
・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　５月】　機種一覧表 2023　年 5 月 1 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　５月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（5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

4/30

7日 ビスティ Ｐコードギアス 1種2種混合 無 319.7 7.5 1 回 　1＆1＆5 初回=100.0% V1+2 290 【ヘソ】    <時短>9R=6.0% 3R=12.5% （時短=10000回）

20,000 反逆のルルーシュ３　Ｖ　 11 回 ＆1＆8＆15 継続=100.0% V1+4 500 　　　　　　<時短>9R=69.0% 3R=12.5% （「時短=1回」＋「残保留=4回」

10,000 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1+8 920 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=10.0% ・5R=2.5% ・3R=2.5% （時短10000回+残4回）

※下VAT=8個 突入=60.1% V1+9 1,025 　　　　　　<時短>10R=40.0% ・5R=22.5% ・3R=22.5% （時短11回+残4回）

　●遊タイム＝非搭載 ※上AT=15個 継続=90.0% ※大当りラウンド数は、「V1Ｒを含むラウンド数」で表記。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （※時短1+4回連=51.1%） ※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）1/7.68 （※時短11+4回連=88.2%）

サミー Ｐ北斗の拳 暴凶星　ＳＦＰＡ 1種2種混合 無 319.7 10.7 0 回 　1＆1＆4＆5 初回=60.0% 2 200 【ヘソ】    <時短>10R×2回=5.0% （「時短=10回」＋「残保留=4回」）

15,000 10 回 ＆1＆15 継続=100.0% 　　　　　　<時短>10R=55.0% （「時短=10回」＋「残保留=4回」）

1,000 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,500 　　　　　　<通常>10R=40.0% （時短=なし）

突入=60.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R×2回=50.1% （「時短=10回」＋「残保留=4回」）

継続=74.7% 　　　　　　　　　　　※残保留時は「10Ｒ×１回」となる。

　　　　　　<時短>10R=30.6% （「時短=10回」＋「残保留=4回」）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>2R=19.3% （「時短=10回」＋「残保留=4回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※【電ﾁｭｰ】での比率は、特図②での「大当り」と「小当り」の合算値。

　●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）1/11.1 ※電チュー「保留４個」により、時短回数は、実質「+4回」。

ＪＦＪ Ｐゴブリンスレイヤー　ＪＧＺ 1種2種混合 無 319.7 1.0 0 回 　1＆1＆5＆4 初回=60.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>10R=51.5% （時短=1回）

10,000 普図抽選 1 回 ＆1＆15 継続=100.0% 4 600 　　　　　　<時短>10R=8.5% （時短=70回）

70 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,500 　　　　　　<通常>10R=40.0% （時短=なし）

※普図口＝1個 突入=60.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=30.0% （「時短1回=27.0%」/「時短70回=3.0%」）

　●遊タイム＝非搭載 継続=89.6% 　　　　　　<時短>4R=20.0% （「時短1回=18.0%」/「時短70回=2.0%」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （※時短70回連=19.7%） 　　　　　　<時短>2R=50.0% （「時短1回=42.0%」/「時短70回=8.0%」）

　●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 ※時短は「普図抽選Ａ=１回」と「普図抽選Ｂ=70回」があります。

ｱﾑﾃｯｸｽ ＰバイオハザードＲＥ２ 2種混合 無 319.6 30.3 0 回 1＆1＆1＆4＆5 初回=55.0% 10 10 1,500 【ヘソ】    <時短>10R＋V×2=20.0% （時短=32回）＋「残保留=4回」

10,000 Ｈ１ＹＺ３　 32 回 ＆1＆15 継続=100.0% 　　　　　　<時短>10R=35.0% （時短=32回）＋「残保留=4回」

10,000 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>10R=45.0% （時短=なし）

※普図口＝1個 突入=55.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R＋V×2=1.0% （時短=32回）＋「残保留=4回」

　●遊タイム＝非搭載 継続=約77% 　　　　　　<時短>10R＋V×2=39.0% （時短=32回）＋「残保留=4回」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （※Vｽﾄｯｸ含む） 　　　　　　<時短>10R=60.0% （「時短=32回）＋「残保留=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）1/33.5 ※電チュー「保留４個」により、時短回数は、実質「+4回」。

ｻﾝｾｲR&D Ｐジューシーハニー 1種2種混合 無 319.7 64.06 0 回 　1＆1＆5 初回=79.7% 2 300 【ヘソ】    <時短>10R=1.6% （時短=10,000回）※次回確定

7,000 ハーレム　ＭＦ　 100 回 ＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<時短>2R=78.1% （「時短100回」+＋「残保留=4回」）

10,000 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>2R=20.3% （時短=なし）

　●遊タイム＝非搭載 突入=79.7% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （「時短100回」+＋「残保留=4回」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=80.5% ※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）1/80.1 （※残保留含む）
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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。 【2023年　５月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（5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

ディ・ライト Ｐ哲也４　ＡＭ－ＪＶ 1種2種混合 無 197.2 1.61 0 回 　1＆1＆4 初回=34.9% 1 150 【ヘソ】    <時短>10R×2回=34.9% （時短=1回）

5,000 1 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% 2 300 　　　　　　<通常>2R=61.3% （時短=なし）

※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,500 　　　　　　<役物>合計=3.8% （10R×2=1.5%（時短１））（1R=2.3%（時短０））

　●遊タイム＝非搭載 ※上AT=15個 突入=36.4% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R×2回=100.0% （時短=1回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下AT=15個 継続=62.1%

　●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）1/1.62

ＪＦＪ Ｐ新・遠山の金さん　７７Ｖｅｒ． フルＳＴ 無 77.9 72.9 ＳＴ中 50 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 2 220 【ヘソ】    <確変>2R=100.0% （ST電ｻﾎﾟ時短=50回＋ラスト４回転）

2,000 ＪＷＺ　 （ST=54） ＆1＆1＆11 継続=100.0% 3 330 【電ﾁｭｰ】 <時短>3R=50.0% ・10R=50.0%

消化後 150 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,100  　　　　　　　　　　　（全て、ST電ｻﾎﾟ時短=50回＋ラスト４回転）

時短数 296 回 ※普図＝1&1個 突入=100.0% ※電チュー開放は「50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=52.6%

　●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

14日

21日 メーシー Ｐやじきた道中記　ＭＭ 1種2種混合 無 159.8 38.3 10 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=100.0% （時短=５種類の振分け）

5,000 ｃ時短搭載 20 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<時短振分>

30 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10回=54.0% ・20回=34.5% ・30回=4.5% ・53回=5.0% ・63回=2.0%　

53 回 ※上VAT=15個 突入=41.3% 　　　　　　※時短回数は、「特図①当り」と「ｃ時短当選」時の合算値。

63 回 ※下AT=15個 継続=80.6% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=66.0% （時短53回＋残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 10,000 回 　　　　　　<時短> 2R=12.0%  （時短=10,000回＋残保留4回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短> 2R=22.0% （時短53回＋残保留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）1/23.6 ※電チュー「保留４個」により、時短回数は、実質「+4回」。

サンスリー ＰＡ元祖ギンギラパラダイス 1種2種混合 無 99.9 22.5 2 回 　1＆1＆1＆3＆2 初回=100.0% 5 450 【ヘソ】    <時短>10R=1.0% （時短=249回）※天国ﾀｲﾑへ

4,000 ＨＢＣ　 2段階RUSH 249 回 ＆1＆9 継続=100.0% 10 900 　　　　　　<時短>5R=49.0% （時短=249回）※ｷﾞﾝｷﾞﾗﾀｲﾑへ

※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<時短>5R=50.0% （時短=2回＋残保4回）※ﾁｬﾝｽﾀｲﾑ

消化後 250 回 ※左入=1&3&2 突入=56.8% 【電ﾁｭｰ】（特図②：ギンギラタイム中・チャンスタイム中）

時短数 379 回 ※普図口＝1個 継続a=74.6% 　　　　　　<時短>10R=4.0% （時短=249回）※天国ﾀｲﾑへアップ

継続b=84.5% 　　　　　　<時短>5R=16.0%  （時短=249回）※天国ﾀｲﾑへアップ

　　　　　　<時短>5R=30.0% （時短=249回）※ｷﾞﾝｷﾞﾗﾀｲﾑ維持

　　　　　　<時短>5R=50.0% （時短=2回＋残保4回）※ﾁｬﾝｽﾀｲﾑ

【電ﾁｭｰ】（特図②：天国タイム中）

　　　　　　<時短>10R=4.0% （時短=249回）※天国ﾀｲﾑ維持

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>5R=56.0%  （時短=249回）※天国ﾀｲﾑ維持

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>5R=40.0% （時短=249回）※ｷﾞﾝｷﾞﾗﾀｲﾑへダウン

　●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）1/29.0 ※電チュー保留４個により、時短回数は、全て実質「+4回」。

ビスティ Ｐフィーバー機動戦士 1種2種混合 無 99.9 19.1 5 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 上 4 280 【ヘソ】    <時短>4R=100.0% （時短=5回）＋「残保留=4回」

5,000 ガンダムユニコーン　ｂＹ　 40 回 ＆1＆3＆7 継続=100.0% 下1+上3 240 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=10.0% ・4R=90.0% （時短=40回）＋「残保留=4回」

※ヘソ＝1個 <実質> 上 10 700

消化後 299 回 ※下AT=3個 突入=38.4% ※電チュー保留４個により、時短回数は、全て実質「+4回」。

時短数 370 回 ※上AT=7個 継続=90.6%

　●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）1/23.6

（※V1Rを含む）

（特図①確率=1/319.6）

（残保留＝１回）

10

【遊タイム】

時短中
【特図①合算確率内訳】

（大当り=1/319.6）

（小当り=1/520.1）

【高確ST=54回】

（※V1Rの入賞R含む）
時短中

10

メーカー 機種名
大当り確率(1/　)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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時短中 10
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賞　球
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時短中
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（ｻﾎﾟ無し）＝４回転

（特①小当り=1/32,768）

（ｃ時短確率=1/319.6）

（残保留+4回）

【遊タイム】

（残保留+4回）

【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。 【2023年　５月】　＜ページ　３＞

発売日 機種 突入率

（5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

21日 ニューギン ＰＡ真・怪獣王ゴジラ２ Ｖ確変ST 無 78.86 78.76 ＳＴ中 60 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 3 300 【ヘソ】    <確変>10R=1.0% （電ｻﾎﾟ=10,000回※ST=64回含）

4,000 　Ｎ２－Ｋ　 0 回 ＆1＆1＆10 継続=100.0% 4 400 　　　　　  <確変>4R=99.0% （確変ST=64回※）

9,936 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=5.0% ・3R=5.0% （電ｻﾎﾟ=10,000回※ST=64回含）

　●遊タイム＝非搭載 突入=56.3% 　　　　　   <確変>10R=45.0% ・3R=45.0% （確変ST=64回※）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=60.3% ※ST中の電ｻﾎﾟは、「60回転迄」で、「残り4回転」は残ﾒﾓﾘｰで消化。

　●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

Ａ-ｇｏｎ Ｐ大線香花火　Ｘ Ｖ確変ST 無 72 1.00 　3＆6＆8＆9 初回=100.0% 1特賞 740

200 MAX4ｾｯﾄ 【役物確率】 ※ヘソ＝3個 継続=100.0%

<実質>

　●遊タイム＝非搭載 突入=100%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし 継続=約50%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝？個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

28日

アタッカー性能(払出)

「120秒=1/6」

「90秒=1/3.7」
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様

賞　球

ＳＴ後
（※電ｻﾎﾟ=60回転）

（ST=64回転）


