
・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　２月】　機種一覧表 2023　年 1 月 30 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　２月】　＜ページ　１＞

発売日 機種 突入率

（2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

5日 銀　座 Ｐ真北斗無双４　ＧＦＰＨ 1種2種混合 無 319.7 70.7 100 回 1＆1＆5＆6 初回=51.0% 6 900 【ヘソ】    <時短>10R×2回=5.0% （普図=1/1）※3,000個BONUS

25,000 ｃ時短 1,000 回 ＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<時短>6R=46.0% （ｻﾎﾟ=100回転）（※普図=1/70.7）

※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>6R=49.0% （ｻﾎﾟ=100回転）（※普図=1/288.7）

※右作動＝1個 突入=65.4% 　　　　　　　　　（※RUSH中の<通常>当りは、「時短=400回」になる）

　●遊タイム＝非搭載 継続=81.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R×2回=26.0% （普図=1/1）※3,000個BONUS

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　<時短>10R=54.0% （ｻﾎﾟ=100回転）（※普図=1/70.7）

　●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）1/1.25 　　　　　<ｃ時短> ST回復=20.0% （ｻﾎﾟ=100回転）（※普図=1/70.7）

三洋物産 Ｐ大海物語５　ＭＴＥ２ 確変ループ 無 319.6 31.9 確変中 次 回 3＆2＆5 初回=60.0% 10 10 1,500 【ヘソ】    <確変>10R=60.0% （電サポ＝次回まで）

30,000 ８個保留 時短中 100 回 ＆1＆15 継続=60.0% 　　　　　　<通常>10R=40.0% （時短=100回）

　●遊タイム＝非搭載 ※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 ※特図①：特図②共通

　●通常時「８個保留」（ＭＡＸ８）仕様 ※電ﾁｭｰ＝2個 突入=60.0%

　●特賞＝「左打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし 継続=70.8%

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝４個」　●「入賞順消化」　●「小当り」確率＝なし （※時短の引戻し含む）

七　匠 Ｐ真速のガッチャマン 1種2種混合 無 319.7 1.0 0 回 　1＆1＆8 初回=55.0% 3 450 【ヘソ】    <時短>10R=10.0% （時短=100回）※3,000個RUSH

12,000 ＸＩＮＮ　 CZ搭載 100 回 ＆1＆15＆15 継続=80.0% 10 1,500 　　　　　　<時短>3R=45.0% （時短=100回）※1,950個RUSH

※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>3R=25.0% （時短=なし）

ＣＺ 17 回 ※右VAT=15個 突入=55.0% 　　　　　　<通常>3R=20.0% （時短=なし）（※CZ/ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞへ）

　●遊タイム＝非搭載 ※下AT=１5個 継続=81.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=80.0% （時短=100回）※次回大当り確定

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝なし　　 （※CZの引戻し含む） 　　　　　 　<通常>3R=20.0% （時短=なし）（※CZ/ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞへ）

　●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 ※「ﾁｬﾝｽｿﾞｰﾝ=ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ」は、「1/319.7」の１７回転（左打ち）。

SANKYO Ｐフィーバーダンベル 1種2種混合 無 319.7 70.2 100 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 上 7 上 6 378 【ヘソ】    <時短>6R=100.0% （時短=100回+残保留４回）

15,000 何キロ持てる？　Ｖ　 Vストック式 10,000 回 ＆1＆9＆15 継続=100.0% 下1+上2 276 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=10.0% （時短=10,000回+「Vｽﾄｯｸ=2個」）

（２回ﾙｰﾌﾟ） ※ヘソ＝1個 <実質> 下 10 1,500 　　　　　　<時短>10R=60.0% （時短=100回+残保留４回）

※上AT=9×7C 突入=100.0% 　　　　　　<時短>下V1+上2R=30.0% （時短=100回+残保留４回）

※下AT=15×10C 継続=81.0% 　　　　　　　　　　　（※｢Vｽﾄｯｸ残１個」時も同様比率）

　●遊タイム＝非搭載 【Ｖｽﾄｯｸ・残２個中】 <時短>10R=70.0% （Vｽﾄｯｸ=２個継続）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 　　　　　　　　　　　　<時短>V1+上2R=30.0% （Vｽﾄｯｸ=２個継続）

　●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）1/89.96 ※電チュー「保留４個」により、時短回数は実質「+4回」

メーシー Ｐ真バジリスク　ＬＦ 1種2種混合 無 319.7 3.72 0 回 1＆1＆9＆7 初回=50.0% 下1+上9 1,360 【ヘソ】<時短>10R=50.0% （時短=100回+残保１回）※連ﾁｬﾝ後真瞳術へ

8,000 ２段階RUSH 5 回 ＆1＆1＆1＆15 継続=100.0% V1+上2 310 　　　　<通常>10R=50.0% （時短=なし）

100 回 ※ヘソ＝1個 <実質> V1+上9 1,360 【真瞳術】 <時短>10R=20.0% （時短=5回+残保１回）※真ﾊﾞｼﾞﾀｲﾑへ

※上AT=15個 突入=50.0% 　　　　　 　<時短>3R=80.0% （時短=100回+残保１回）※真瞳術継続

※下(V)AT=１個 実継続=93% 【真BT】 <時短>10R=10.0% （時短=100回+残保１回）※真瞳術へ移行

　●遊タイム＝非搭載 ※右作動A=1個 真瞳術=80.0% 　　　　　<時短>10R=10.0% （時短=5回+残保１回）※真BT継続

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり ※右作動B=1個 真ﾊﾞｼﾞﾘｽｸﾀｲﾑ=84.7% 　　　　　<時短>3R=80.0% （時短=5回+残保１回）※真BT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）1/3.76 ※電チュー「保留１個」により、時短回数は実質「+1回」
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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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【普図確率】　・普図A=1/70.7
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時短中 10



※ 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　２月】　＜ページ　２＞

発売日 機種 突入率

（2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

5日 大一商会 Ｐ天才バカボン６　ＦＤ－ＲＳ ２種 無 129.77 44.8 0 回 　1＆1＆4＆3 初回=72.0% 3 300 【ヘソ】    <時短>3R=72.0% （時短=30回＋残保留4回）

3,500 30 回 ＆1＆10 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　　<通常>3R=28.0% （時短=なし）

81 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R=67.0% （時短=30回+残保留4回）※神鬼RUSHへ

1,031 回 ※右作動＝1個 突入=72.0% 　　　　　　　　　　　　<時短>10R=33.0% （時短=1,031回＋残保留4回）

　●遊タイム＝非搭載 継続1=68.9% ※「時短=1,031回転」は、実質「10R+10R=2,000個」当りとなる。

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続2=85.3% 【神鬼RUSH中】（特図②） <時短>10R=100.0% （時短=81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）1/44.8 ※電チュー保留４個により、時短回数は実質「+4回」

ｱﾑﾃｯｸｽ Ｐ戦国乙女レジェンドバトル 確変ＳＴ 無 99.9 28.8 ＳＴ中 16 回 　1＆1＆5 初回=100.0% 4 400 【ヘソ】    <確変>10R=2.0% （「ST=16回」＋「時短=100回転」）

（ﾘﾕｰｽ） ９ＹＵ１Ｙ　 （ST=16） 時短＋ 100 回 ＆1＆10 継続=100.0% 10 1,000 　　　　　  <確変>4R=98.0% （ST=16回）

4,000 消化後 250 回 ※ヘソ＝1個 <実質> 【電ﾁｭｰ】 <確変>10R=10.0% （「ST=16回」＋「時短=100回転」）

時短数 379 回 ※右作動口=1個 突入=46.5% 　　　　　　<確変>4R=90.0% （「ST=16回」＋「時短=100回転」）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=80.0% ※電チュー「保留４個」により、時短回数は、全て実質「+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＝なし

ビスティ Ｐ宇宙戦艦ヤマト２２０２ 1種2種混合 無 89.9 1.00 0 回 　1＆2＆3 初回=51.0% 2 140 【ヘソ】    <時短>10R=1.0%【金ヤマトRUSH】へ　・2R=50.0% （時短=1回）

5,000 ＯＮＬＹ　ＯＮＥ　ＹＲ　 ２段階継続 1 回 ＆2＆3＆7 継続=100.0% 3 210 　　　　　　<通常>2R=49.0% （時短=なし）

　　　　　　　　 ※ヘソ＝1個 <実質> 4 280 【電ﾁｭｰ】（下位RUSH中）～【超波動RUSH】

消化後 255 回 ※電ﾁｭｰ＝2個 突入=51.0% 6 420 　　　　　  <時短>10R=5.0% （時短=1回）（※【金ヤマトRUSH】へ昇格）

時短数 継続1=88.0% 8 560 　　　　　　<時短>2R～8R（RUB）=83.0%（※全て、「時短=1回」）

継続2=72.0% 10 700 （2R=49.0% ・3R=8.0% ・4R=6.0% ・6R=17.0% ・8R=3.0%）

合算=91.0% 　　　　　　<通常>3R=12.0% （時短=なし）

【電ﾁｭｰ】（上位RUSH中）～【金ヤマトRUSH】

　　　　　  <時短>2R～10R=72.0%（※【金ヤマトRUSH】継続）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり （2R=21.0% ・3R=20.0% ・4R=6.0% ・6R=17.0% ・8R=3.0%% ・10R=5.0%）

　●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）1/1.0 　　　　　　<時短>2R=28.0% （時短=1回）（※【超波動RUSH】へ降格）

12日

19日 藤商事 Ｐ地獄少女覚醒３０００Ver. 1種2種混合 無 319.6 1.34 0 回 1＆1＆4 初回=60.0% 8 1,200 【ヘソ】    <時短>10R×2回=20.0%  （時短=1回）※3,000個BONUS

5,000 ＦＨＺ　 1 回 ＆1＆1＆15 継続=100.0% 10 1,500 　　　　　　<時短>8R=40.0% （時短=1回）

※ヘソ＝1個 <実質> 　　　　　　<通常>8R=40.0% （時短=なし）

　●遊タイム＝非搭載 突入=60.0% 【電ﾁｭｰ】 <時短>10R×2回=33.3% （時短=1回）※3,000個BONUS

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 継続=74.6% 　　　　　　<時短>10R×1回=66.7% （時短=1回）

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝０個」　●「特図②優先消化」　●「小当り」確率＝（特図①）1/601.2　（特図②）1/1.35 ※特図②の「残保留」は無い。電チューは「２ｶｳﾝﾄ」。

ニューギン Ｐだるまっしゅ２　Ｎ－ＫＣ Ｖ確ＳＴ 無 119.8 13.5 ＳＴ中 30 回 　3＆1＆3＆4 初回=0% 4 224 【ヘソ】    <確変>***

1,500 （ST=30) 70 回 ＆2＆8 継続=100.0% 10 560               <通常>4R=100.0% （時短=70回）

時短突破型 10,000 回 ※ヘソ＝3個 <実質> 【電ﾁｭｰ】<確変>4R=85.0% ・10R=15.0% （全て「ST=30回」）

ｃ時短 ｃ時短1 10 回 （ｻﾎﾟ無し） 突入=52.1%

　●遊タイム＝非搭載 70 回 （=62.8%） （ｃ時短合算） ※【２つのｃ時短】搭載仕様。（ｻﾎﾟ無し＆ｻﾎﾟあり）

　●特賞＝「右打ち仕様」　●「潜伏」＝なし　●「Ｒ変動」＝あり 120 回 （=3.9%） 継続=90.4% ＜突ＣＺ＞＝1/703.93（ｻﾎﾟ無し10回転）※ＣＺ中の大当り後は「10,000回」

　●保留「特図①＝４個」・「特図②＝4個」　●「電チュー優先消化」 180 回 （=3.9%） （残保留含む） ＜突サポ＞＝1/676.33（時短=４パターン）

　●「小当り」確率＝なし 270 回 （=29.4%）

26日
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（ｃ時短1=1/703.93）

通常後

（ｃ時短2=1/676.33）

ｃ時短2
（ｻﾎﾟ有）

（※ｃ時短合算=1/88.9）

（※V1R含む）

（残保留+4回）

【遊タイム】

アタッカー性能(払出)
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時短中
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メーカー 機種名
大当り確率(1/　) 電サポ仕様
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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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【遊タイム】
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時短中


