9

銀　座 Ｐ七つの大罪２　ＧＦＰＡ 1種2種混合 無 319.7 8.82 時短中 0 回 　1＆1＆4＆5 初回=77.7% 3 450 【ヘソ】    <時短>3R=70.7% （時短=3回＋残保留4回）

12,000 残保ｃ時短 3 回 1＆15＆15 継続=76.3% 10 1,500 　　　　　　<時短>10R=7.0% （時短=777回＋残保留4回）

777 回 ※ヘソ=1個 <実質> 　　　　　　<通常>3R=22.3% （時短無し）

※上VＡＴ=15個 突入=77.7% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=61.5% （時短=3回＋残保留4回）

※下ＡＴ=15個 継続=77.0% 　　　　　　<時短>10R=38.5% （時短=777回＋残保留4回）※BURST

【残保留中】（ｃ時短を含むトータル比率）

　　　　　　<時短>10R=29.2% （時短=3回＋残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>10R=18.2% （時短=777回＋残保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<通常>0R=52.6% （時短=3回＋残保4回）※ｃ時短当選

　●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）1/9.07 ※電チュー「保留４個」により、残保留抽選は「+4回」

【※残保留時合算】
合算確率=1/4.18

時短中

（普図確率）

（高）=1/18.0

（低）=1/319.6

（※V1Rの入賞R含む）

（※V1Rの入賞R含む）

時短中

（※V1Rの入賞R含む）

（小当り合算＝1/4.4）

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

時短中

（※V1Rの入賞R含む）

10

普図
時短中

10
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【ｃ時短=1/7.95】



※ 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　１１月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（11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

6日 コナミAM Ｐ ＧⅠ優駿倶楽部２　ＭＲ 1種2種混合 無 219.9 8.2 0 回 　1＆1＆7 初回=70.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=70.0% （時短=3回＋残保留4回）※下位RUSへ

5,000 転落抽選 3 回 ＆1＆15 継続=100.0% 7 1,050               <通常>7R=30.0% (時短=なし)

255 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,500 【下位RUSH中】 <時短>10R=56.0% 「(時短=255回」or「転落迄」＋残4回)

突入=70.0% 　　　　　　　　　　　　　　　　⇒※上位RUSHへ移行

継続下=60.0%        　　　　       <時短>10R=44.0% (時短=3回＋残保留4回)

　●遊タイム＝非搭載 継続上=82.7% 【上位RUSH中】 <時短>10R=100.0% 「(時短=255回」or「転落迄」＋残4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　　　　　※「転落抽選」当選でRUSH終了

　●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）1/8.52 ※電チュー「保留４個」により、残保留抽選は「+4回」

ＪＦＪ Ｐ新・遠山の金さん　ＪＱＣ フルＳＴ 無 199.8 54.3 ＳＴ中 70 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 2 260 【ヘソ】    <確変>2R=100.0% （ST電ｻﾎﾟ時短=70回＋ラスト４回転）

4,000 （ST=74） ＆1＆1＆13 継続=100.0% 3 390 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=50.0% ・10R=50.0%

消化後 399 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,300  　　　　　　　　　　　（全て、ST電ｻﾎﾟ時短=70回＋ラスト４回転）

時短数 759 回 突入=100.0% ※電チュー開放は「７０回転」まで。「残保留４回転」時は電サポ無し。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝ラスト４回転　●「Ｒ変動」＝あり 継続=74.7%

　●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

ジェイビー ＰフィーバークィーンＲＵＳＨ 1種2種混合 無 199.8 6.9 5 回 　3＆1＆4 初回=70.0% 10 10 1,000 【ヘソ】    <時短>10R=70.0% （時短=5回＋残保1回）

10,000 Ｙ　 10 回 ＆1＆10 継続=100.0%               <通常>10R=30.0% （時短電ｻﾎﾟ=無し）

消化後 599 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=66.6% （時短=5回＋残保1回）

時短数 254 回 突入=41.9%               <時短>10R=33.4% （時短=10回＋残保1回）※【ｸｨｰﾝRUSH】へ

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし 継続下=60.9% 【ｸｨｰﾝRUSH】 <時短>10R=100.0% （時短=10回＋残保1回）※ｸｨｰﾝRUSH

　●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）1/7.15 継続上=82.1%

ｻﾝｾｲR&D Ｐ１０カウントチャージ絶狼 1種2種混合 無 135.96 1.80 時短中 1 回 　2＆1＆4＆5 初回=100.0% 下 2 200 【ヘソ】    <時短>下2R=99.0% （時短=1回＋残保留0回）

4,000 １３５－ＲＨ　 消化後 400 回 ＆2＆10＆10 継続=100.0% 下 10 1,000               <時短>下10R=1.0% (時短=1回＋残保留1回)

時短数 250 回 ※ヘソ＝2個 <実質> Ｖ1+2 300 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1R+下2R=50.0% (時短=1回＋残保留1回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり　●「電チュー優先消化」 ※下ＡＴ=10個 突入=55.6% Ｖ1+9 1,000               <時短>V1R+下9R=50.0% (時短=1回＋残保留1回)

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝１個」　●「小当り」確率＝（特図②）1/1.82 ※右VＡＴ=10個 継続=80.3% ※「電チュー残保留」は、「１回」or「０回」と変動する。

豊丸産業 ＰバーストエンジェルＥＸ２　Ｖ フル確変 無 99.9 14.3 確変中 　1＆1＆6 初回=100.0% 上 8 3 48 【ヘソ】    <確変>3R=10.2% （電ｻﾎﾟ=次回）※「×３セット」※４回リミット

350 小当RUSH 通常後 0 回 1＆2＆10 継続=100.0% 　　　　　　<確変>3R=89.8% （電ｻﾎﾟ=次回）※「×１回」　※２回リミット

リミッター ※ヘソ＝1個 <実質> 下 10 1 100 【電ﾁｭｰ】　<確変>3R=100.0% （電ｻﾎﾟ=次回）※リミット到達まで。

　●遊タイム＝非搭載 （２回or４回） ※上ＡＴ=2個 突入=100.0% 【ﾘﾐｯﾄ時】　<通常>3R=100.0% （時短=０回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし ※小当ＡＴ=10個 継続=93.0% ※「小当り確率=1/1.14」での連チャンがメインとなる「ＶRUSH」仕様。

　●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）1/1.14

高　尾 Ｐ弾球黙示録カイジ５　Ｎ３Ａ 1種2種混合 無 89.7 4.9 128 回 　2＆1＆5＆4 初回=51.5% 上 2 140 【ヘソ】    <時短>4R=50.5% （時短=128回） ・2R=1.0% （時短=128回）

1,000 時短中潜伏 0 回 1＆7＆7 継続=76.9% 上 4 280 　　　　　　<通常>2R=25.0% （ｻﾎﾟ無し時短・潜伏）（※ｃ時短抽選あり）

ｃ時短 ※ヘソ=2個 <実質> 下 4 280 　　　　　　<通常>2R=23.5% （時短無し・ガセ）（※ｃ時短抽選なし）

※下ＡＴ=7個 突入=64.0% 下 10 700 【電ﾁｭｰ】 <時短>2R=0.5% （時短=128回） ・4R=39.7% （時短=128回）

　●遊タイム＝非搭載 ※上ＡＴ=7個 継続=81.5% 　　　　　　<時短>10R=36.7% （時短=128回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝あり（２０回転）　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<通常>2R=23.1% （時短無＋残保留1回転）

　●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）1/5.18 ※電チュー「保留１個」により、残保留抽選は「+１回」

（※V1R出玉を含む）

（※V1R出玉を含む）

【遊タイム】

時短中

10
【ｃ時短=1/39.8】

【ｃ時短回数=128回】

（※下V1R出玉を含む）

【遊タイム】

リミット迄

【合算確率=1/27.6】

【ｃ時短抽選=20回】

【転落小当り=1/20.1】

時短中
（※V1R出玉を含む）

時短中

【遊タイム】 10

【遊タイム】

10
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10【高確ST=74回】 （ｻﾎﾟ無し）＝４回転

＜小当り出玉＞

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数



※ 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　１１月】　＜ページ　３＞
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（11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
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