
・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　１０月】　機種一覧表 2022　年 9 月 5 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　１０月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（10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 ディ・ライト Ｐうしおととら２　ＦＭ－ＪＨ 1種2種混合 無 319.69 10.29 0 回 　1＆1＆4 初回=75.0% 下 10 1,500 【ヘソ】    <確変>10R=75.0% （時短=9+1回）

15,000 9 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% 上 10 1,500 　　　　　　<通常>10R=25.0% （時短=なし）

15 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】　（※斬撃ＲＵＳＨ中）

250 回 ※下ＡＴ=15個 突入=75.0% 　　　　　　<時短>10R=60.0% （時短=9+1回）（※継続率＝64.0%維持）

※上ＡＴ=15個 継続1=64.0% 　　　　　　<時短>10R=40.0% （時短=250+1回）⇒最強RUSHへ

継続2=80.5% 【電ﾁｭｰ】　（※最強ＲＵＳＨ中）

　●遊タイム＝非搭載 　　　　　　<時短>10R=96.8% （時短=15+1回）（※継続率＝80.5%維持）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>10R=3.2% （時短=250+1回）⇒最強RUSH継続

　●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）1/10.63 ※電チュー「保留１個」により、時短回数は実質「+1回」

ｻﾝｾｲR&D Ｐ真・牙狼２　ＲＰ 1種2種混合 無 319.68 46.81 0 回 　1＆1＆3＆7 初回=60.2% 2 300 【ヘソ】    <時短>10R=50.0% （時短=1,214+4回）（※3,000個確定）

18,000 70 回 ＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<時短>2R=10.2% （時短=70+4回）（※継続率＝79.8%）

1,214 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>2R=39.8% （時短=なし）

突入=60.2% 【電ﾁｭｰ】  <時短>10R=4.7% （時短=1,214+4回）（※3,000個確定）

継続=80.7% 　　　　　　 <時短>10R=95.3% （時短=70+4回）（※継続率＝79.8%）

　●遊タイム＝非搭載 【残保留】 <時短>10R=78.9% （時短=1,214+4回）（※3,000個確定）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし 　　　　　　 <通常>10R=21.1% （時短=なし）

　●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）1/54.84 ※電チュー「保留4個」により、時短回数は実質「+4回」

京楽産業． Ｐウルトラマン・ティガ　Ｋ１７ 1種2種混合 無 319.9 67.7 10,000 回 　3＆1＆6＆7 初回=50.0% 上 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=50.0% （10,000回＝次回まで）

20,000 転落当り 0 回 ＆1＆1＆15 継続=100.0% 上 10 1,500               <通常>3R=50.0% （時短=なし）

通常後 0 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 下特 2 6 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=100.0% （10,000回＝次回まで）

　●遊タイム＝非搭載 ※上AT=15個 突入=50.0% ※「特図②=1/319.9」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）1/67.7

平　和 Ｐ消されたルパン　Ｈ１ＡＺ１ 確変ループ 無 319.6 38.50 確変中 次 回 　3＆1＆1＆4 初回=82.0% 上 2 300 【ヘソ】    <確変>下4R=68.0% ・上2R=13.0%・上10R=1.0%（電ｻﾎﾟ=次回迄）

14,000 20 回 ＆1＆10＆15 継続=82.0% 上10 1,500 　　　　　　<通常>上2R=18.0% （時短=「20=14%」「40=3%」「60=1%」）

40 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 下 2 60 【電ﾁｭｰ】 <確変>下2R=11.0% ・下4R=9.0% ・下6R=8.0% ・下8R=4.0%

　●遊タイム＝非搭載 60 回 ※下ＡＴ=10個 突入=84% 下 4 400 　　　　　　<確変>上10R=50.0%　（※確変中は、全て「電ｻﾎﾟ=次回迄」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏確変」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし ※上ＡＴ=15個 継続=84% 下 6 600 　　　　　　<通常>下2R=18.0% （時短=「20=14%」「40=3%」「60=1%」）

　●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 （※残保留含む） 下 8 800

三洋物産 Ｐストライクウィッチーズ２ 1種2種混合 無 129.7 7.8 1+4 回 　3＆1＆4＆2 初回=100.0% 直 2 140 【ヘソ】    <時短>2R=2.0% （時短=254回+残保留4回）

2,000 ＨＢＣ　 13+4 回 ＆1＆7＆7 継続=100.0% V1+2 210 　　　　　　<時短>2R=98.0% （時短=1回+残保留4回）

254+4 回 ※ヘソ＝3個 <実質> V1+9 700 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1+2R=80.0% ・V1+9R=20.0% （時短=13回+残保4回）

消化後 330 回 ※上VＡＴ=7個 突入=50.6% ※電チュー「保留4個」により、時短回数は実質「+4回」

時短数 254 回 ※下ＡＴ=7個 継続=90.2%

　●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）1/8.4
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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。 【2022年　１０月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（10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 SANKYO ＰＡフィーバーマクロス 1種2種混合 無 88.8 2.0 1 回 　1＆1＆6 初回=2.0% 3 210 【ヘソ】    <時短>10R=2.0% （時短=233回+保留1回）

5,000 フロンティア４　Ｙ　 2 回 ＆1＆7 継続=100.0% 4 280 　　　　　　<通常>4R=98.0%  （時短=1回+残保留０回）

233 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 10 700 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=10.6% ・3R=10.6%  （時短=2回+保留1回）

消化後 234 回 突入=51.0% 　　　　　　<時短>10R=39.4% ・3R=39.4%  （時短=1回+保留1回）

時短数 233 回 継続=77.7% ※電チュー「保留1個」により、時短回数は実質「+1回」

　●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）1/2.05

9日

16日 ＪＦＪ Ｐ緋弾のアリア～緋弾覚醒編 1種2種混合 無 通常時 普図確率 70 回 　1＆1＆5＆1 初回=100.0% 直下 10 1,500 【ヘソ】    <時短>直下10R=65.0% （普図時短=70回）

4,000 ～319Ver.　ＪＭＺ　 319.6 51.0 100 回 ＆1＆15＆15 継続=100.0% V1+2 450 　　　　　　<時短>直下10R=35.0% （普図時短=100回）※Vｽﾄｯｸﾀｲﾑへ

ﾘﾛｰﾄﾞ中 ※ヘソ＝1個 <実質> V1+9 1,500 【電ﾁｭｰ】 <時短>V1+2R=29.9% ・V1+9R=69.8% ・直下10R=0.3%

310.6 ※下ＡＴ=15個 突入=65.0% 　　　　　　　　　　　（※全て、「普図時短=70回」）

小当り ※上ＡＴ=15個 Vｽﾄｯｸ=86.2% ※「時短」とは、＜普通図柄の停止時間の短縮＞を指します。

1.003 時短70=75.0%

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 合算=80.0%

　●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）1/1.003

ニューギン Ｐデビルマン 疾風迅雷 1種2種混合 無 129.77 2.13 0 回 　1＆1＆3 初回=50.0% 直 2 160 【ヘソ】    <時短>2R=50.0% （時短=3回+保留１回）

9,000 Ｎ２－Ｘ１　ＹＴ３８９　 3+1 回 ＆1＆1＆8 継続=100.0% Ｖ1+2 240 　　　　　　<通常>2R=50.0% （時短=なし）

消化後 389 回 ※ヘソ＝1個 <実質> Ｖ1+6 560 【電ﾁｭｰ】 <時短>Ｖ1+2R=83.0% （時短=3回+保留１回）

時短数 250 回 突入=50.0% 　　　　　　<時短>Ｖ1+6R=17.0% （時短=3回+保留１回）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=92.1% ※「電チュー残保留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）1/2.17
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