
・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。）

※ 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。

発売日 機種 確変突入率

タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

【4月】 SANKYO Ｐフィーバー真花月２　Ｓ フルＳＴ ＳＴ中 100回 　3＆1＆4 199.81 79.83 100.0% 3 330 【ヘソ】・【電チュー】共通 （ＳＴ電サポ＝１００回）

19日 遊ﾀｲﾑ 759回 ＆1＆12 (ST=100) 6 660               <確変>3R=25.0% ・6R=50.0% ・10R=25.0%

　●通常保留＝「エイトメモリー」 ※ヘソ賞球＝3個 10 1,100 ※遊タイム「突入＝501回転目」・「回数＝759回転まで」

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝なし※ｱﾀｯｶｰ＝12個

　●「通常８個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

【6月】 西　陣 Ｐモモキュンソード　ＭＣ 1種2種混 1回 　1＆1＆7 無 199.8 合算 100.0% 上 5 350 【ヘソ】   <時短>直上5R=99.0%（時短=1回）

14日 （ソフィア） 7回 ＆4＆8＆14 7.79 下 10 1,300              <時短>直下10R=1.0%（時短=7回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 遊ﾀｲﾑ 250回 ※ヘソ賞球＝1個 V1+上3 340 【電ﾁｭｰ】<時短>下V1+上3R=50.0%（時短=7回）

　●「潜伏確変」＝なし ※上ｱﾀｯｶｰ=8個 V1+下9 1,300              <時短>下V1+下9R=42.0%（時短=7回）

　●「Ｒ変動」＝あり　●「通常４個メモリー」 ※下Vｱﾀｯｶｰ=14個              <時短>下V1+下9R=8.0%（時短=250回）

　●「電チュー優先消化」●「小当り」確率＝1/8.11（特図②） ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

【8月】 サミー Ｐエウレカセブン ハイエボゼロ V確ＳＴ ＳＴ中 150回 　3＆1＆3 無 199.8 94.2 初回=1.0% 3 420 【ヘソ】    <確変>10R=1.0% (ST電ｻﾎﾟ=150回)

2日 ＳＥＪＤ　 突破型 通常後 100回 ＆1＆15 継続=100.0% 6 840 　           <通常>3R=99.0% (時短=100回)

遊ﾀｲﾑ 100回 ※ヘソ賞球＝3個 (ST=150) 10 1,400 【電ﾁｭｰ】 <確変>3R=25.0% (ST=150回) ・7R=15.0% (ST=150回)

              <確変>10R=60.0% (ST=150回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

【10月】 ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐ戦国乙女６　Ｍ２ＡＺ１Ｙ 1種2種混 25回 　3＆1＆4 無 222.9 合算 100.0% 2 280 【ヘソ】    <時短>直3R=93.0%(時短=25回） ・直3R=7.0%（時短=71回)

4日 71回 ＆1＆15 47.0 3 420 【RUSH中】（※直撃・V入賞当りの合算】（全て、時短=71回）

遊ﾀｲﾑ 171回 ※ｱﾀｯｶｰ=15個 4 560 　　　　　　　<時短>2R=21.1% ・4R=19.7% ・10R=59.2%

（V入賞R含む） 10 1,400 ～＜※特図②大当りの詳細＞～

【特図 直撃当り】 （時短=71回） <時短>直2R=100.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 【特図②Ｖ小当り】（時短=71回） <時短>4R=25.0% ・10R=75.0%

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/59.6 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

【10月】 ＪＦＪ Ｐリング呪いの７日間２　ＦＳＡ フルＳＴ 0回 　1＆1＆4＆3 無 199.8 61.9 フル=100.0% 2 240 【ヘソ】    <確変>【電ｻﾎﾟ=0回 or 74回】 2R=16.0% (※初回潜伏）

4日 74回 ＆2＆13 (ST=74) 4 480 ※「時短発生状態」、及び「潜伏確変中」は「電ｻﾎﾟ=74回」　

ＳＴ後 598回 ※ヘソ賞球＝1個 10 1,200               <確変>【電ｻﾎﾟ=74回)】 2R=0.5% ・4R=71.0% ・10R=11.0%

(ST含) (672回)               <確変>【電ｻﾎﾟ=74回＋598回】 4R=1.0% ・10R=0.5%

遊ﾀｲﾑ 759回 【電ﾁｭｰ】 <確変>【電ｻﾎﾟ=74回】 4R=37.0% ・10R=55.0%

              <確変>【電ｻﾎﾟ=74回 or＋598回】 4R=3.0% ・10R=5.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝あり（※初回潜伏） ※非電ｻﾎﾟ時での当りの場合のみ、「ST電ｻﾎﾟ=７４回」となる。　

　●「Ｒ変動」＝あり　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図①） 1/91.4 ※「ST後時短=598回転」でも大当りスルーとなった場合、「1回転後に遊タイム突入」となる。　
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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月次、新機種名及びスペックのご案内（納品日別）
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「2020年」～【遊タイム】×【ライトミドルスペック】機種一覧表



※ 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。

発売日 機種 確変突入率

タイプ タイプ 時短数 設 通常時 高確時 or 継続率 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉

【11月】 ｴｰｽ電研 Ｐ結城友奈は勇者である 1種2種混 0回 　1＆2＆7 無 198.59 小当り 初回=54.0% 7 560 【ヘソ】     <時短>7R=54.0% (時短=1回＋保留1個　※2回ﾙｰﾌﾟ)

1日 （※新枠） ＭＡａ　 ２回ﾙｰﾌﾟ 1回 ＆2＆9＆9 1.0 継続(1)=100% 10 800               <通常>7R=46.0% (時短=0回)

遊ﾀｲﾑ 100回 ※ヘソ賞球＝1個 継続(2)=40% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=40.0% (時短=1回＋保留1個　※2回ﾙｰﾌﾟ)

※上、下ｱﾀｯｶｰ=9個               <通常>10R=60.0% (時短=0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり ※【２回ループ】⇒「時短1回転・小当り=1/1」＋「電チュー残保留=1個。

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）約1/1.0

【11月】 銀　座 Ｐビッグドリーム２　ＧＥＢ Ｖ確確変 確変中 次回迄 　1＆1＆5＆1 199.8 88.1 初回=53.0% 2 280 【ヘソ】     <確変>2R=3.0% (ｻﾎﾟ次回迄) ・7R=50% (ｻﾎﾟ次回迄)

1日 (ﾘﾕｰｽ含) 時短中 0回 ＆1＆15 継続=77.3% 7 980               <通常>2R=47.0% (時短=0回)

遊ﾀｲﾑ 750回 ※ヘソ賞球＝1個 【電ﾁｭｰ】 <時短>7R=77.3%  (電ｻﾎﾟ=次回迄)

              <通常>2R=22.7% (時短=0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝なし

【11月】京楽産業． Ｐぱちんこウルトラセブン 1種2種混 7回 　3＆1＆3＆5 無 199.9 合算値 初回=100.0% 直 3 270 【ヘソ】    <時短>直3R=50.0% (時短=7回＋保留4回)

15日 超乱舞　Ｋ４　 55回 ＆2＆10＆10 51.0 継続=100.0% Ｖ1+2 270              <時短>直3R=35.0% (時短=55回＋保留4回)

95回 ※Vｱﾀｯｶｰ=10個 <実質継続> Ｖ1+9 900              <時短>直3R=15.0% (時短=95回＋保留４回)

496回 ※上ｱﾀｯｶｰ=10個 ・時短7+4回=19.6% 【電ﾁｭｰ】<時短>V1+2R=36.1% (時短=55回＋保留4回)

遊ﾀｲﾑ 750回 ・時短55+4回=68.9%              <時短>V1+2R=11.9% (時短=95回＋保留4回)

・時短95+4回=85.9%              <時短>V1+9R=17.9% (時短=55回＋保留4回)

・時短496+4回=99.99%              <時短>V1+9R=8.6% (時短=95回＋保留4回)

             <時短>V1+9R=25.5% (時短=496回＋保留4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり 【超乱舞】<時短>V1+2R=48.0% ・V1+9R=26.5% (時短=95回＋4回)

　●「通常４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図①）1/68.4              <時短>V1+9R=25.5% (時短=496回＋保留4回)

※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

【12月】 高　尾 Ｐ閃乱カグラ２　Ｖ２Ａ 1種2種混 1回 　2＆1＆4＆5 無 199.8 合算 初回=100.0% 上 5 300 【ヘソ】    <時短>直上5R=99.0% (時短=1回＋保留4回)

20日 (ﾘﾕｰｽ含) 10回 ＆1＆7＆13 9.1 継続=100.0% 下 4 480              <時短>直下10R=1.0% (時短=181回＋保留4回)

遊ﾀｲﾑ 181回 ※ヘソ賞球＝2個 <実質継続> 下 7 840 【電ﾁｭｰ】<時短>下4R=46.76%  (時短=10回＋保留4回)

※上ｱﾀｯｶｰ=7個 ・<突入>=約45% 下 10 1,200              <時短>下7R=0.95%  (時短=10回＋保留4回)

※下ｱﾀｯｶｰ=13個 ・<継続>=約82%              <時短>下7R=0.95%  (時短=10回＋保留4回)

             <時短>下10R=41.99%  (時短=10回＋保留4回)

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり              <時短>下10R=10.30%  (時短=181回＋保留4回)

　●「通常時＝４個メモリー」　●「電チュー優先消化」　●「小当り」確率＝（特図②）1/9.5 ※電チュー保留4個により、時短回数は実質「+4回」

【1月】 西　陣 Ｐ春一番～恋絵巻～　ＭＢ フルＳＴ ＳＴ中 120回 　1＆1＆1＆7 無 199.80 107.97 初回=100.0% 2 200 【ヘソ】    <確変>2R=20.0% ・4R=53.0% ・10R=27.0%

10日 （ソフィア） 図柄時短 0回 ＆2＆4＆11 継続=100.0% 4 400              　　　　　(全て「ST電ｻﾎﾟ=120回)

598回 ※ヘソ＝1&1個 <実質> 10 1,000 【電ﾁｭｰ】 <確変>4R=50.0% ・10R=50.0% (全て「ST電ｻﾎﾟ=120回)

遊ﾀｲﾑ 759回 ※電ﾁｭｰ＝1個 継続=67.3% ※「遊タイム」&「図柄時短」中の大当後は、「ST=120」+「時短=598回」

　●通常時「エイトメモリー」

　●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」　●「小当り」確率＝なし

【遊タイム】
確率=1/199.80

（※599回転消化時） 時短=30回転
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備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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