
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2017 年 07 月 02 日） 

タイトル～＜【特賞出玉が多い】と言う特徴は、今後「重要なファクター」なのか？＞ 

■【継続率ダウン】のお客様感情の推測と次期戦術の検証を。 

２０１６年の「確変６５％」の内規によって、「1/319・ミドルスペック」機の連チャン継続値は「８０％＝５．０回」

から「６５％＝２．８５回（１００回時短含めると最大３．９１回）」にダウンした。そして昨年秋冬の「マックス撤去」

当初は、お客様も「連チャン性（＝継続率）ダウン」に心を奪われ、ホールの稼働低下となってしまった。 

・・・が、あれから「やっと半年以上」が経過し、打ち手のお客様も『現行スペックに対して、感覚的に馴染ん

できた感がある』と、『そう判断して良いお盆商戦の時期になった。』と、私は思っている。 

更に噂の、『【規則改正による出玉減少】が重なる可能性がある』以上、ホール側としても「それなりの思考」

を準備しておかなければならないタイミングでもある。 

 

■フォーカスすべき【特賞出玉】とは？・・・【至福の２分間】 

（１）大当り１回で獲得可能な出玉（Ｔ１Ｙ）。 （２）「初当り～連チャン終了」までの１セット出玉（ＴＹ）。 

【特賞出玉】と言う言葉には『２つの定義がる』が、ここで触れるのは（１）の【Ｔ１Ｙ】の事になる。 

１回１６Ｒの大当り時間は、最短「１分４０秒」～（ラウンド間秒数＝約２秒）として「概ね２分１０秒」になるが、 

高い継続回数（連チャン）が望めない以上、打ち手お客様の「次の期待」は、＜同じ【至福の２分間】で得ら

れる出玉＞の可能性は否定できない。 

 

■「重要項目」なのか？「ただの特徴」なのか？ 

答えとしては、機種の【一つの特徴】である。決してそれは「機種選択の最重要事項」では無い。 

今後、【盆明けの秋冬商戦のタイミング】で『最後の２，０００発機!』と言うフレーズが飛び交う事は十分想定 

される事だが、ホールさんは踊らされる事無く、『重要項目では無く、一つの特徴』として心掛けて頂きたい。 

 

そうは言っても、その「特徴を掴む事」は大事な事で、考える上での重要な【２つのポイント】がある。 

（１）：『打ち手のお客様が、その出玉個数を、無条件下でどう感じるのか？』・・・と、 

（２）：『お客様に、その面白さと感動を、どう知って頂くのか？』・・・になる。 

お客様が、『知らなかった』『打ってみて、なんとなくそう感じた』では、【至福の２分間】がもったいない。 

スロット顧客と比較して、「情報弱者が多い」と言われるパチンコ顧客ではあるが、ホールにとって、『そのお

客様に【至福の２分間】を訴えてこそ』が、本来のパチンコではなかろうか。 

 

老婆心ながら、一言付け加えておくが・・・ 

間違っても決して『どう伝えるのか？』では無い。この場合の目的は【伝わる事】であり【伝える事】では無い。 

『こんなＰＯＰで伝えました』とかは、その時点では「自己満足の作業」に過ぎなく、その結果『伝わっていな

い』ならば、その作業自体は全く意味が無い上に、「やった感」があるから始末が悪い。 

少なくとも、【作業】＜業（わざ）で作る＞ことと、【仕事】＜事に仕える＞ことの、違いは理解して頂きたい。 

・・・と、コンサルタントっぽく（！？）、お伝えしておこうと思う。 

 



■＜最大出玉【1,800 個以上】の機種リスト＞･･･（２０１６年１０月以降） 

 

 

皆さんも鮮明な記憶があると思うが、ビッグコンテンツがリリースされた「昨年末の抜粋機種」一覧になる 

６月末現在での、【中古相場価格】と【設置店舗数】を、ちょっと覗いてみると・・・ 

CR 牙狼闇を照らす者 ＸＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１万円以下⇒５，８００店舗 

CR 牙狼魔戒ノ花 ＸＸＸーＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１万円前後⇒７，５００店舗 

CR アナザー牙狼 ＸＸーＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１万円以下⇒５，０００店舗 

CR ルパン三世９ Ｈ１ＢＹ１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１万円以下⇒８，５００店舗 

CR 真・花の慶次Ｘ Ｌ２－Ｖ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円前後⇒８，２００店舗 

CR ぱちんこテラフォーマーズ Ｒ４・・・・・・・・・・・・・７万円前後⇒５，８００店舗 

CR モンスターハンター４ ＦＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円前後⇒３，５００店舗 

CR ゴールデンゲート～ＢＬＡＣＫver.～ ＺＣ ・・・・・１～２万円以下⇒５００店舗 

※ちなみに「CR ヱヴァンゲリヲン１１」は、「最大１５Ｒ出玉＝１，６８０個」で、リスト漏れとなりました。 

 

いやぁ、あれから「半年ちょっと」でここまで下がりましたね。最終的には「ホールの需要と供給」の問題です

から、状況は理解できますが、「テラフォーマーズ」と「モンスターハンター４」以外は、下取り価格並みです

ね（汗）。ましてや、この先、「中古価格が上がる」事は、間違ってもあり得ませんね。 

とは言え『ただホールに並べて置いている』だけでは何も起きませんし、次機種の下取りか、産業廃棄物に

なるのが見えています。さすがに、『それではつまらない』ので、最後に一花は咲かないモノでしょうかねぇ。 

打ち手のお客様から見たら、『十分に演出は見た！』『もう飽きた！』と言うのが本音であり、それがホールに

おいての「今の現状」なのでしょうが、でもザックリ言うと、【最強の２，０００個ラインナップ】だったんです。 

次の【今年の春機種】も併せて、「最後の一花」も考えみませんか？ 

　確変突入率 最大出玉

及び　継続率 <その条件>

【２０１６年～１０月～１２月】　※２０１６年のマックス撤去の時期
役物 初100.0% 　15＆1＆3 2,100

：1/12 継0.0% ＆9＆3＆15 <右打ち時100%>

　4＆1＆3 1,950

＆4＆14＆14 <右打ち時42%>

初51.0%・継100.0% 　4＆3＆3 1,872

(ST=161) ＆14＆14 <右打ち時100%>

初50.0% 　4＆1＆3 2,240

継65.0% ＆15＆15 <右打ち時51%>

CRゴールデンゲート 　4＆2＆3 1,872

～ＢＬＡＣＫver.～　ＺＣ　 ＆14＆14 <右打ち時65%>

1,890

<右打ち時52%>

初50.0%・継100.0% 　4＆2＆3 1,890

(ST=75) ＆15＆15 <右打ち時40%>

CRぱちんこテラフォーマーズ 初51.0%・継100.0% 　4＆2＆3 2,240

　Ｒ４　 (ST=150) ＆4＆5＆15 <右打ち時100%>

1,872

<右打ち時60%>

初50.0%・継100.0% 　4＆1＆3 2,240

(ST=100) ＆4＆15 <右打ち時54%>

初53.0%・継100.0% 　4＆3＆3 1,872

(ST=161) ＆14＆14 <右打ち時100%>

初1.0%・継100.0% 　4＆1＆4 2,390

(ST=40) ＆15＆15 <右打ち時25%>

2016/10/23 平　和 CRルパン三世９　Ｈ１ＢＹ１ 確変319.7 フル：65.0%

2016/10/2 大一商会 CR天下一閃　ＡＣ－Ｖ４５００ 1種2種混

納品日 メーカー名 型式名

2016/10/23 サンセイR&D CR牙狼闇を照らす者　ＸＸ V確ST319.7

2016/11/13 ニューギン CR真・花の慶次Ｘ　Ｌ２－Ｖ V確確変319.7

フル：65.0%

2016/11/27 平　和 CRルパン三世８　Ｌ７ＢＺ V確ST178.6

2016/11/13 西陣(ソフィア) 確変319.7 フル：65.0%

2016/11/20 サミー CRモンスターハンター４　ＦＡ 確変319.7

フル：65.0%

2016/12/4 サミー CR真北斗無双　ＥＷ V確ST219.9

2016/12/4 京楽産業． V確ST319.7

2016/12/4 サンセイR&D CRアナザー牙狼　ＸＸーＸ 確変299.3

2016/12/18 サンセイR&D CR牙狼魔戒ノ花　ＸＸＸーＸ V確ST319.7

2016/12/18 平　和 CR烈火の炎２　９ＢＺ２ V確ST99.9

機種タイプ 賞球特確率

　4＆1＆3＆15

　4＆3＆3＆14



 

 

このあたりから、「現行の注目・中心機種」がリストアップされてきますね。 

特筆する３機種をピックアップして、上記同様に覗いてみますと・・・ 

CR ぱちんこＧＡＮＴＺ ３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０万円前後⇒４，５００店舗 

CR カイジ沼３ ＫＸＧ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８万円前後⇒４，０００店舗 

CR 北斗の拳７転生 ＦＣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５万円以下⇒７，２００店舗 

※ちなみに、３月リリース「CR シティハンター３ Ｈ１ＢＸ４」は、「１６Ｒ出玉＝１，５３６個」で、リスト漏れです。 

 

まぁ、やっと「そこそこの価格」に落ち着きましたね。これらの機種も「これ以上の大きな価格上昇」は考えにく

く、「小幅な価格上下」がありつつも、緩やかに下がって行くことになるでしょう。 

上記リストの中から、「春夏秋冬」「銭形平次」「サムライブレード」「ＧｏＧｏピラミッド」「ハクション大魔王」は、

【確率括り】で言うと、『ミドルスペックでは無い』と言う事になりますが、【最大出玉の括り】では、同列配置も

可能なスペックとなります。 

現役の「メインとしての設置機種」は、『それなりの台数で、それなりに運用している』として、それとは一線を

画した【別の島（コーナー）での活用方法】も考えてみる価値はありそうです。 

 

 

　確変突入率 最大出玉

及び　継続率 <その条件>

【２０１７年～１月～４月】　※２０１７のＧＷ前までの商戦時期
　4＆1＆4 1,872

＆14＆14 <右打ち時45%>

確変 　4＆1＆3＆4 2,240

小当りRUSH ＆9＆10＆15 <右打ち時30%>

初64.0% 　4＆3＆3 1,950

継36.2% ＆4＆3＆14 <右打ち時100%>

CR豊丸とソフトオンデマンド 100.0% 　4＆2＆3 2,100

の最新作　３１９Ｍ　 (ST=104) ＆5＆15 <70%>

CR春夏秋冬 100.0% 2,240

～ＨＩＧＨビスカス～　Ｚ　 (ST=130) <右打ち時100%>

CR春夏秋冬 100.0% 2,240

～ＨＩＧＨビスカス～　Ｍ　 (ST=130) <右打ち時50%>

CRスーパー海物語ＩＮジャパン 100.0% 1,872

ＳＴＡ　 (ST=71) <65%>

CR銭形平次withでんぱ組.inc 100.0% 　4＆1＆3 2,240

ＳＭＡ　 (ST=77) ＆4＆15 <右打ち時3.5%>

2,240

<右打ち時50%>

初50.0% 　4＆1＆3 1,800

継65.0% ＆5＆3＆13 <右打ち時50%>

役物 1,890

：1/48 <100%>

　4＆1＆3 2,080

＆4＆14 <右打ち時100%>

CR世界でいちばん 　4＆1＆5＆6 1,872

強くなりたい！　ＦＰＭ　 ＆13＆14 <右打ち時54%>

　4＆1＆4 2,240

＆5＆15 <右打ち時100%>

100.0% 　4＆1＆3 1,872

(ST=70) ＆4＆14 <右打ち時50%>

　4＆1＆2 2,240

＆3＆15 <右打ち時65%>

1,872

<右打ち時50%>

2017/1/8 平　和 CR戦国乙女４　Ｈ１ＢＹ８ 確変319.7 フル：65.0%

2017/1/8 オッケー. CRぱちんこＧＡＮＴＺ　３ 319.7 フル：65.0%

2017/1/8 大一商会 CRフルーツパンチ　ＡＭ－Ｆ 1種2種混319.7

2017/1/22 西陣(ソフィア) フルST199.8

2017/2/5 三洋物産 フルST319.6

2017/1/8 豊丸産業 フルST319.7

2017/1/22 西陣(ソフィア) フルST319.7

51.5%

2017/3/5 Ａ－ｇｏｎ CR ＧｏＧｏピラミッド　Ｚ 羽モノ ***

フル：65.0%

2017/3/5 ＳＡＮＫＹＯ CR F.サムライブレード　Ｒ 1種2種混199.8

2017/3/5 サンスリー CRドロンボー　ＭＴＡ 確変319.6

フル：65.0%

フル：50.0%

2017/4/2 七　匠 CRハクション大魔王　ＬＳＴＡ フルST199.8

2017/4/2 藤　商事 確変319.7 フル：65.0%

2017/4/2 ニューギン CRコブラ４　Ｌ３－Ｔ 確変319.7

納品日 メーカー名 型式名 特確率 機種タイプ 賞球

　4＆1＆3＆15

　4＆1＆3＆14

　4＆1＆3＆15

2017/4/23 メーシー CRダーカーザンブラック　ＭＧ 確変319.7 フル：50.0%

　4＆1＆3＆15

　4＆2＆4＆14

　5＆3＆15＆15

2017/4/16 サミー CR北斗の拳７転生　ＦＣ 確変319.7

2017/3/19 高　尾 CRカイジ沼３　ＫＸＧ 確変319.9

2017/2/5 高　尾 フルST256.0



 

※ちなみに、「CR 花菱 ＺＦ－Ｔ（１５Ｒ＝１，７５５個）」・「CR おばけらんど Ｘ２（１６Ｒ＝１，６６４個）」に関しては、 

『非常に中途半端な最大出玉個数』で、めちゃくちゃ残念ながら、リストから漏れました。 

※ちなみに、「盆明け８月中のリリース機種」には、該当機種はありません。 

 

２０１７年、今年の「ＧＷ明けから盆前商戦」機種の中で注目されるのは「ひぐらし」「リング」「ゴッドハーデス」「牙狼」と

言ったところでしょうか。『「ひぐらし～叫」の評価がイマイチ低い』のは、他の機種と比較して『やや、コンテンツ力で

劣っている』と言う評価なのでしょうが、いずれ実績評価が出揃えば分ります。（注目です！） 

 

■色々言ってはみても、【肝心な２機種】が抜けている・・・と言う現実。 

そう！昨年１０月リリースの【CR スーパー海物語ＩＮ沖縄４ ＭＴＣ（１６Ｒ＝１，４０８個）】と、「５月２１日」からリリ

ースの【CR ぱちんこ必殺仕事人Ⅴ（１５Ｒ＝１，３６５個・小当りＲＵＳＨ付き）】が、当該リストから抜けています。 

これが、最初に記した『高Ｔ１Ｙスペックが、機種選択においての最重要事項では無い』と言う事に繋がります。 

 

今後の【規則改正】にも絡みますが、『この【４２機種】のリスト機種をどう活用するか？』は、今後の皆さま次第です。 

現時点での稼働の中心は、『Ｔ１Ｙ＝１，５００個以下の２機種である』事も十分理解した上で、『【至福の２分間】をお

客様へ提供する』原点を、再度考える事で面白い発想が浮かんで来ることでしょう。 

『ただ台を並べている、パチンコ・バラエティコーナーじゃ、誰も楽しくない』ですよ。・・・今も、未来も。 

 

 

＜このコラムは、有料コンテンツに該当しております。転載・配布・改ざん等はお控えくださいませ＞ 

＜また、文章・資料等の所有権は、「有限会社トータル・ノウ・コネクションズ」に帰属いたします＞ 

　確変突入率 最大出玉

及び　継続率 <その条件>

【２０１７年～５月～７月】　※２０１７年のＧＷ明けから盆前商戦機
100.0% 　5＆2＆4＆10 1,920

(ST=7) ＆13＆13 <右打ち時1.5%>

2,016

<25%>

80.0% 　4＆1＆3 1,872

(ST=100) ＆4＆14 <右打ち時70%>

CRシルバーダイヤモンド　 100.0% 　4＆1＆3 2,240

ＳＣＡ　 (ST=120) ＆15＆15 <右打ち時75%>

CRひぐらしのなく頃に～叫～ 初52.0%・継100.0% 　4＆1＆1 2,240

ＫＭ－Ｖ　 (ST=130) ＆3＆4＆15 <右打ち時88%>

　4＆1＆3 1,890

＆15＆15 <右打ち時87%>

初54.0%・継83.0% 　4＆1＆4 1,872

(ST=168) ＆6＆8＆14 <右打ち時100%>

CRスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 100.0% 1,872

ＳＴＢ　 (ST=33) <30%>

CRひぐらしのなく頃に～叫～ 初55.0%・継100.0% 　4＆1＆1 2,240

ＫＴ　 (ST=130) ＆3＆4＆15 <右打ち時75%>

役物 初100.0% 　15＆3＆3 1,890

：1/25 継0.0% ＆10＆3＆15 <100%>

CRアナザーゴッドハーデス 2,240

ＲＤ　 <右打ち時34%>

CR牙狼ＧＯＬＤＳＴＯＲＭ翔 初61.0%・継82.0% 　4＆1＆3 1,872

ＸＸ－ＳＳＳ　 (ST=187) ＆14＆14 <右打ち時100%>

100.0% 　4＆1＆2＆3 2,240

(ST=104) ＆5＆15 <右打ち時25%>
2017/8/6 西陣(ソフィア) 159.8 フルSTCRモモキュンソード３　ＮＸ

フル：50.0%

2017/6/4 平　和 CR銀河鉄道９９９　Ｈ１ＢＹ３ 変則ST319.6

2017/5/7 藤　商事 CRモエキサイト　ＦＰＷＺ　 フルST99.9

2017/5/21 ベルコ CRデコラッシュ　ＬＰＬ 確変259.0

　4＆2＆3＆14

2017/6/18 メーシー CRギルティクラウン　ＭＢ 確変319.7 フル：60.0%

2017/6/4 三洋物産 フルST239.1

2017/6/18 大一商会 V確ST319.7

2017/7/2 大一商会 V確ST259.0

2017/7/16 ジェイビー CRジェットアローⅡ号　β 1種2種混

2017/6/25 藤　商事 CRリング　終焉ノ刻　ＦＰＨ　 V確変則ST319.7

2017/7/2 三洋物産 フルST319.6

2017/7/23 メーシー 確変319.7 フル：65.0%

2017/7/30 サンセイR&D V確変則ST318.6

　5＆2＆3＆15

　4＆2＆3＆15

納品日 メーカー名 型式名 特確率 機種タイプ 賞球


