
・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　６月】　機種一覧表 2023　年 5 月 15 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　６月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（6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日 サミー Ｐ甲鉄城のカバネリ　ＳＦＰＡ 1種2種混合 無 319.7 3.36 0 回 　1＆1＆5＆3 初回=70.0% 3 330 【ヘソ】    <時短>10R=70.0% （時短=255回）※初回+６回リミット

5,000 時短ﾘﾐｯﾄ式 5 回 ＆1＆11 継続=100.0% 10 1,100 　　　　　　<通常>10R=30.0% （時短=0回）

（6回ﾘﾐｯﾄ） 255 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【2～7連目】 <時短>10R=20.0%　・3R=80% （時短=255+2回）

　●遊タイム＝非搭載 突入=70.0% ※【リミット時】は、「残保留=２回転（1/3.36）」での引き戻し【50.7%】。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続1=50.7% 【RUSH中】 <時短>10R=20.0% （時短=5+2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＝（特図②）1/3.4 継続2=91.6% 　　　　　　　 <時短> 3R=80.0% （時短=5+2回）

豊丸産業 Ｐ yes！高須クリニック 1種2種混合 無 38.7 1.0 時短中 1 回 3＆1＆1＆3＆4 初回=100.0% 10 10 1,500 【特図①】  <時短>10R=100.0% （時短=1回）※＋２回確定

3,000 ４５００から青天Ⅳ　 ２回ループ ＆1＆2＆15＆15 継続=100.0% 【特図②】  <時短>10R=38.0% （時短=1回）※２回ループ

※上VAT=15個 <実質> 　　　　　　　<通常>10R=62.0% （時短=1 or 0回）

　●遊タイム＝非搭載 ※下AT=15個 突入=100.0% ※<通常>「ドバイ感謝祭」の「２回連続失敗」で、連チャン終了。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=80.8%

　●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

サンスリー Ｐわんニャンアドベンチャー 1種2種混合 無 199.8 1.0 0 回 　3＆1＆4 初回=50.0% V1+3 340 【ヘソ】    <時短>V1+3R=50.0% （時短=127回）※次回確定

5,000 ＨＣＢ　 127 回 ＆1＆1＆11 継続=100.0% V1+9 1,000 　　　　　　<通常>V1+3R=50.0% （時短=なし）

※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1+9R×2回=50.05% （時短=127回）

　●遊タイム＝非搭載 ※上VAT=1個 突入=50.0% 　　　　　　<時短>V1+9R=20.00% （時短=127回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下AT=11個 継続=70.05% 　　　　　　<時短>V1+9R=29.95% （時短=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）1/1.00　　　　　　　

SANKYO Ｐフィーバー　スプラッシュ 1種2種混合 無 199.8 1.117 0 回 　1＆1＆5 初回=50.0% 2 300 【ヘソ】    <時短>2R=50.0% （時短=100回）※「＋９連」でﾘﾐｯﾄ

7,000 ×スプラッシュ　 10回ﾘﾐｯﾄ 1 回 ＆1＆1＆15 継続=100.0% V1+2 310 　　　　　　<通常>2R=50.0% （時短=なし）

100 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1+4 610 　　　　　　　　　※【リミット後】は、「時短=１回」での継続抽選。

　●遊タイム＝非搭載 ※下VAT=1個 突入=50.0% V1+6 910 　　　　　　　　　※【RUSH中】は、「時短=100回」※大当り確定。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※上AT=15個 継続=89.5% 【RUSH】 <時短>2R=94.1%　・4R=2.9%　・6R=3.0% （時短=1回）

　●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）1/1.123

オッケー. Ｐぱちんこウルトラマンティガ 1種2種混合 無 129.9 30.2 10,000 回 　1＆1＆9＆7 初回=53.0% 上 3 300 【ヘソ】    <時短>4R=53.0% （時短=10,000回　※転落まで）

4,000 ＫＡＣＪ１　 転落当り 0 回 ＆1＆1＆10 継続=100.0% 上 4 400               <通常>4R=47.0% （時短=なし）

通常後 0 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 上 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=50.0%　・3R=50.0% （時短=10,000回　※転落まで）

　●遊タイム＝非搭載 ※上AT=10個 突入=53.0% 下特 2 6 ※「特図②=1/129.9」の「2R当り」（下ｱﾀｯｶｰ）で電ｻﾎﾟ終了。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※下AT=1個 継続=84.0%

　●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）1/39.3

藤　商事 Ｐ地獄少女　Light ＦＶＢ Ｖ確ＳＴ 無 129.7 75.5 100 回 　1＆1＆3＆1 初回=20.0% 3 300 【ヘソ】    <確変>10R=20.0% （電ｻﾎﾟ=100回転）

2,500 時短突破型 5,100 回 ＆1＆1＆10 継続=100.0% 10 1,000               <通常>3R=80.0% （時短=56回転）

時短中 56 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　　※電ｻﾎﾟ中の「特図①当り」時は、時短「100回」or「5,100回」

※右普図=1&1個 突入=42.8% 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=15.0% （電ｻﾎﾟ=5,100回転）※次回確定

　●遊タイム＝非搭載 （※時短引戻し含む） 　　　　　   <確変>3R=5.0% （電ｻﾎﾟ=5,100回転）※次回確定

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=78.9% 　　　　　   <確変>10R=55.0% （電ｻﾎﾟ=100回転）

　●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 　　　　　   <確変>3R=25.0% （電ｻﾎﾟ=100回転）

（役物確率=1/16.9）

＜実質確率=1/654＞

（※V1Rを含む）

10

10

※小当り時は、

「V1R=＋10個」を含む

（※V1Rを含む）

（残保留０回） （※V1R=10個を含む）

時短中

（残保留+1回）

時短中

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

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
アタッカー性能(払出)

（※上・V入賞R出玉を含む）

（or転落するまで）

時短中

10

（※V入賞Rを含む）

10確変中

時短中

（＋残保留２回）

10

（転落確率=1/129.9）



※ 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　６月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（6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日 SANKYO Ｐ蒼穹のファフナー 1種2種混合 無 69.9 1.7 0 回 　1＆1＆5 初回=70.0% 役物 115 【初当り】  <時短> 役物225個=0.5%（時短=250回）　※⇒RUSH直行

2,000 超蒼穹　Ｙ　 役物複合形 1 回 1＆1＆3＆7 継続=86.0% 役物 225 　　　　　　<時短> 役物225個=69.5%（時短=1回）　※⇒成功率=約50%

２段階抽選 250 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1+下2 170 　　　　　　 <通常> 役物115個=30.0%（時短=なし）

※上VＡＴ=3個 突入=50.4% V1+下5 380 　　　　　　　　※【初当り確率=1/69.9】としての出現比率表記。

※下ＡＴ=7個 継続=86.0% V1+下9 660 【特図②】 <時短> 10R=25.0% ・6R=25.0% ・3R=30.0% （時短=250回）

　●遊タイム＝非搭載 ※右普図＝1個 　　　　　　 <時短> 役物225個=6.0%（時短=250回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　 <通常> 役物115個=14.0%（時短=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）1/1.7

11日

18日 ニューギン Ｐベルセルク無双～冥府魔道 Ｖ確ループ 無 319.7 80.0 確変中 次 回 　1＆1＆8＆9 初回=50.0% 4 400 【ヘソ】    <確変>10R+EXTRA=50.0% （小当りRUSH=次回まで）

5,000 Ｍ１２－Ｚ　 小当りRUSH 転落後 0 回 ＆1＆10＆13 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　  <通常>4R=50.0% （時短なし）

転落抽選 ※ヘソ＝1個 <実質> 転落2R 100 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R+EXTRA=100.0% （小当りRUSH=次回まで）

　●遊タイム＝非搭載 ※大当ＡＴ=10個 突入=50.0% ※小当RUSHは、「転落2R」当りでRUSH終了。（※特図②全体の「25%」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※小当ＡＴ=13個 実継続=75.0% ※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）約 1/1.1

京楽産業． Ｐぱちんこ乃木坂４６ 1種2種混合 無 129.9 1.0 0 回 　1＆1＆5＆8＆8 初回=51.0% 3 210 【ヘソ】　　<時短>8R=1.0%（5個）

4,000 キュンキュンライトver.　ＫＡ４　 RUSHｽﾄｯｸ 1 回 ＆1＆1＆7 継続=72.0% 8 560 　　　　　　<時短>3R=50.0%（5個=1%・4個=6%・3個=18%・2個=25%）

※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　  <通常>3R=49.0% （ﾁｬｰｼﾞﾟ無し）

※ＡＴ=7個 突入=51.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>8R=10.0%（2個=2%・1個=8%）

　●遊タイム＝非搭載 継続=72.0%×ｽﾄｯｸ数 　　　　　　<時短>3R=62.0%（時短＝1回転）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （ｽﾄｯｸ含む最大～96%） 　　　　　　<通常>3R=28.0% （ﾁｬｰｼﾞﾟ無し）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝？個」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②） 1/1.0 ※上記（　）内の数字は、「ﾁｬｰｼﾞ」の【ｽﾄｯｸ個数】となります。

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐ銀河鉄道９９９ＮＪ 1種2種混合 無 100.9 100.8 50 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 2 20 【ヘソ】    <時短>10R=1.0% （時短=100回＋残保留４回）

3,000 Ｌ０ＹＵ１Ｙ　 時短突破型 100 回 ＆1＆10 継続=100.0% 3 300 　　　　    <時短> 3R=99.0% （時短=50回＋残保留４回）

※ヘソ＝1個 <実質> 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=75.0% （時短=100回＋残保留４回）

突入=41.8% 　　　　　　<時短> 2R=25.0% （時短=100回＋残保留４回）

消化後 250 回 継続=64.5% ※電チュー「保留４個」により、時短回数は実質「+4回」

時短数 380 回 （※残保留４回含む）

　●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）1/65,536

25日

【転落確率=1/320】

（※上V1Rを含む）

時短中

【実質大当り=1/99.9】

<小当り⇒RUSH=70%>

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)

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
時短数

時短中 10

10

【EXTRA期待出玉】

【＋1,400個】

（※「V1R」を含むj）

10

（※「V1R」を含むj）

（※「V1R」を含むj）

（残保留+4回）

【遊タイム】

時短中
10


