
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2020 年 11 月 08 日）・・・【フリーコラム】 

タイトル～＜【ライトミドル】×【遊タイム】の相性が良いのは、本当か？＞ 

■「カテゴライズ」は『分かりやすい』が、単純思考は『ミスリードもある』 

なにやら最近、「遊タイム搭載のライトミドル機の評価が良い」と耳にするが、それは本当なのか？ 

過去何回も何回も『ライトミドル時代の到来だ！』と叫ばれた事があったが、私の記憶では【ＡＫＢ】が出た時と、【シン

フォギア】が出た時、どこかの誰かが『今、ライトミドルの平均アウトが･･･』とカテゴライズしただけの様な気がする（汗） 

最近では＜源さん超韋駄天＞のヒットで、＜高速＆高連チャン＞と言うカテゴライズで括られる事も散見されます。 

さておき、今回は【ライトミドル】×【遊タイム】と言うカテゴライズを検証してみたいと思います。 

（※引用データは、いつもの＜ＳＵＮＴＡＣ・ＴＲＹＳＥＭ＞データを引用させて頂きます。）･･･ m(_ _)m 

 

■まずは、【遊タイム×ライトミドル】の機種一覧を。 

「２０２０年４月」からリリースされた【遊タイム搭載機】ですが、＜ライトミドル＞カテゴリーは、【現在設置稼働中＝５機

種】、【今後設置稼働する機種＝５機種】の、【現在１０機種】が確認されます。 

＜Ｐフィーバー真花月２ Ｓ＞（1/199.8）･･･【フルＳＴ】・【遊タイム】～「発動＝５００回消化」「７５９回転」 

＜Ｐモモキュンソード ＭＣ＞（1/199.8）･･･【１種２種混合】・【遊タイム】～「発動＝５００回消化」「２５０回転」 

＜Ｐエウレカセブンﾊｲｴﾎﾞｾﾞﾛ ＳＥＪＤ＞（1/199.8）･･･【V 確ＳＴ】・【遊タイム】～「発動＝５９９回消化」「１００回転」 

＜Ｐ戦国乙女６ Ｍ２ＡＺ１Ｙ＞（1/222.9）･･･【１種２種混合】・【遊タイム】～「発動＝６６６回消化」「１７１回転」 

＜Ｐリング呪いの７日間２ ＦＳＡ＞（1/199.8）･･･【フルＳＴ】・【遊タイム】～「発動＝５９９回消化」「７５９回転」 

＜Ｐ結城友奈は勇者である ＭＡａ＞（1/198.6）･･･【１種２種混合】・【遊タイム】～「発動＝５５５回消化」「１００回転」 

＜Ｐビッグドリーム２ ＧＥＢ＞（1/199.8）･･･【Ｖ確確変】・【遊タイム】～「発動＝５９９回消化」「７５０回転」 

＜Ｐウルトラセブン超乱舞 Ｋ４＞（1/199.9）･･･【１種２種混合】・【遊タイム】～「発動＝５００回消化」「７５０回転」 

＜Ｐ閃乱カグラ２ Ｖ２Ａ＞（1/199.8）･･･【１種２種混合】・【遊タイム】～「発動＝５９９回消化」「１８１回転」 

＜Ｐ春一番～恋絵巻～ ＭＢ＞（1/199.8）･･･【フルＳＴ】・【遊タイム】～「発動＝５９９回消化」「７５９回転」 

 

■「設置５機種」の【初動アウト】と【稼働貢献週】の確認を。 

現在設置中の「５機種」において【初動アウト】と【現在のアウト】を確認してみると、以下の様な数値です。 

＜Ｐフィーバー真花月２ Ｓ＞･･･「初週アウト＝5.600 個」・「稼働貢献週＝1 週」・「先週＝3,950 個」 

＜Ｐモモキュンソード ＭＣ＞･･･「初週アウト＝33,260 個」・「稼働貢献週＝１７週継続中」・「先週＝9,470 個」 

＜Ｐエウレカセブンﾊｲｴﾎﾞｾﾞﾛ ＳＥＪＤ＞･･･「初週アウト＝30,520 個」・「稼働貢献週＝１１週」・「先週＝6,620 個」 

＜Ｐ戦国乙女６ Ｍ２ＡＺ１Ｙ＞･･･「初週アウト＝36,180 個」・「稼働貢献週＝４週継続中」・「先週＝30,890 個」 

＜Ｐリング呪いの７日間２ ＦＳＡ＞･･･「初週アウト＝19,750 個」・「稼働貢献週＝４週継続中」・「先週＝18,040 個」 

●【アウトの実数値】は営業にとって非常に重要な数字ではありますが、これが【遊技機評価】となると、ちょっと検証

する数字が変わります。それが重視すべき、初週に対する、【３週目までの稼働低下率】です。 

無論、「導入から３週目」の【次期新台入替】、【休日の日数】、【運用の台粗利額】等により、個別店舗毎に週間平均

アウト値の変動する要因は多々ありますので、『数値を一律評価する事は難しい』ですが、少なくとも、初週稼働に対

して『２週目＝２０％以下である事』＆『３週目＝３０％以下である事』は、優良長期稼働機種の可能性が高い。 

そこで、現在稼働している【ライトミドル４機種】の稼働動向を、以下に検証してみます。 



■成績評価は・・・「３／５機種」で合格点！ 

「コロナ禍」において「アウト関連数値」は、従来と又は現在と比較する事は難しいが、現在を確認する限り、【５機種

中３機種は合格！】が、基本的には『高稼働での貢献をしている』と判断して問題無いレベルではある。 

 
 

●個人的に「特に注目していた」＜Ｐリング呪いの７日間２ ＦＳＡ＞ですが、「５月にハイミドルがリリース」されてから、

早々と『１０月にライトミドルで追加リリースされた』初めての機種であり、『初動の集客貢献力は低くなる』事は当然の

成り行きですが、『果たしてライトミドルと言うカテゴリーで、稼働維持するのか？』に対して合格点を出した事が、【ラ

イトミドル×遊タイム】と言うテーマに対して、「スペック評価を上げる」動機ともなりましたね。 

●ちなみに、今年の「ビッグヒット機種の一つ」である【仮面ライダー轟音】の稼働推移状況を参照してみると・・・ 

 

３週目の「－１０．３％」を除いて、「５週目まで、２０％以上の稼働低下率」となっていました。その結果『５週目でアウト

値は＜６０％減＞となった』と言う現実でした。 

 

■＜余談＞ちなみに・・・店舗における【主要機種化】へのチャンレジに対して。 

ちなみに、この【３週目の稼働低下率】を、他の主要機種（ミドル）と比較してみると・・・こんな感じです。 

＜仮面ライダー＝▲３１．５％＞・＜真・牙狼＝▲３１．４％＞・＜エヴァ決戦＝▲４０．１％＞・＜金富士１９９＝▲３６．

７％＞・・・と、こんな数値です。いわゆる『良い機械だわぁ』と言われるのが、この【３週目の稼働低下率の分岐点】が

「▲３５％以内」（※出来れば「３０％以内」になります。【店舗の主要機種になる（する）】には、実は『この数値をクリア

出来た機種のみ』なので、機種選択を間違えた場合は、素直に「次の対策を考える」方が、現実的に『お金も時間も

無駄ロスを最小限にする』事になるでしょう。 

Ｐモモキュンソード　ＭＣ　～【週間低下率】の推移

期間週 １週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 ６週目 ７週目 ８週目 ９週目 １０週目 １１週目

平均アウト 33,260 29,790 28,130 23,450 18,730 19,600 14,270 15,150 14,150 11,750 12,490

稼働低下率 -10.4% -5.6% -16.6% -20.1% 4.6% -27.2% 6.2% -6.6% -17.0% 6.3%

-10.4% -15.4% -29.5% -43.7% -41.1% -57.1% -54.4% -57.5% -64.7% -62.4%

Ｐエウレカセブンﾊｲｴﾎﾞｾﾞﾛ　ＳＥＪＤ　～【週間低下率】の推移

期間週 １週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 ６週目 ７週目 ８週目 ９週目 １０週目 １１週目

平均アウト 30,520 27,240 18,000 15,930 13,600 11,060 9,780 10,380 8,730 7,410 6,770

稼働低下率 -10.7% -33.9% -11.5% -14.6% -18.7% -11.6% 6.1% -15.9% -15.1% -8.6%

-10.7% -41.0% -47.8% -55.4% -63.8% -68.0% -66.0% -71.4% -75.7% -77.8%

Ｐ戦国乙女６　Ｍ２ＡＺ１Ｙ　～【週間低下率】の推移

期間週 １週目 ２週目 ３週目 ４週目

平均アウト 36,180 34,570 30,890 29,100

稼働低下率 -4.4% -10.6% -5.8%

-4.4% -14.6% -19.6%

Ｐリング呪いの７日間２　ＦＳＡ　～【週間低下率】の推移

期間週 １週目 ２週目 ３週目 ４週目

平均アウト 19,750 17,280 18,040 14,220

稼働低下率 -12.5% 4.4% -21.2%

-12.5% -8.7% -28.0%

＜初週対当該週＞

＜初週対当該週＞

＜初週対当該週＞

＜初週対当該週＞

Ｐぱちんこ仮面ライダー轟音Ｍ６　～【週間低下率】の推移

期間週 １週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 ６週目 ７週目 ８週目

平均アウト 31,160 23,790 21,330 16,480 12,610 10,530 9,290 8,010

稼働低下率 -23.7% -10.3% -22.7% -23.5% -16.5% -11.8% -13.8%

-23.7% -31.5% -47.1% -59.5% -66.2% -70.2% -74.3%＜初週対当該週＞



■キーポイントは、「遊タイム」の【発動回転数】と【１種２種混合】か！？ 

ユーザー目線から見れば、『遊タイム発動回転数は、高いより低い方が良い』事は当然の事。しかし、そうであるなら

ば「甘デジ系」機種の方が有利になる。だからと言って、『出玉性能も期待したい』と言う側面も誰もが持つ事でしょう。

でもハイミドルの様に「遊タイム突入＝９００回転以上」となると、「それはちと辛い」感覚になる。 

となると、【妥協できる出玉性能】と、【妥協できる遊タイム突入回転数】の、＜投資額と見返り額＞をイメージする

と・・・その【妥協点】を見い出すならば、「遊タイム突入＝５００回転程度」と言う事になるのではないでしょうか？ 

更にそこに、出玉性能を求めて、＜連チャン性能＞と＜出玉速度＞を期待するならば、結果【１種２種混合】仕様が

選択されやすい・・・のかもしれません。 

 

今現在、既に＜Ｐ結城友奈は勇者である ＭＡａ＞・＜Ｐビッグドリーム２ ＧＥＢ＞が稼働開始し、更に来週（１５日週）

からは＜Ｐぱちんこウルトラセブン超乱舞 Ｋ４＞の稼働も始まります。そして「１２月の最終リリース機種」として、＜Ｐ

閃乱カグラ２ Ｖ２Ａ＞が、今年最後の、２０２０年リリースの【遊タイム搭載ライトミドル機種＝９機種目】となります。 

さてこの９機種の内、稼働貢献力が高い（＝稼働貢献週が長い）機種は、いったい『何機種が該当するのでしょう？』 

 

■遊技機設置の本質は・・・【生涯粗利額】の追求になる。 

いずれにしても・・・ 

⇒「遊タイム搭載のハイミドルスペック機」だけに頼る事が、果たして正解なのか？ 

⇒「稼働貢献期待」の、「遊タイム搭載ライトミドルスペック」の受け入れは必要なのか？ 

⇒遊タイム搭載機において、「確変機・ＳＴ機」仕様と「１種２種混合」仕様は、分類思考する必要があるのか？ 

・・・などなど、今回のコラムは【遊タイム×ライトミドルスペック】をピックアップしましたが、その他にもまだまだ思考を

繰り返し、検証する必要性があるのかもしれません。 

 

＜最後に＞ 

１台の遊技機が、【自身の遊技機代を捻出し難い状態】の継続は、今後『必ず営業破綻を誘発させる』事となります。 

また『集客貢献だけでは経営が成り立たない』現実を見極め、【稼働貢献力】と、遊技機設置本来の【生涯利益額】

を追求する事を忘れずに、【パチンコ運用力の向上】を伴いつつも、２０２１年を迎えたいところでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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＞ 



 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 オンライン勉強会】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勉強会】をご提供いたしております。 

今後訪れる「パチンコ時代」に対して、その実運用に必要な【計数管理】と【玉軌道シミュレーション】と【その運用術】

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。 

ＴＫＣは、業界数少ない【パチンコ専門アドバイザー】として、超リアルな『パチンコ運用術をお教え致します』 

 

●＜所要時間＞概ね＜１機種＝９０分＞を基本として、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」または、「１会議参加」＜３万円（税別）＞となります。 

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。 

 

 

＜ご検討＞及び＜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  
************************************************************************************ 


