
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2020 年 08 月 16 日）・・・【フリーコラム】 

タイトル～＜パチンコ「１０月機種」～選択肢は多く、評価は賛否両論＞ 

■パチンコ「１０月機種」、久々の「２桁・１０機種」エントリーに（汗） 

今年【２０２０年のパチンコリリース状況】を振り返ってみると・・・以下の様な推移になっている。 

＜０１月＞⇒「１２機種（１７スペック）」・・・「ミドル＝７機種」・「ライトミドル＝４機種」・「甘デジ系＝６機種」 

＜０２月＞⇒「１３機種（１６スペック）」・・・「ミドル＝６機種」・「ライトミドル＝３機種」・「甘デジ系＝６機種」・「羽根＝１」 

＜０３月＞⇒「１７機種（１７スペック）」・・・「ミドル＝４機種」・「ライトミドル＝４機種」・「甘デジ系＝９機種」 

＜０４月＞⇒「１７機種（１７スペック）」・・・「ミドル＝５機種」・「ライトミドル＝５機種」・「甘デジ系＝２機種」・「遊＝１」 

＜０５月＞⇒「７機種（８スペック）」・・・・・「ミドル＝１機種」・「ライトミドル＝３機種」・「甘デジ系＝４機種」・「遊＝１」 

＜０６月＞⇒「１機種（１スペック）」・・・・・「ミドル＝０機種」・「ライトミドル＝１機種」・「甘デジ系＝０機種」・「遊＝１」 

＜０７月＞⇒「６機種（８スペック）」・・・・・「ミドル＝１機種」・「ライトミドル＝２機種」・「甘デジ系＝５機種」・「遊＝１」 

＜０８月＞⇒「１１機種（１１スペック）」・・・「ミドル＝１機種」・「ライトミドル＝４機種」・「甘デジ系＝６機種」・「遊＝４」 

＜０９月＞⇒「６機種（７スペック）」・・・・・「ミドル＝２機種」・「ライトミドル＝２機種」・「甘デジ系＝３機種」・「遊＝１」 

＜１０月＞⇒「１０機種（１０スペック）」・・・「ミドル＝３機種」・「ライトミドル＝３機種」・「甘デジ系＝４機種」・「遊＝８」 

＜合計＞⇒「１００機種（１１２spc）」・・・・・「Ｍ＝３０機種」・「ＬＭ＝３１機種」・「甘＝４５機種」・「遊タイム＝１７機種」 

新型コロナの影響で、まぁ色々ありましたが、結局のところ『なんやかんやと、今年も【１３０機種（スペック）】程度は出

るのね』と言う感じになっています。「遊タイム搭載機」においては、現在１７機種で『この先「＋１０機種」程度は出る』

ものかと思われます。 

 

●１０月機種一覧は『久々にいっぱい出るなぁ』と感じていましたが、新型コロナの影響で「５月～９月のリリース数が

少なかった」上に、『ホールの稼働もイマイチ戻っていない』感覚が重なり、そんな気持ちになりましたが、【月平均＝

１０機種】程度は「いつもの事」でもありますね。 

※ちなみに『今年リリースに該当する』と思われる、【２０１９年１１月～２０２０年７月】までの適合型式数は【２０１型式】

ですので、結果的には『適合型式数の「５０％～５５％」程度が、市場にリリースされている』と考えて良いでしょう。 

 

■９月・１０月機種は、『年末商戦でも設置・運用する』事が必須になる。 

今後導入される「パチンコ機種」の選択は、必然的に「遊タイム搭載機が中心となる」事は必至であり、【ユーザー認

知】も、１０月から一気に加速する事となるでしょう。願わくばそれに伴い『パチンコ集客～稼働上昇に至る』結果に期

待する事になるが、【ユーザー視点】に立つならば、明らかに『新台入替が来店動機となる』訳で、【ホール営業視点】

に立つならば、結局お金が掛かる『明らかな物量戦になるのかぁ』と言う流れは否定出来ない事となるでしょう（涙） 

 

そんな状況の中で、９月・１０月の【機種選択】と【台数選択】は、非常に重要になります。その理由は、９月以降の導

入機種は、基本的に『ほとんどの新機種（台数）は、＜年越し～正月営業＞も設置・運用されている』事になるからで、

その背景には「旧規則（ＣＲ）機の撤去がある」事も否めません。 

 

●では『機種選択～台数選択の基準思考はどう考えるべきなのか？』 

選択基準はただ一つ。それは【あなたの店舗】（※全国データの事では無い）において・・・ 

・・・『１２月も稼働貢献が継続している』事を前提に、『機種＆台数」を考慮する』事が望ましいでしょう。 



■新台の「存在価値」は様々。主要目的は【集客】・【稼働】・【粗利】の３つ。 

●【集客貢献力】・・・パチンコ店営業は、先ず『お客様に来店して頂く』事から始まる。その来店動機として「新商品

の提供」は有力な手段となる。特に＜パチンコ集客＞に関しては、＜スロット集客＞とは異なり、『出玉イベント系で

は集客に困難を極める』事が現実でもあり、だからこそパチンコでは『新台入替が重要な集客手法となる』。 

では、その『集客貢献力は何で決まるモノなのか？』 

基本的には【ユーザーの期待度の表れ】になるのですが、それには「コンテンツの知名度」だったり、「メーカーブラ

ンドへの期待」だったり、「シリーズ機」であれば「過去シリーズ機での成功（勝ち）体験」だったりします。そんな【メジ

ャーシリーズ機】の場合は、過去シリーズ機の【初動アウト】及び【稼働貢献週の多・少】の検証は重要なキーポイント

になる。しかし「初動の集客数」に直結するだけで、『その後の稼働貢献力とは異なる』ので誤解無き様に。 

ちなみに、「集客貢献力の課題」では「設置台数はあまり関係無い。それよりもユーザー側としては、『その機種が導

入されているか？いないか？』が重要なキーポイントになります。 

 

●【稼働貢献力】・・・いわゆる『稼働貢献週が長いのか？短いのか？』の問題になるが、一つの目安として「全国デ

ータの集計値」を見る事も必要ではあるが、重要な事は「自店舗においての稼働貢献の長さ」である。 

そもそも、『稼働貢献の基準とは何か？』 

仮に「４パチ導入」であれば、【４パチの平均アウト以上である】事が、【稼働貢献の条件】となる。ココで重要となるの

が【アウト先週比】と言う数値になります。つまり、平均アウトが１週目から２週目、３週目・・・と、『どれだけ変化するの

か？』であり、普通は「初週から毎週ダウンして行く」ものであるが、どこかの週で【アウト先週比＝１００％】となってく

れれば、『その時点で稼働ダウンが止まる』事となる。また、その時のアウト値が『全体の平均アウトを超えていれば』

尚更に良いですね。それが高稼働であれば、増台をする事を検討する事となるでしょう。（今の「韋駄天」の様に） 

 

●【粗利貢献力】・・・評価基準となるのは、「出玉率＝１００％」時の【損益分岐点スタート値】となります。その「基準ス

タート値」が【５．５回を基準】として、『それよりも高いのか？低いのか？』が、粗利構築の容易度と安定度を計る評価

となります。「１００％分岐Ｓ＝５．５回（※ベース値は、計算値の下限値）」では、現実の【実営業出玉率＝９７％～９

８％】を想定するならば、【実営業スタート値】は「５．２回＝５．３回」程度となってしまう。 

現在のパチンコ機開発では、「１回転の停止秒数」・「ゲージによるスタートスランプ」等を考慮すると、『有効Ｓ＝５．２

回を下限値とする事が望ましい』と判断していますので、いわゆる「甘いスペック」では、『粗利の構築が難しい』との

評価となります。 

 

●【売上貢献力】と【資産貢献力】・・・どちらも「導入後の付加価値」と言う判断材料になります。 

【売上貢献力】は、基本的に『玉単価で判断する』事になりますが、当然ながら「甘デジ系」と「ハイミドル」では異なる

事になりますが、この数値を基準に「遊技機を選択」する事は、現在『ほとんど意味を持たない』と考えられます。 

【資産貢献力】とは、『中古での流通価格を予測する事』なのですが、新台購入の際は、ある意味「遊技機投資に対

する安心感」が生じる事は否定できませんね。しかしながら、そもそも『新台がコケた時の事を考えて・・・』と言う前提

で新機種を選択する事自体が『何かおかしな思考である』事になりますし、本来は「結果論」であるべき事ですね。 

 

＜ＴＫＣ・新機種評価＞～参照 

次に、弊社＜ＴＫＣ＞が提供している＜ＣＦＹ社・フダポス＞サイトから、「１０月４日週リリース・２機種」の【機種評価】

を参考掲載しておきます。遊技機選択の参考として頂ければ幸いです。 

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 3 個 無 1/ 319.7 1/ 73.63 97.6 ％ 5.70 回 50.0% 100.0% ＳＴ中 130 回 3 Ｒ 450 個

電ﾁｭｰ 1 個 ※【遊タイム】 通常後 50 回 2 Ｒ 300 個

ｱﾀｯｶｰ 15 個 ・【900回消化】⇒「発生率=5.96%」 図柄抽選 10 Ｒ 1,500 個

左他穴 3 個 ・【1,200回転】⇒「引戻し率=96.67%」

右入賞口 1 個

・【2,100回転】⇒「発生率=1.25%」「引戻率=99.86%」

　（※出玉率シミュレーション概算値は、「Ｂ=29%・ＢＡ=90%」を基準としています。※「Ｂ=2%差」＝「Ｓ=0.1回」＝「玉粗利=0.055円」に相当）

３Ｒ＝５０．０％（ＳＴ電サポ＝１３０回）

３Ｒ＝５０．０％（時短電サポ＝５０回）

２Ｒ＝３０．０％　・１０Ｒ＝７０．０％　（※全て、ＳＴ電サポ＝１３０回）

***

【集客貢献力】 ★★★★★

前作【Ｐ牙狼冴島鋼牙】のリリースは「２０１９年７月」。１年３ヶ月の経過して遂に【遊タイム搭載】として、大きな集客貢献力に期待する。

【ビッグコンテンツ】である事は事実。しかし『やや食傷気味』のコンテンツでもあり、『本体枠も従来のまま』である事は、集客インパクトに対して懸念材料となる。

【稼働貢献力】 ★★★

【ＳＴ中】の「平均ＳＡ値＝２５回」の高速消化は、『ＳＴ連＝約３分で連チャンする』事となるが、【通常後＝時短５０回】への『ユーザー評価は低くなる』と判断。

問題は、ユーザーによる「前作との比較」なのか？それとも「他機種との比較」なのか？・・・になるが、『ユーザーは、後者の判断となる』前提での貢献力評価。

【粗利貢献力】 ★★★★

【下限ベース値】は「２９％」としての運用が想定されるが、更なる「低ベース化」にて、『より大きな粗利構築となる』可能性を有している。

しかし、ハイミドルスペックにつき「低過ぎる有効Ｓ値」の提供による高粗利化はには、注意されたし。

【売上貢献力】 ★★★★★

遊タイムを除いた上での【ＲＵＳＨ突入確率】は、実質「１／５５８」となる事、「時短＝５０回転」である事を鑑み、「玉単価＝２．０円」と想定する。

【資産貢献力】 ★★★

年内における、「遊タイム搭載のミドル機」の『ビッグコンテンツリリース数は多くは無い』と予測され、『中古流通価格の下落幅は小さい』と想定される。

「販売台数＝１．５万台」であれば、年内「リユース価格（＝２７９，０００円」）以下での推移」は考え難いだろう。

＜セールスポイント＞

「遊タイム」＆特別な「図柄時短（ｃ時短）」を搭載し、新たな時短ゲーム性と実現。電サポ中は、「ＳＡ＝２５回オーバー」（※前作＝１１回）の高速消化を実現した。

２層液晶（ＧＧＶ）が繰り出す【牙狼ＳＰリーチ】は「４種類」が全て一新！高速ＳＴ演出も「１～５０回転」「５１～１２０回転」「１２１～１３０回転」の別演出で一新！

回数低確率 高確率

ＴＫＣ スペック概要　＆　機種評価＜フダ・ポス＞パチンコ新機種情報

2020年10月4日機種シリーズ名（メーカー） 納品開始日（サンセイＲ＆Ｄ）Ｐ　真・牙狼　ＲＳ

※数値・情報の掲載において正確な情報提供を心掛けておりますが、万が一誤植等がありましたらご容赦頂くと共に、ご一報頂けましたら幸いです。　（有限会社トータル・ノウ・コネクションズ）
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電ｻﾎﾟ後4回
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設定 突入 継続 状態 ｶｳﾝﾄ

始動口 3 個 無 1/ 319.7 1/ 62.2 96.5 ％ 5.95 回 55.0% 100.0% ＳＴ中 100 回 3 Ｒ 450 個

電ﾁｭｰ 1 個 通常後 100 回 10 Ｒ 1,500 個

ｱﾀｯｶｰ 15 個

左他穴 5 個 ※【遊タイム】

右入賞口 1 個 ・【959回消化】⇒「発生率=4.96%」

・【1,200回転】⇒「引戻し率=96.67%」

　（※出玉率シミュレーション概算値は、「Ｂ=24%・ＢＡ=90%」を基準としています。※「Ｂ=2%差」＝「Ｓ=0.1回」＝「玉粗利=0.055円」に相当）

３Ｒ＝４０．０％　・１０Ｒ＝１５．０％　（※全て「ＳＴ電サポ＝１００回」）

３Ｒ＝４５．０％（時短電サポ＝１００回）

３Ｒ＝２５．０％　・１０Ｒ＝７５．０％　（※全て、ＳＴ電サポ＝１００回）

***

【集客貢献力】 ★★★★

前作【～シト、新生Ｇ（1/319）】のリリースは「２０１９年１２月」。約１０ヶ月でリリースは『ちょっと早め』の感はあるが、【遊タイムへの進化】として集客貢献力アップに期待。

「コンテンツの知名度はトップクラス」は当然の事ですが、集客貢献力としては、『リリースタイミング的に２番手』との評価になる。

【稼働貢献力】 ★★★★

【ＳＴ中】の「平均ＳＡ値＝２５回」の高速消化は、『ＳＴ連＝約３分で連チャンする』事となる爽快感は有するが、その分『アウト効果は下がる』事になる。

「初回１０Ｒ＝１５％」有している事は、稼働貢献にプラスとなる。稼働貢献上での【懸念材料の一つ】が、『枠色が２色乱立する』事で「均一稼働にならない」事がある。

【粗利貢献力】 ★★★★★

「出玉率１００％」の【分岐点スタート値】は、『高めのシミュレーション値となる』ので、１１割分岐営業では「高い台粗利額」の運用に要注意となる。

【下限ベース値】は「２４％」としての運用が基準。

【売上貢献力】 ★★★★

遊タイムを除いた上での【ＲＵＳＨ突入確率】は、実質「１／４７６」＆「低ベース化」である事を鑑み、「玉単価＝１．８円」と想定する。

【資産貢献力】 ★★★

「リリース台数＝２０，０００台」以内であれば、年内は『中古需要と供給数のバランスは取れる』と判断。⇒「本体＝３０万円」前後と推測。

年明け１月以降の市場価格では、「過去の流通実績」から見ても、『価格下落率が高くなる』恐れがある事は注意されたし。

＜セールスポイント＞

シリーズ初の【Ｖ確ＳＴ】仕様で「継続率＝８０％」を誇る。【高速消化】仕様は、「ＳＴ中＝平均２４回」・「遊タイム中＝５７回」を実現している。

通常時は「２つのモード」選択～大当り後は「電サポ１００回」の「レイ＆アスカ主役」の【決戦モード】演出で、「１～３３回転」「３４～１００回転」で異なる演出に。

Ｐ新世紀エヴァンゲリオン

＜確変＞

10

（※ST=100回連率

　=80.2%）

シト、新生　決戦　W　

出玉率 確変性能

【販売予定台数】

特
賞
振
分

1,200回転台
初回（特図１）･･･

＜確変＞

20,000

　＝26.9%）

電ﾁｭｰ（特図2）･･･

＜通常＞

型　式　名

Ｖ確ＳＴ

(B=24% )

一般電サポ性能

（S=5 .6）
賞　球

確率
機種タイプ

※数値・情報の掲載において正確な情報提供を心掛けておりますが、万が一誤植等がありましたらご容赦頂くと共に、ご一報頂けましたら幸いです。　（有限会社トータル・ノウ・コネクションズ）

【遊タイム】

【遊タイム】

959回消化

＜通常＞

（※ＳＴ＝100回転）

ＴＫＣ スペック概要　＆　機種評価＜フダ・ポス＞パチンコ新機種情報

2020年10月4日機種シリーズ名（メーカー） 納品開始日（ビスティ）Ｐ　新世紀エヴァンゲリオン　決戦～真紅～

（※時短=100回連率

ﾗｳﾝﾄﾞ

100%分岐S

出玉

出　玉　（払出し個数）

回数低確率 高確率



 ＴＫＣ～【出張法人セミナー】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」（税別）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。 

※特化した、「パチンコ・係数管理運用特化セミナー」は、２回～３回（月１回）の連続開催を推奨です。 

＜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

をプロデュースさせて頂きます。（※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） 

 

ＴＫＣ～【zoom オンラインセミナー】のご案内 

いよいよ＜「オンラインセミナー」への移行が検討される時代となりました。ＴＫＣにおいても随時対応させて頂く為、

『より早く』・『より詳しく』・『より安価に』をテーマに「ｚｏｏｍ」を使った【ＷＥＢセミナー】を検討いたしております。 

今後訪れる「パチンコ時代」に対して、その実運用に必要な【数値把握とその活用術】における、「リアルタイム情報」

の提供と、担当者の「スキルアップ」は、今後の店舗営業に関する、＜パチンコの「収益構築」と「稼動維持」には、急

務であり必須＞であると考えております。 

数少ない【パチンコ専門アドバイザー】として、『パチンコ業界の皆様に貢献できれば』と思う次第です。 

 

●＜日程＝月２回程度＞＜時間帯＝概ね２時間程度＞につきましては、各ご相談の上、対応させて頂きます。 

●＜費用＞につきましては、＜１開催＝５万円＞とさせて頂きます。 

ぜひ、ご検討頂けますよう、お願い申し上げると共に、ご案内させて頂きます。 

 

 

＜お問い合わせ＞は、弊社代表「髙橋正人」まで、ご連絡下さいませ。 

【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  
************************************************************************************ 


