
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2020 年 01 月 27 日）・・・【会員コラム】 

タイトル～＜「Ｐ ＧⅠDREAMROAD」～【２段階抽選】と【９，０００発！】の検証＞ 

■「サンセイ R&D」から～「４月５日週」のリリース決定!! 

「サンセイＲ＆Ｄ」から「４月５日」リリース（予定）の【Ｐ ＧⅠＤＲＥＡＭＲＯＡＤ】が注目を集めている。（私だけか？） 

キャッチコピーは『三冠達成時の期待値は超ド級！』と謳われるが、『いったい何が超ド級なのか？』・『一撃９，０００

発！とは？？』・・・それらを含めて、新しい【パチンコ～ＧⅠドリーム】を検証してみましょう。 

 

■パチンコ～サンセイ：【ＧＩドリーム】の歴史。 

●【初代】･･･「２０１１年」。「サンセイコンテンツ」として、初代の【ＣＲ Ｇ１ ＤＲＥＡＭ】のリリース（計４スペック）になる。 

まだ、ＭＡＸ機全盛の「１／３９９」時代。そして「ヘソ＝３個賞球」＆「８０％継続」の時代である。 

 

 

 

●【２シリーズ目】・・・「２０１３年春&秋」。「～最強馬決定戦」・「～三冠馬への道」としてのリリースになる。 

無論、まだまだ、ＭＡＸ機全盛の「１／３９９」時代。そして、まだ「ヘソ＝３個賞球」＆「８０％継続」の時代でもあった。 

 

 

懐かしきスペックの軍勢が並んだこの時期、「ＴＫＣの機種一覧」も、徐々に進化？して行った時代背景でした（汗） 

その【懐かしき機種一覧】は、コチラからどうぞ･･･http://chie-lab.main.jp/tkc/httpdocs/html/model.htm 

⇒※[検索]＜ＴＫＣ 機種一覧＞･･･（http://tkc-g.jp/html/model.htm）でも、検索できます。 

 

●そして、【一撃出玉（モードＭＹ）＝９，０００発】を引き下げて、【シリーズ３作目】の登場！・・・との事です。 

果たして、あの『「良き時代」を、今のスペックで、彷彿させる事が出来るのか？』検証してみましょう。 

発売日 電サポ 通常後 確変 特賞

（２月） タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

20日 ｻﾝｾｲR&D CR Ｇ１ ＤＲＥＡＭ．　ＶＶ 潜伏有 5種類 　3＆3＆10 399.6 39.96 80.0% 5.354 下 8 789 【ヘソ】    <確変>下8R=75.0% (潜伏継続=30.0%・ｻﾎﾟ次回=45.0%)

30,000 (0/30/50/70/100回) ＆12＆14 下 16 1,579              <確変>下16R=5.0%      <通常>下8R=20.0%(時短0回)

　●特賞＝「通常打ち」＋「右打ち」複合仕様 ※下ｱﾀｯｶｰ=12個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=１4個賞球 右 8 923 【電ﾁｭｰ】 <確変>右8R=40.0%・右16R=40.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ  ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 右 16 1,845 　           <通常>右8R=20.0%　

　●「小当り」確率＝なし  (時短30回=15.5%・50回=1.5%・70回=1.5%・100回=1.5%)　

CR Ｇ１ ＤＲＥＡＭ．　ＳＸ 潜伏有 5種類 　3＆3＆10 309.1 39.12 72.0% 3.967 下 8 861 【ヘソ】    <確変>下8R=67.0% (潜伏継続=22.0%・ｻﾎﾟ次回=45.0%)

(0/30/50/70/100回) ＆13＆15 下 16 1,723              <確変>下16R=5.0%     <通常>下8R=28.0%(時短0回)

　●特賞＝「通常打ち」＋「右打ち」複合仕様 ※下ｱﾀｯｶｰ=13個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=１5個賞球 右 8 995 【電ﾁｭｰ】 <確変>右8R=32.0%・右16R=40.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ  ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 右 16 1,989 　           <通常>右8R=28.0%　

　●「小当り」確率＝なし  (時短30回=13.0%・50回=5.0%・70回=5.0%・100回=5.0%)　

大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）
備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。
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メーカー 機種名 賞　球
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10.49

10.68 1,205

1,269

（３月） ｻﾝｾｲR&D CR Ｇ１ ＤＲＥＡＭ．　ＺＸ２　 潜伏有 5種類 　3＆3＆10 179.6 32.89 65.0% 下 8 645 【ヘソ】    <確変>下8R=60.0% (潜伏継続=20.0%・ｻﾎﾟ次回=40.0%)

20日 5,000 (0/30/50/70/100回) ＆10＆11 下 16 1,291              <確変>下16R=5.0%      <通常>下8R=35.0%(時短0回)

　●特賞＝「通常打ち」＋「右打ち」複合仕様 ※下ｱﾀｯｶｰ=10個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=１1個賞球 右 8 707 【電ﾁｭｰ】 <確変>右8R=30.0%・右16R=35.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ  ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 右 16 1,413 　           <通常>右8R=35.0%　

　●「小当り」確率＝なし  (時短30回=19.0%・50回=5.0%・70回=5.0%・100回=6.0%)　
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（9月） ｻﾝｾｲR&D CRＡ Ｇ１ ＤＲＥＡＭ．　ＲＲ２ 潜伏有 5種類 　3＆3＆8 99.9 39.6 55.0% 下 8 573 【ヘソ】    <確変>下8R=50.0% (潜伏継続=10.0%・ｻﾎﾟ次回=40.0%)

18日 (新台限) (0/30/50/70/100回) ＆9＆9＆10 下 16 1,147              <確変>下16R=5.0%      <通常>下8R=45.0%(時短0回)

　●特賞＝「通常打ち」＋「右打ち」複合仕様 ※下ｱﾀｯｶｰ=9個賞球※右ｱﾀｯｶｰ=１0個賞球 右 8 635 【電ﾁｭｰ】 <確変>右8R=30.0%・右16R=25.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ  ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 右 16 1,269 　           <通常>右8R=45.0%　

　●「小当り」確率＝なし                         (時短30/50/70/100回)　

9

電サポ 通常後 確変 特賞

タイプ 時短数 通常時 高確時 突入率 継続値 ｶｳﾝﾄ 大当R 出玉 ﾗｳﾝﾄﾞ Ｔ１Ｙ

（3月） ｻﾝｾｲR&D CR Ｇ１ＤＲＥＡＭ 潜伏有 4種類 　3＆3＆10 399.6 43.98 80.0% 5.207 右上8 923 【ヘソ】   <確変>右上8R=80.0%(潜伏継続=30.0%・次回迄=50.0%)

3日 (新枠含) ～最強馬決定戦～　（Ｋ－）ＶＶ　 （0/20/40/60回） ＆14＆14 上8+下8 1,845 　          <通常>右上8R=20.0%(時短0回)

45,000 　●特賞＝「右打ち仕様」 ※下、右ｱﾀｯｶｰ賞球=14個共通 【電ﾁｭｰ】<確変>右上8R=25.0%・右上8+下8R=55.0%

　●「潜伏確変」＝[潜伏継続]タイプ   ●「Ｒ変動」＝あり　●「８個メモリー」　●「電チュー優先消化」 　          <通常>右上8R=20.0%

　●「小当り」確率＝なし 　　　　　(時短20回=18.0%・40回=1.0%・60回=1.0%)

発売日

11.18 1,289

メーカー 機種名 賞　球
大当り確率(1/　) アタッカー性能(MAX) 実質平均（MAX）

備考欄　※一部、（）< >内は時短回数を表しています。

9

（10月） ｻﾝｾｲR&D CR Ｇ１ＤＲＥＡＭ フル 0回 3＆3＆10＆14 199.8 役ﾓﾉ連 初50.0% 実 4 468 【ヘソ】   <確変>実4R=40.0%・実8R=5.0%・実10R=5.0%

20日 5,000 ～三冠馬への道～　（Ｋ－）ＺＺ　  継75.0% 実 8 936              <通常>実8R=50.0%(時短0回)

　●特賞＝「右打ち仕様」 実 10 1,170 【電ﾁｭｰ】<確変>実4R=25.0%・実15R=50.0%

　●「潜伏確変」＝なし ●「Ｒ変動」＝あり　●「４個メモリー」　●「入賞順消化」 実 15 1,755              <通常>実4R=25.0%(時短0回)

　●「小当り」確率＝なし
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■先ずは、【スペック】の概要から。 

・【型式名】・・・Ｐ ＧＩ DREAMROAD-MH （※数字文字は、「１・２・３」では無く、[Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ]の文字になります。） 
・【リリース日】・・・「２０２０年４月５日」（予定）  ・【販売（予定）台数】・・・７，０００台 

・【販売価格】・・・「本体＝４６９，９００円」・「遊技盤＝３９９，０００円」（値引き・下取り等の詳細は、要確認） 

・【スペック概要】 

・「特賞確率」・・・（低）１／２１９．９１・（高）１／９９．９」 ・「機種タイプ」＝「Ｖ確確変」＆一応「小当りＲＵＳＨ」付き 

・「確変突入率」・・・「初回（特図①）＝５２％」⇒「２回目（特図①）＝５２％」⇒「３回目以降（特図②）＝８０％」 

・「ラウンド出玉」・・・「賞球＝１５個」「１０カウント」⇒「３Ｒ＝４５０個」「１０Ｒ＝１，５００個」の２種類。 

             （※１０Ｒ当りは、「全て確変大当り」となる） 

・「確変比率」・・・＜初回＆２回目＞「確変１０Ｒ＝５１％」「確変３Ｒ＝ １％」・「通常３Ｒ＝４８％」（※時短なし） 

               ⇒＜３回目＞「確変１０Ｒ＝５０％」「確変３Ｒ＝３０％」・「通常３Ｒ＝２０％」（※時短なし） 

 

■続いて、最大の特徴である【特賞ゲームフロー】を。 

●基本的には、【２段階突破型】の仕様となる。（※一部、「３Ｒ確変＝１％」だけは、直行突破モードあり。） 

「２段階突破」のゲームフローは、以下の通りです。 

（１）初回（特図①抽選）大当り時に「確変＝５１％」を引く（【確変チャレンジ】成功！⇒【三冠チャレンジ】へ） 

（２）確変突入後（特図①電サポ）、再度「確変＝５１％」を引く」（【三冠チャレンジ】成功⇒【ＧⅠドリームロード】へ） 

（３）【ＧⅠドリームロード】突入後、特賞間での「小当りＲＵＳＨ」がプラスされ【平均＝６，０００発】の出玉獲得。 

 ※但し、初回・２回目大当りでの「確変３Ｒ＝１％」は、そのまま【【ＧⅠドリームロード】へ直行するプレミアム当り。 

つまり、基本的には・・・「確変１０Ｒ」＋「確変１０Ｒ」＋「ＧⅠドリームロード」となる連チャンルートがあり、それを【出玉

個数】で表現するならば、「１，５００個」＋「１，５００個」+「６，０００個（小当りＲＵＳＨ含む）」＝「９，０００個」となる。 

但し、そのルートは＜「５１％」×「５１％」＞の２段階突破が必要であり、その確率は＜約２６％＞となります。よって、

「モード（ＧⅠドリームロード）突入率＝２６％＋１％」⇒「確変継続率＝８０％」仕様のセブン機・・・とも言えますね。 

 

■【ライトミドル・２段階突破型】の、ザックリ感想。 

『凄い！』と思うのが、この「モード６，０００発仕様」を、『ライトミドル（１／２１９．９）で実現した事』ですね（驚）。 

従来の突破型は、「ハイミドル・１段階突破型」で、『初回は、確変突入率も出玉も少ないけど、電サポ中に当たれ

ば・・・』と言う仕様になる。それを【Ｐ ＧＩ DREAMROAD】では、「１回目×２回目」と言う【ライトミドル・２段階突破型】

仕様にして、『【モードＭＹ＝６，０００個】に偏らせる』と言うスペックにした点になるでしょう。 

ちなみに、【特賞確率＝１／２１９．９】スペックでの、初回１特賞での「平均ＴＹ」は、【２，７００個～２，８００個】想定と

なりますので、それを「２段階突破型」にする事で、他に類を見ない「ライトミドルの当り確率」と、連動する「出玉での

遊技性」をマッチングできる可能性を秘めている様な気がします。 

 

■参考までに、「世のトレンド？」も俯瞰してみると・・・ 

そもそも、＜ＣＲ牙狼＞等でメジャーになった、「Ｖ確確変」仕様（初回確変突入５０％⇒継続８０％）自体が、本来は

【突破型】と言えるのでしょう。そこに「１種２種混合機」仕様で、『時短１回・５回で引き戻したらモード突入』と言うスペ

ックが追加され、【突破型】も成熟・認知され、現在の＜三洋・ＰＡ元祖大工の源さん＞や、＜大一・Ｐひぐらしのなく

頃に～廻～＞のユーザーの高支持に繋がっている点も、「機種選択で念頭に置いておく」事も必要なのでしょう。 



■【残念ユーザー】の目線で考察してみる。～＜ココがポイント！＞ 

一撃の【ＧⅠドリームロード】に達しない、いわゆる＜残念ユーザー＞側から見ると・・・ 

・残念（１）：初回の大当りで、通常図柄を引いた（涙）⇒「出玉＝４５０個」で終了。 

・残念（２）：初回大当りで、確変を当てた。でも２回目で通常図柄を引いた⇒「出玉１，５００個＋４５０個」は獲得。 

結果、（１）の出現率は「４８．０％」、（２）の出現率は「５１％×４８％＝２４．５％」で、その＜残念ユーザー＞の出現比

率合計は「７２．５％」となります。（・・・と言う事は、＜ラッキーユーザー＞の比率は、残りの「２７．５％」って事に。） 

●しかし、この＜残念ユーザー＝３／４人＞の内、『その３人に１人は、出玉＝約２，０００個を持っている』！。 

全体論で見ると、このスペックでは・・・ 

仮に、「４台導入する」と、【４人のお客様】が打って、（１）「２人は４５０個で終了」し、（２）「１人は２，０００個出玉獲得」

し、（３）残る「１人が９，０００個出玉獲得」と言うバランスになる。 

●この「現実バランス」を【初当りまでの投資金額】で見ると・・・ 

まず、ホールの現実営業（※「Ｂ＝３０％」＆「Ｓ＝５．５回」の場合）にて、【特賞確率＝１／２１９．９】の場合、４円パチ

ンコでの「初期投資金額は＝１１，２００円」となります（※「１／３１９」の場合は「１６，２４０円」）。それを踏まえて・・・ 

上記＜２，０００個獲得の残念ユーザー＞は、４円等価換算で「８，０００円分の出玉を獲得している」事になる。つまり

『１１，２００円投資して「マイナス３，２００円」の結果で済む』と言う事になる。『この結果をどう捉えるのか？』は、「各々、

人それぞれ」ではあろうが、『コレが【２段階突破型】で生じる、最大の魅力ではなかろうか？』と、私は考えている。 

●現状の『勝ちか？負けか？』の【２択勝負】（＝１段階突破型）では無く、＜【３択勝負】の中の「もう１人」を作る＞事

は、前述した『新しい【出玉での遊技性】の可能性を秘めている』と言うのは、「ちょっと言い過ぎ？」か。（汗； 

 

■一応、【小当りＲＵＳＨ】性能の確認を。 

【継続率＝８０％】とは、「平均継続回数＝５回」と言う事になる。そして、ＲＵＳＨモード中の特賞比率が「３Ｒ＝３０％」

ｏｒ「１０Ｒ＝５０％」と言う事は、平均ラウンドは「７．３７５Ｒ」となる。「１Ｒの出玉＝１５０個」だから、「７．３７５Ｒ出玉＝１，

１０６個」となる。「１，１０６個×５連＝５，５３０個」の大当り出玉となりますね。 

『ん？』・・・【モード突入時の出玉＝「１，５００個＋１，５００個＋６，０００個」】の『６，０００個に足りないぞ！？』と言う事

になるのですが、実はこの機種、「出玉は微増」ながら、一応『小当りＲＵＳＨが付いている』・・・らしいです（汗）。 

まぁ、メーカー側として「小当りＲＵＳＨ性能が・・・」と言う謳い文句が無いのは、『そりゃ微増レベルですからねぇ（汗）』

と言う事になるのでしょう。 

「特別状態でのベース値」の詳細は、「今後の確認事項」って事で、よろしくお願いします。（私も知らない･･･涙） 

 

■気になるのは・・・【玉単価】と言う数字。 

【甘デジ系】（一応「ＰＡ～」表機されている）と括られる【突破型】機種に、近々で高稼働評価の＜ＰＡ元祖大工の源

さんＷＢＥ（約１／９０）＞と＜ＰＡぱちんこ新鬼武者ズバババ９０Ａ１（設定①＝１／１００）＞があるが、「４円営業・２週

目」での【玉単価】を見てみると、「源さん＝１．１２円」・「新鬼武者＝１．３８円」（※ＴＲＹＳＥＭデータ）となっている。 

さて、ライトミドル（１／２２０）と言うスペックの括りの機種ではあるが、「１種２種混合機」と同様扱いの【通常時＝電サ

ポなし】のスペックで、＜ＳＡＮＫＹＯ・ＣＲシンフォギア＞並みの「１．７円」を叩きだすだろうか？・・・だぶん・・・ 

 

 

このコラムは、有料コンテンツ 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＞ 



 

 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 

 

******************************************  
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