
・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。）

【2023年　４月】　機種一覧表 2023　年 3 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。 【2023年　４月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（4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

2日 三洋物産 ｅ聖闘士星矢超流星 1種2種混合 無 348.6 3.02 0 回 　1＆1＆4 初回=50.0% 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=30.0% （時短=127回＋残保留１回）※次回確定

【スマパチ】 ＥＨＴＡ　 Ｃタイム搭載 3 回 ＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　     <時短>3R=20.0% （時短=3回＋残保留1回）

10,000 127 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>3R=38.7% （時短=なし）

　突入=52.0% 　　　　　　<Cﾀｲﾑ>3R=11.3% （約19%がRUSHへ）

　継続=84.6%（ｃ時短当選含む） 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=5.0% （時短=127回＋残保留１回）※次回確定

（※時短3+1回=80.0%） 　　　　　　<時短>10R=95.0% （時短=3回＋残保留1回）

　●遊タイム＝非搭載 ※RUSH終了後【Cタイム】へ。

　●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＝１個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/3.05

サミー Ｐ聖戦士ダンバイン２ 1種2種混合 無 319.7 1.01 0 回 　2＆1＆4＆3 初回=52.0% 下 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R=52.0% （時短=600回）※３回リミット

15,000 ZERO LIMIT ＨＳＦＪＡ　 ３回リミット 600 回 ＆1＆7＆15 継続=100.0% 下 3 450 　　　　　　<通常>10R=48.0% （時短=なし）

２回ループ ※ヘソ＝2個 <実質> 上1+下8 1,270 【特図②/Vｽﾄｯｸ中】（ｽﾄｯｸ=３個or２個or１個）

（Vｽﾄｯｸ式） ※上VAT=7個 突入=52.0% 上1+下5 820 　　　　　　<時短>9R=4.0% ・6R=6.0% ・3R=40.0 （ﾘﾐｯﾄ３回にリセット）

※下AT=15個 継続=約93% 上1+下2 370 　　　　　　　　　　　※リセット大当りは、「上V1R」が含まれる。

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>3R=50.0 （Vｽﾄｯｸ・１回分を消化）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※「Vｽﾄｯｸ=１回」の場合･･･「3R=50%」の大当り時、RUSH終了となる。　

　●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）1/1.01 　　　　　　　　　　　※RUSH終了時の大当りは、「下3R」の大当り。

豊丸産業 Ｐプロゴルファー猿　Ｍ４ ２種 無 319.6 1.00 0 回 　1＆1＆6 初回=60.0% V1＋6 750 【ヘソ】    <時短>7R=60.0%＋Ｖｽﾄｯｸ４回特賞 （時短=2回）

4,000 （EMPEROR MODEL）　 ２段階抽選 1 回 ＆1＆15＆10 継続=81.0% V1＋1 250 　　　　　　<通常>7R=40.0% （時短=なし）

１セットﾀｲﾌﾟ 2 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1＋9 1,050 【特図②～SPE猿TIME中】（※時短１回転＋残保留３回転）

※上VAT=15個 突入=60.0% 　　　　　　 <時短>10R×４回=3.0% （時短=1回）

※下AT=10個 継続=90.4% 　　　　　　 <時短>10R=47.0% （時短=1回）　・2R=50.0% （時短=1回）

【特図②～猿USH中】（※残保留１回転）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　 <時短>10R（SPE猿TIMEへ）=3.0% （時短=1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　 <時短>10R=28.0% （時短=1回）　・2R=50.0% （時短=1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）1/1.00 　　　　 　　<通常>10R=19.0% （時短=なし）

ニューギン Ｐ ＧＯ！ＧＯ！郷　Ｍ３－Ｘ 1種2種混合 無 319.68 25.64 0 回 　1＆1＆6 初回=100.0% 3 420 【ヘソ】    <時短>10R=1.0%　・3R=99.0% （全「時短=30回」＋「残保4回）

5,000 3段階RUSH 30 回 ＆1＆1＆14 継続=100.0% 7 980 【RUSH①】 <時短>10R=3.0% （「時短10,000回＋残保4回）⇒RUSH③

10,000 回 ※ヘソ=1個 <実質> 10 1,400 　　　　 　 　<時短>10R=27.0% （「時短10,000回＋残保4回）⇒RUSH②

※右入賞=2ヶ所 突入=50.0% <時短>10R=40.0% ・7R=1.0% ・3R=29.0%（時短30+残保4回）⇒【RUSH①】

継続=81.0% 【RUSH②】 <時短>10R=3.0% （「時短=10,000回」＋「残保4回）⇒RUSH③

継続=74.1% 　　　　　　　<時短>10R=0.0%　・7R=1.0%  ・3R=29.0%

（「30+4回転」の継続率） 　　　　　　　　　（※全て、「時短=10,000回」＋「残保4回）⇒RUSH②継続

　　　　　　  <時短>10R=27.0%+40.0% （時短30+残保4回）⇒【RUSH①】へ

【RUSH③】 <時短>10R=3.0% （「時短=10,000回」＋「残保4回）⇒RUSH③

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　  <時短>10R=27.0% ・7R=1.0%  ・3R=29.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　（※全て、「時短=10,000回」＋「残保4回）⇒RUSH②へ

　●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）1/27.88 　　　　　　 <時短>10R=40.0% （時短30+残保4回）⇒【RUSH①】へ

【Cタイム】
通常時

10

RUSH後・非RUSH後（一部）・1324回転後・ﾗﾑｸﾘ後

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

時短中

（残保留+4回）

時短中

時短中

10

ｃ時短抽選=１回転・当選確率=約１９％

アタッカー性能(払出)

（※「上V1R＝100個」含む）

10

（※上「V1R」を含むj）

時短中
10

（※「V1R」を含むj）

（残保留+1回）

当選恩恵=時短127回転+残保1回転

月次、新機種名及びスペックのご案内（納品日別）

最終更新日

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球



※ 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。 【2023年　４月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（4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

2日 高　尾 Ｐ銭形平次３　Ｖ２Ａ 1種2種混合 無 99.9 1.0 0 回 　2＆1＆5＆6 初回=50.5% 3 210 【ヘソ】    <時短>10R=0.5% ・3R=50.0% （時短=100回）※次回確定

1,000 100 回 ＆1＆7 継続=80.0% 10 700 　　　　　　<通常>3R=49.5% （時短=なし）

※ヘソ＝2個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=50.0 ・3R=30.0% （時短=100回）※次回確定

　●遊タイム＝非搭載 突入=50.5% 　　　　　　<通常>10R=20.0% （時短=なし）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=80.0% ※特図②電チュー「残保留＝０個」

　●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

9日

16日 平　和 ｅルパン三世ザファースト 1種2種混合 無 349.9 99.9 0 回 　1＆1＆1＆4＆5 初回=60.0% 7 1,050 【ヘソ】    <時短>7R=60.0% （時短=110回＋残保留4回）

【スマパチ】 Ｈ４ＹＺ３　 Ｃタイム搭載 110 回 ＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<通常>7R=40.0% （時短=なし）

15,000 10,000 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=39.4% （時短=10,000回＋残保留4回）※次回確定

　突入=60.0% 　　　　　　<時短>10R=60.6% （時短=110回＋残保留4回）

　継続=85%（ｃ時短当選含む） 　　　　　　　　　※【電ﾁｭｰ（特図②）】比率は、特図と小当りの合算値。

（※時短110+4回=68.2%） ※RUSH終了後【Cタイム】へ。

　●遊タイム＝非搭載

　●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）1/139.8

SANKYO Ｐフィーバー炎炎ノ消防隊 Ｇ 1種2種混合 無 319.7 2.0 0 回 　1＆1＆5 初回=50.5% 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R=50.5% （時短=250回） ※次回確定

30,000 ２段階RUSH 1 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% V1+9R 1,500 　　　　　　<通常>10R=49.5% （時短=なし）

転落小当り 250 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【特図②・BATTLE BONUS中】

※下AT=15個 突入=50.5% 　　　　　　<時短>10R=50.0% （時短=250回）※炎上モードへ

※上VAT=15個 継続=79.5% 　　　　　　<時短>10R=50.0% （時短=1回）※特賞後「1/2でRUSH終了」

（※BATTLE BONUS=約75%） 【特図②・炎上モード中】

　●遊タイム＝非搭載 （※炎上モード=約81%） 　　　　　　<時短>10R×2回=30.0% （時短=250回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>10R=70.0% （時短=250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）1/1.00 ※炎上モード継続【1/2】 or 転落小当り抽選【1/5.2】

マルホン Ｐ天龍∞ＳＥＶＥＮ　Ｒ１ 1種2種混合 無 39.9 4.8 0 回 　3＆1＆3 初回=80.0% 10 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R=80.0% （時短=99回） ※次回確定（3,000個BONUS）

3,000 役物⇒デジ 3 回 ＆1＆1＆1＆15 継続=100.0% 　　　　　　<通常>10R=20.0% （時短=なし）

99 回 ※始動口＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （時短=3回＋残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 ※右入=1&1個 突入=80.0% ※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」＝なし ※右普図=1個 継続=80.5%

　●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）1/5.5

23日 京楽産業. ｅぱちんこ新必殺仕置人　Ｓ 1種2種混合 無 349.9 76.1 100 回 　1＆1＆4＆5 初回=57.0% 4 400 【ヘソ】    <時短>10R×3回=0.5% （時短=120回）※高確率「1/76.1」

【スマパチ】 普図抽選 120 回 ＆1＆10 継続=100% 10 1,000 　　　　     <時短>10R×2回=0.5% （時短=120回）※高確率「1/76.1」

15,000 Ｃタイム搭載 1,329 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10×2 2,000 　　　　     <時短>4R=56.0% （時短=120回）※高確率「1/76.1」

　突入=74% 10×3 3,000 　　　　　　<通常>3R=43.0% （時短=100回）※低確率「1/349.9」

　継続=84%（ｃ時短当選含む） 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R×2回=51.0% （時短=120回）※高確率「1/76.1」

　　　　　　<時短>10R=49.0% （時短=120回）※高確率「1/76.1」

　●遊タイム＝非搭載 ※「10R×2回」時は、<普図1/1の１回転抽選>での連チャン。

　●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＝１個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/3.05

30日

時短中

（残保留０回）

【Cタイム】
通常時

RUSH後・時短100回後・1,329回転後・ﾗﾑｸﾘ後

ｃ時短抽選=１回転・当選確率=約20％

当選恩恵=時短1,329回転(RUSH再突入）

10

（合算確率=約1/600）

時短中

（残保留+4回）

（※V1Rの入賞R含む）

時短中
10

（転落小当り=1/5.4）

（※V1Rの入賞R含む）

（役物確率=約1/15）

【Cタイム】
通常時

１回転抽選

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

時短数

時短中

RUSH後・1329回転後・ﾗﾑｸﾘ後

ｃ時短当選確率=約 1/5

当選恩恵=時短1329回転（=RUSH突入）

時短中
10

（※「V1R」を含むj）

賞　球
アタッカー性能(払出)

10

（残保留+4回）

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

（※V1Rを含む）


