
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2019 年 07 月 21 日）・・・【フリーコラム】 

タイトル～＜これぞ！【This is 突破型】～３機種並べたらどうなる？＞ 

■「継続率６５％未満」と言う【内規撤廃】・・・のおさらい。 

そもそも、『依存問題に対して・・・』と言う旗の下に「風適法規則改正施行」されたのが【２０１８年２月１日】。 

それから「１年後」の【２０１９年２月１日】付で、過去約３年間の＜継続率＝６５％上限規制＞が、遂に撤廃された。 

『そもそも、依存対策は法的に制限された』のだから、そのルールに準じている限り、『遊技性を広げる』趣旨として、

日工組ルール（内規）は、【連チャン性】もそして【ベース値下限】もルール撤廃ですね！ 

 

■そもそも、【突破型スペック】って、どんな分類定義？ 

【継続率＝６５％上限】の内規撤廃から早半年、いよいよ本格化してきた感のある＜高継続＞と言うキーワード。 

その高継続を『スペック的に成立させる』には、次に＜突破型＞と言う【スペックキーワード】が連動しています。 

●そもそも、【突破型】スペックと言う「分類定義」ですが・・・ 

最初に・・・（１）『初回（特図①）の大当りで、確変突入率が劇的に低い』事。 

そして・・・・（２）『通常当りでの時短引き戻し当り（特図②）で、確変（ＲＵＳＨ）に突入する事』の２つになります。 

つまり、打ち手からすると、確変の恩恵を受けるには、そのほとんどが【（１）まず、大当りを当てる】×【（２）更に時短

で当てる】と言う「２段階のハードルを突破」して、初めて確変ＲＵＳＨの恩恵を受けられると言う事ですね（汗） 

 

■「９月のパチンコ」～『普通の甘デジ』ではない、典型的【突破型】！ 

さて、そんな【突破型＆高継続】のリリースが注目される「９月のパチンコ」ですが、月間最強のビッグコンテンツ機種

＜北斗の拳８覇王＞リリースの中、【突破型甘デジ】が『３機種集合！』となりました。 

それでは、その【３機種】のスペックについて、概要を触れてみたいと思います。（※以下、全て「設定①」での数値） 

●＜ＰＡぱちんこウルトラセブン２Ａ６＞・・・「特賞確率＝１／９９．９」・「ＳＴ突入率＝２．０％」・「時短＝４０回」 

⇒【突破確率＝１／２８９．８】・【継続率＝８４．０％】 

●＜ＰＡヱヴァンゲリヲン超覚醒ＹＲ＞・・・「特賞確率＝１／９９．９」・「ＳＴ突入率＝１０．０％」・「時短＝３０・１００回」 

⇒【突破確率＝１／１９８．２】・【継続率＝８５．４％】 

●＜Ｐ聖闘士星矢４ ＸＢＤ＞・・・・・・・・・・「特賞確率＝１／１０９．９」・「ＳＴ突入率＝２．０％」・「時短＝４０回」 

⇒【突破確率＝１／３１３．３】・【継続率＝８０．１％】 

【突破確率】を見る限り、どう見ても『普通の甘デジじゃない』と言う事は、分かって頂けると思います（大汗） 

 

■問題は、【お客様の感情】になるが・・・ 

一つは、甘デジで『１回の出玉が少ない』けど、『この爆裂連チャンが面白い！』・・・と思うのか？ 

もう一方で、『甘デジじゃない！騙された！』、『どうせハマるなら、出玉安定のミドルを打つ！』・・・と思うのか？ 

無論、各機種の「連チャン高継続に対しる演出」は重要で、【コンテンツ性】・【連チャン性】・【特別演出】が噛みあえ

ば、『ちゃんと稼働貢献は残せる』と思うのですが、以下＜ＴＫＣ髙橋の評価＞はこんな感じです（汗） 

ちなみに、＜Ｐルパン三世ＬＡＳＴＧＯＬＤＬ ９ＢＷ４Ｓ＞もこの「突破型」の分類になりますが、一応触れておきます

と・・・「特賞確率＝１９９．８」・「ＳＴ突入率＝５．０％」⇒【突破確率＝１／３６４．４】・【継続率＝８９．１％】です。 



 

 

 

設定 突入 継続 状態 ｶｳﾝﾄ

始動口 3 個 ① 1/ 99.9 1/ 82.4 95.0 ％ 5.70 回 2.0% 100.0% ＳＴ中 150 回 上 4 Ｒ 320 個

電ﾁｭｰ 1 個 ② 1/ 98.0 1/ 80.8 97.6 ％ 5.44 回 通常後 40 回 10 Ｒ 1,000 個

上ｱﾀｯｶｰ 8 個 ③ 1/ 96.0 1/ 79.1 100.5 ％ 5.15 回

下ｱﾀｯｶｰ 12 個 ④ 1/ 93.9 1/ 77.5 103.6 ％ 4.84 回

左他穴 4 個 ⑤ 1/ 91.9 1/ 75.9 106.7 ％ 4.53 回

右入賞口 1 個 ⑥ 1/ 89.9 1/ 74.2 110.1 ％ 4.19 回

　（※出玉率シミュレーション概算値は、「Ｂ=26%・ＢＡ=90%」を基準としています。※「Ｂ=2%差」＝「Ｓ=0.1回」に該当します）

３Ｒ＝８％（ＳＴ電サポ＝１００回）　・１０Ｒ＝２％（ＳＴ電サポ＝１００回）

３Ｒ＝５０％（時短＝３０回）　・３Ｒ＝４０％（時短＝１００回）

３Ｒ＝８８％（ＳＴ電サポ＝１００回）　・１０Ｒ＝１２％（ＳＴ電サポ＝１００回）

***

【集客貢献力】 ★★★

前機種のリリースは、「２０１８年７月」。それから『約１年を経過してタイミング』と、大型コンテンツとしての評価は、十分な新台価値を生み出せる。

とは言え、あくまでも【甘デジコーナーへの集客力】としての評価であり、パチンコ全体に与える影響は『大きくは無い』結果となる。

【稼働貢献力】 ★★

【継続率＝８５％】に特化している事と、連チャンモード中の【１０R＝４０％占有率】は、『一撃出玉への期待感を誘発』し、稼働貢献好材料となる。

「低い損益分岐点スタート値」は、『稼働貢献に対して、マイナス材料』と評価せざるを得ない。

【粗利貢献力】 ★

【基準設定】が「設定②」で、実運用は『ほぼ設定①のみ』となる事が予想される、『損益分岐点スタート値が低い』スペックになる。

『「設定③・④・⑤」は運用不要』と言って良い出玉率配分となっている。「１０Ｒ占有率の高さ」と「高い継続率」は瞬発的な赤字を生み出すので要注意です。

【売上貢献力】 ★★★★

「新内規」による【低いベース値】と、【突破型】スペック仕様は、明らかに玉単価を上昇させる事になる。よって、想定玉単価は「１．５０円」程度を想定。

法的基準となる「計算値表」での、ベース値の範囲は【２５％～（２８）～３５％】の範疇となる。（※出玉率シミュレーションは「Ｂ＝２６％」を想定）

【資産貢献力】 ★★★

「甘デジ」＋「高継続」の価値に加え、【低いベース値】機種の価値が加わり、暫くは『需要度は高く維持される』と思われる。

しかし、「低いスタート値」と「粗利構築の難しさ」は、『４パチでの需要は低くなる』が『低玉貸し営業での需要は高くなる』と判断する。「リリース台数＝１．５万台」と多め。

＜セールスポイント＞

連続する【ＲＵＳＨ右打ち】（ＳＴ＝１５０回転）中の演出は、【ＳＡ＝１９回】と言う高速消化で、「高確率＝１／８０」と言う数値は、ノンストレス消化となる。

【突破型】仕様で、『最も重要な時短中の演出』は、新しい演出「セブンチャレンジ」を、更に「新規演出」を多数追加している。

（※10Rは上5R+下5R）

ＰＡ　ぱちんこウルトラセブン２　Light Version

ＴＫＣ
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スペック概要　＆　機種評価＜フダ・ポス＞パチンコ新機種情報

2019年9月1日（京楽産業．）

ウルトラセブン２　Ａ６　　

確率

（※ＳＴ突入率＝

ＰＡぱちんこ

機種シリーズ名（メーカー）

低確率 高確率 （S=5.2）
賞　球

(B=26% )

Ｖ確ＳＴ

100%分岐S
機種タイプ

（※ＳＴ＝150回転）

初回（特図１）･･･

電ﾁｭｰ（特図2）･･･ ＜確変＞

型　式　名
出玉率 確変性能

34.5%～37.4%）

納品開始日

出玉

出　玉　（払出し個数）

ﾗｳﾝﾄﾞ

電サポ性能

回数

＜確変＞

＜通常＞

（※ＳＴ連率＝

84.0%～86.9%）

（※平均時短連率＝

33.1%～36.1%）

＜通常＞

特
賞
振
分

設定 突入 継続 状態 ｶｳﾝﾄ

始動口 4 個 ① 1/ 99.9 1/ 52.4 93.9 ％ 6.00 回 10.0% 100.0% ＳＴ中 100 回 3 Ｒ 240 個

電ﾁｭｰ 1 個 ② 1/ 96.8 1/ 50.8 97.1 ％ 5.68 回 30 回 10 Ｒ 800 個

ｱﾀｯｶｰ 8 個 ③ 1/ 94.2 1/ 49.4 100.8 ％ 5.31 回 100 回

左他穴 4 個 ④ 1/ 91.5 1/ 48.0 105.2 ％ 4.87 回

右入賞口 2 個 ⑤ 1/ 89.0 1/ 46.7 108.5 ％ 4.54 回

⑥ 1/ 83.7 1/ 43.9 118.3 ％ 3.56 回

　（※シミュレーション概算値は、「Ｂ=32%・ＢＡ=90%」を基準としています。※「Ｂ=2%差」＝「Ｓ=0.1回」に該当します）

３Ｒ＝８％（ＳＴ電サポ＝１００回）　・１０Ｒ＝２％（ＳＴ電サポ＝１００回）

３Ｒ＝５０％（時短＝３０回）　・３Ｒ＝４０％（時短＝１００回）

３Ｒ＝８８％（ＳＴ電サポ＝１００回）　・１０Ｒ＝１２％（ＳＴ電サポ＝１００回）

***

【集客貢献力】 ★★★

前機種のリリースは、「今年３月」。『６ヶ月を経過している』タイミングには問題は無い。

【甘ヱヴァ】＆【継続率＝約９０％】＆【プレミアムモデル】としてのアナウンスでの、「甘デジコーナーへの集客力」に期待。

【稼働貢献力】 ★★★

一時の稼働貢献を残した【高継続ヱヴァ】の「連チャン性能」の記憶を残したまま、【高継続の甘デジ】仕様に、高い稼働貢献力を期待している。

ただ、【継続率＝９０％】に特化したあまり、「３Ｒ＝２００個（実出玉）」がメイン特賞になってしまった事は、マイナス材料と評価する。

【粗利貢献力】 ★★

「設定③」以上の運用は、『スタート値が低くなり過ぎる』感は否めない。実営業では【設定②】がベースとなる。

「設置⑥」での「出玉率＝１２０％」は、『４万稼働で、【差玉＝８，０００個】程度の出玉感』となるが、その運用には一考の価値ありと判断。

【売上貢献力】 ★★★

【連チャンモード突入確率】は、「設置②で１／１８５」。甘デジとは言え、ほぼ【ライトミドル並み】の「玉単価＝１．４０円」程度を想定。

【資産貢献力】 ★★★★

「甘デジ」としての価値、「高継続」の価値を併せ持つ、「ヱヴァ」と言う価値は、将来的にも『需要度は高く維持される』と思われる。

特に、【低玉貸し営業】での需要度は高く、底値は「２０万円」程度を見込んでいる。

＜セールスポイント＞

「ヱヴァ」史上最強の継続率に「６段階設定」を搭載して、「１０連チャン期待度アップ」して、【甘デジスペック】でプレミアムに登場。

継続される【右打ち】（ＳＴ＝１００回転）中の演出は、更なる「カットイン」・「リーチ演出」・「祝福の瞬間」等を追加。

ＰＡ　ヱヴァンゲリヲン１３～プレミアムモデル～

ＴＫＣ
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スペック概要　＆　機種評価＜フダ・ポス＞パチンコ新機種情報

2019年9月1日（ビスティ）

～超覚醒～　ＹＲ　

確率

ＰＡヱヴァンゲリヲン

機種シリーズ名（メーカー）

低確率 高確率 （S=5.4）
賞　球

(B=32% )

出玉率 確変性能

納品開始日

機種タイプ

（※ＳＴ＝100回転）

初回（特図１）･･･

電ﾁｭｰ（特図2）･･･ ＜確変＞

型　式　名

（※ＳＴ突入率＝

出　玉　（払出し個数）

ﾗｳﾝﾄﾞ

電サポ性能

回数

100%分岐S

Ｖ確ＳＴ

（※ＳＴ連率＝

85.4%～90.0%）

（※時短連率＝

30回⇒26.1%～30.3%）

通常後

50.4%～55.3%）

100回⇒63.4%～69.9%）

出玉

＜通常＞

特
賞
振
分

＜確変＞

＜通常＞



 

 

■【継続率】と【継続回数】の再確認を！ 

「大当り継続率」において、『５％の差は大きいのか？』そして、それは『打ち手が体感できるレベルなのか？』 

継続回数は『あくまでも平均値になる』訳だが、その数値の評価は、『最後は感覚論になる』かと思われます。 

 
 

●【旧内規】の「５０％～６５％」までは、継続回数は『３．０回以下』であるが、「７０％～７９％」は『５．０回以下』となる。 

そして「８０％を超える」と、ここから『数％の差による継続回数の差が大きくなってくる』と言う現実。 

また、【８０％⇒９０％】の差は、「たった１０％」に過ぎないが、継続回数はなんと【５回⇒１０回】と２倍にアップ。 

『お客様に伝える』時、果たして・・・ 

⇒『継続率だけを伝えているだけで、本当に良いのか？』 

⇒『マニュアル化された機種案内だけで、本当に伝わっているのか？』 

・・・こんな感覚で、今後の【＜高継続＞と言うキーワード】への評価を、考えて頂きたいと思います。 

 

 

＜このコラムは、無料コンテンツ に該当しております。情報共有可としますが、転載・改ざん等はお控えください＞ 

＜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＞ 

設定 突入 継続 状態 ｶｳﾝﾄ

始動口 4 個 ① 1/ 109.9 1/ 50.1 94.9 ％ 6.01 回 2.0% 100.0% ＳＴ中 80 回 4 Ｒ 416 個

電ﾁｭｰ 1 個 *** *** *** *** 通常後 40 回 10 Ｒ 1,040 個

ｱﾀｯｶｰ 13 個 *** *** *** ***

左他穴 3 個 ④ 1/ 105.7 1/ 48.2 100.0 ％ 5.50 回

右他穴 3 個 *** *** *** ***

⑥ 1/ 99.9 1/ 45.6 108.0 ％ 4.70 回

　（※出玉率シミュレーション概算値は、「Ｂ=32%・ＢＡ=90%」を基準としています。※「Ｂ=2%差」＝「Ｓ=0.1回」に該当します）

４Ｒ＝２％（ＳＴ電サポ＝８０回）

４Ｒ＝９８％（時短＝４０回）

４Ｒ＝８２％（ＳＴ電サポ＝８０回）　・１０Ｒ＝１８％（ＳＴ電サポ＝８０回）

***

【集客貢献力】 ★★

前機種のリリースは「２０１８年８月」。約１年のブランクはあるが、前機種も【限界突破】のネーミングだった上で、『今回も同じネーミング』は、集客力に対してにマイナス。

今機種に対して、『＜高継続＞の意図が伝わり難い』事が懸念材料となる。

【稼働貢献力】 ★★

前機種の「ミドル転落抽選スペック」から、「高継続ＳＴ機」への移行と『打ち手の期待が噛み合うかどうか』が最大の問題になるが、一つの懸念材料となる。

実質的な【ＳＴ突入確率】は「１／３４３．３（設定①）」と、「８０％継続」＆「１０Ｒ占有率」のバランスに、若干の不安が残る。

【粗利貢献力】 ★★★

ほぼ『設定①での運用』となり、『「設定⑥」を使うかどうか？』はホール運用次第となります。結果『設定④の活用は不要となる』でしょう。

【基準スタート値】は、概ね「５．５回」となりますが、「出玉率＝９５％」と甘デジ系として『十分な粗利構築は可能』と判断。

【売上貢献力】 ★★★

トータルの【ＲＵＳＨ突入率】は『１／３００を下回る』事と、「初回出玉＝４００個弱」のバランスで、相応の「玉単価＝１．６０円」までが想定範囲になる。

【資産貢献力】 ★★★

Ｐ機における【高継続甘デジ（突破型）】の存在は、『今後の需要が安定する』事に期待。

予想される【販売台数】は、概ね「５，０００台」と見込まれるが、中古価格安定に関してはプラス材料となる。

＜セールスポイント＞

パチンコ【聖闘士星矢】シリーズは、既に「４作のリリース」と安定したコンテンツに対して、高継続スペックとして「１年振りにリニューアル」され、甘デジ系として再登場！

従来の演出、役物が中央に集結する【ＢＩＧ ＢＡＮＧ ギミック】に加え、新たに搭載された【聖闘士ＲＵＳＨ】継続のワクワク感・ドキドキ感は必見です。

Ｐ　聖闘士星矢４　The Battle of “限界突破”
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スペック概要　＆　機種評価＜フダ・ポス＞パチンコ新機種情報

2019年9月16日（三洋物産）

確率

Ｐ聖闘士星矢４　ＸＢＤ

機種シリーズ名（メーカー）

低確率 高確率 （S=5.5）
賞　球

(B=32% )

Ｖ確ＳＴ

100%分岐S
機種タイプ

（※ＳＴ＝80回転）

初回（特図１）･･･

電ﾁｭｰ（特図2）･･･ ＜確変＞

型　式　名
出玉率 確変性能

納品開始日

出玉

出　玉　（払出し個数）

ﾗｳﾝﾄﾞ

電サポ性能

回数

＜確変＞

＜通常＞

（※ＳＴ連率＝

80.1%～83.0%）

（※平均時短連率＝

30.6%～33.1%）

＜通常＞

特
賞
振
分

（※ＳＴ突入率＝

32.0%～34.5%）

【継続率】と【継続回数】

継続率 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 87.5% 90 .0% 95.0% 96.0% 97.0%

継続回数 2.00 2.22 2.50 2.86 3.33 4.00 5.00 6 .67 8.00 10 .00 20.00 25.00 33.33

旧内規エリア 高継続ミドル 突破型高継続タイプ 特殊高継続タイプ



 

 ＴＫＣ～【法人セミナー】のご案内  
 

「ＴＫＣセミナー」は、基本的に「単一法人様」または「団体」での勉強会となります。 

各法人・団体様の意向を踏まえ、内容はカスタマイズさせて頂きます。 

※組合様等の場合、内容にて摺り合せが必要な場合がございますので、ご相談させて頂く事となります。 

 

＜日 時＞：ご依頼会社様の希望とのご相談の上、決定させて頂きます 

＜場 所＞：ご依頼会社様にて、手配をお願い致します。 

        ※関西エリアにおいては「大阪元町・スリーストン大阪営業所」開催は可能（概ね１５名まで） 

＜時 間＞：「１日＝４～５時間」が基本となります。（休憩含む拘束時間です） 

＜費 用＞：基本価格～「１開催＝１５万円」となります。 

＜内 容＞：ご依頼会社様とのご相談の上決定させて頂きます。 

※基本的内容は、「業界情報」・「パチンコ運用」・「店舗全体運営」の内容が中心となります。 

※「業界動向セミナー」は、随時必要なタイミングにての開催を推奨いたします。 

※「パチンコ・係数管理運用セミナー」は、２回～３回（月１回）の連続開催を推奨いたします。 

＜その他＞：交通費（長野県長野市から）・宿泊費は別途請求となりますのでご了承くださいませ。 

 

～＜セミナーのカスタマイズ＞について～ 

⇒【勉強会開催において、多岐に渡るセミナー内容を同時開催したい場合】等。 

弊社内容の他、「スロット運用」・「マーケティング情報」等々、内容のご希望がありましたらご相談下さい。 

同日（または別日）、別コンテンツの専門的講師の推薦紹介させて頂き、同時（別日）開催となります。 

（※この場合、別途講師費用と諸経費が加算されますので、ご了承くださいませ） 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

弊社代表「髙橋正人」まで、ご連絡下さいませ。 

【メールアドレス】：info@tkc-g.jp  

【電話連絡】：（会社）026-256-9677 （携帯）090-3063-1757 

 

******************************************  
有限会社 トータル・ノウ・コネクションズ  
住所：長野県長野市南堀５３０－５  
TEL：026-256-9677  FAX：026-256-9688  
ホームページ   http://www.tkc-g.jp  
メールアドレス info@tkc-g.jp  
****************************************** 
 


