
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2021 年 01 月 03 日）・・・【フリーコラム】 

タイトル～＜２０２１年の課題は、「遊技機コスト＝８，０００億円」の捻出！＞ 

■再度、遊技機の「全国設置台数」の再確認から。 

前回のコラムでまとめた「ホール市場推移」ですが、この表から【現在の遊技機台数】を再確認してみましょう。 

 

２０２１年スタートとなる【全国の遊技機設置台数】は【約４００万】と想定されます。 

 

■課題は、『２０２１年中に、旧規則機との完全離別となる』事。 

再三申し上げている事ですが、本来、旧規則下では、『旧規則機の「ほぼ全機種」は、【１月末日】をもって撤去とな

る』ハズだったが、新型コロナ禍において、どなたもご存じの通り、＜２０２０年５月２０日＞に国家公安委員会規則が

改正され、旧規則における「認定・検定満了日までの設置が可能となる経過措置」が、更にその翌日から【１年間の

経過措置の延長】が認められた。 

 

●さて、問題は、全国において『旧規則機は、あと何台くらい設置されているのか？』・・・と言う話になる。 

現在推測される「旧規則機の設置比率」は、概ね【パチンコ＝３５～４０％】・【スロット＝６０～６５％】と推測される。 

台数的には、パチンコ・スロット共に、『それぞれ、９０万台程度が残存している』と言う事になる。･･･と言う事は、その

台数（旧規則機）は、今年撤去になる事が確実であり、即ち『そのまま、新規則機に入替となる』台数になる訳です。 

 

●さて、そこで最大の問題は、『入替コストがいくら必要となるのか？』・・・と言う話になる。 

旧規則機設置【合計＝約１８０万台】として、【新台入替＝４５万円/１台】として計算すると、総計金額は【８，１００億円】

となります。中古機導入を活用するとして【平均導入コスト＝２５万円/１台】だと、同【４，５００億円】となる。 

＜１店舗当り＞で計算すると、＜オール新台⇒「年間＝９，０００万円」（※月間＝７５０万円）＞・＜中古導入⇒「年間

＝５千万円」（※月間＝４１７万円）＞となる。 

まぁ、『２０２０年の遊技機入替コストだって、そんなもんだったかなぁ』と考えるホールさんもあろうかと思いますが、

「新台入替年間コスト＝１億円」のホールって、『結構少数派では？』と思う次第ですけどね（汗） 

（※＜参照＞警察庁発表値） ～Presented by ＴＫＣ

店舗数 増減 パチンコ スロット アレンジ 合計 増減

平成２年 1990年 16,704 *** 3,233,065 672,443 102,528 4,008,036 ***

平成７年 1995年 18,244 1,540 3,822,143 700,332 225,110 4,747,585 739,549

平成１２年 2000年 16,988 -1,256 3,422,650 1,323,729 8,343 4,754,722 7,137

平成１７年 2005年 15,165 -1,823 2,960,939 1,936,470 1,502 4,898,911 144,189

平成２２年 2010年 12,479 -2,686 3,163,650 1,390,492 0 4,554,142 -344,769

平成２７年 2015年 11,310 -1,169 2,918,391 1,661,562 0 4,579,953 25,811

平成２８年 2016年 10,986 -324 2,833,133 1,691,876 0 4,525,009 -54,944

平成２９年 2017年 10,596 -390 2,749,532 1,687,084 0 4,436,616 -88,393

平成３０年 2018年 10,060 -536 2,637,309 1,665,243 0 4,302,552 -134,064

令和　１年 2019年 9,639 -421 2,557,845 1,637,906 0 4,195,751 -106,801

令和　２年 2020年 9,120 -519 2,430,000 1,560,000 0 3,990,000 -205,751

（※２０２０年の「店舗数」・「遊技機台数」は、【ＴＫＣ推定】による）

＜遊技場市場の推移＞

【店舗数】と【遊技機台数】の推移（※警察庁発表数値）

年度
年末店舗数 主要遊技機



■最大の懸念は、『新規則遊技機が、機械代を稼げない』事。 

ちなみに、２０２０年の新台販売台数は、【パチンコ＝９５万台】【スロット＝４５万台】程度と推測しています（※誤差含

む）が、パチンコ・スロット含めて、『導入した遊技機が、自分の機械代を稼げたか？』と言う懸念が残ります。 

つまり、２０２０年の入替コストのほとんどは、既に『機械代償却が終わっていた、【旧規則機の粗利】で補っていたの

ではないのか？』と言う疑問が残る事となります。それが事実だとすると・・・この先、２０２１年の【入替する新規則遊

技機コスト】に対して、『その機械代は、どの遊技機種が補填してくれるのか？』と言う問題です。 

 

■結局、２０２１年の課題は、【粗利構築の必要性】に迫られ、対応する事。 

ホール側としては「致し方ない事」ではあるが、どうしてもホールは、常に【稼働】と言う言葉に惑わされてしまう。そし

て【粗利】と言う現実に引き戻される日々が続いている。そして今年２０２１年は、【導入する「新機種選択の重要性」

が問われる】事にもなり、その【重要性】とは、『粗利構築が最重要である』事を改めて認識する事になるでしょう。 

特に、２０２１年は「それなりの入替台数が必須」となる訳で、その【遊技機コストの構築（捻出）】は必至となる。 

また、現実的には既に、『出玉率を上げて稼働を維持する』と言う方針やスキームはすでに崩壊しつつある訳であり、

２０２１年の課題は、「一旦【粗利構築の必要性】と、その思考と手法を再考する１年となる」でしょう。 

 

ちなみに、『玉を出す＝赤字にする』と言う手法は、「瞬間的」または「短期的」には【店舗集客数を増やす効果】があ

りますが、その「マイナス損益分」を、「他の機種」または「他の営業日」で補填する事となり、稼働が低下している今は、

結果的に『長期的に店舗稼働を下げる事に繋がる』事も、心に留めておきたい。 

また、【粗利構築の手法】としては、様々な背景もあり、具体的にはこの「フリーコラム」では避けさせて頂きますが･･･ 

そこで【一つの思考の提案】をしたいと思います。 

 

■そもそも、＜機械代を償却出来た機種＞は、何機種あったのか？ 

ここからは、各々【自店舗における】と言う前提で考察頂きたい内容となります。 

●【累計粗利】の管理する事。⇒遊技機を導入してから、その機種は『現在、いくら稼いだか？』 

⇒最初に、新台であれ中古であれ、遊技機価格（税込）を明記しておく必要があります。 

⇒「日々」または「週間」での粗利額をチェックして、累計計算して行く。 

ここで、【重要なチェックポイント】があります。 

（１） 分類（４パチ・１パチ・２０スロ・５スロ等）の、【平均アウトを下回ったポイント（週）】をチェックする。 

（２）台平均として、【遊技機購入代金（税込）に到達したポイント（日毎、または週毎）】をチェックする。 

 

●上記（１）のデータにて、いわゆる自店舗における【稼働貢献週】を確認する事になります。また、その「稼働貢献

週が終了した時点での累計粗利」も、同時に確認出来ます。このデータを収集・蓄積し、分析して行く事で、自店舗

において【稼働貢献】と【粗利構築がしやすい遊技機】の特徴が把握しやすくなります。 

更に（２）のデータを【玉粗利推移と一緒にチェックする】事で、『現状の粗利推移が適正なのかどうか？』を早期に判

断できる事で、「残念に失われていく稼働」を抑制する確率を上げる指標となり得ます。 

【一つの指標】としては現在、新台においてパチンコもスロットも、【１０週以内】で償却できる事は「ほぼ皆無」であり、

償却期間は早くても【１６週】、平均しても【２０週】程度は必要となっている。そして残念ながら、遊技機コストの償却

完了時には、一部の特定機種を除き、『稼働貢献は終了している』と言う現実でもある。 

これが、【２０２１年～最大の課題】でもあり、それが【８０００億円捻出の課題】でもある。 



■＜参考＞として、旧規則機撤去に関する再確認。 

＜参考＞として、【２１世紀会ルール】の資料を再添付しておきます。 

 

●以下は、【２０２１年】に認定満了となる【高射幸性スロット機】の一覧。 

 

７１～７７番の機種って、「認定満了日から１年延長の扱い」でいいのんだよね？・・・誰か教えて下さい（願） 

改正【遊技機規則】の施行が「２０１８年２月１日」。元々、スロット高射幸性機は「１月末までに【設置＝０％】」の目標

設定もありましたけど、それはどうなったんだろう？・・・誰か教えてください（願） 

ちなみに、＜パチスロゴッドイーターＣＣ＞の累計粗利は、なんと『６００万円！』になりますね。･･･名機です！！ 

 

＜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＞ 

検定日 認定満了

（東京都） 年度

69 スーパービンゴネオＭ１ ベルコ 2015/1/13 2021年 2,821 台

70 パチスロゴッドイーターＣＣ 山佐 2015/1/26 2021年 2,793 台

71 パチスロ北斗の拳　強敵ＺＡ サミー 2015/6/15 2021年 32 台

72 スカイガールズ２ＲＡ 高砂電器 2015/8/10 2021年 4 台

73 サイレントヒルＣＰ 高砂電器 2015/8/10 2021年 1 台

74 ゼットゴールドインフィニティＮＣ ネット 2015/8/10 2021年 0 台

75 ルパン三世ロイヤルロードＢ１ オリンピア 2015/8/24 2021年 4 台

76 パチスロマジェスティックプリンスＳ ディライト 2015/9/7 2021年 6 台

77 龍が如く　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＮＤ　ＺＡ タイヨーエレック 2015/9/24 2021年 2 台

2021年 5,663 台

Ｎｏ 型式名・機種名 メーカー
設置台数

2019年8月

年度合計



 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【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。 

 

●＜時間帯＝概ね２時間程度＞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」＜５万円（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  
************************************************************************************ 


