ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2021 年 01 月 08 日）・・・【フリーコラム】
タイトル～＜Ｐ戦国恋姫～【Ｖチャージシステム】の高継続率スペックの可能性＞

■さてさて、パチンコ「春の陣～第１弾」の選択タイミングに。
２０２１年もホール営業が始まり、いわゆる「お正月モード」も終了し、次に目指すチェックポイントは「２０２１年ゴール
デンウィーク」。そこに向けたホール営業の「ユーザーへのプレゼンツ」は、そこに向けた営業戦略の一つとしての
【新台入替】も「３月～４月」と続いて行く事になります。
さてその第１弾が「３月７日週」から始まりますが、注目の【高継続率】のフォーカスした【Ｖチャージシステム】搭載の１
機種＜Ｐ戦国恋姫＞を検証してみましょう。

■高連チャン性を秘めた【ライトミドル】＜ＪＦＪ・Ｐ戦国恋姫＞のピックアップ。
●まずは、「機種概要」から。
・【リリース日】・・・２月２８日週から

・【販売予定台数】・・・５，０００台（推定）

・【機種名】・・・「Ｐ戦国恋姫 Ｖチャージｖｅｒ ＪＣＣ」（※製造メーカーは、「藤商事」では無く「ＪＦＪ」製）
・【特賞確率】・・・（低）1/199.8 （高）1/1.01 ＜※１種２種混合タイプ＞
・【時短突入率】・・・（通常時）７Ｒ＝１００％・（継続）Ｖ１Ｒ＋７Ｒ＝１００％ （※実質７Ｒ出玉＝約４４０個）
・【時短保留数】・・・（初当り時）

「１個＝９５．８％」・「２個＝３．８％」・「３個＝０．４％」（※０個選択は無い）

（ＲＵＳＨ中） 「１個＝２４．９％」・「２個＝２０．０％」・「３個＝５．４％」・「０個＝４９．７％」
・【継続率】・・・「１個＝約９０％」・「２個＝約９３％」・「３個＝約９４％」・「４個＝約９５％」
●【１種２種混合機】における、新機能【Ｖチャージストック】について
従来の＜１種２種混合機＞では、「時短○回転＋保留残メモリー４回転」とかで、「特賞確率＝１／○○」とかで大当
りするか？しないか？・・・と言う抽選方式でしたが、この機種の特徴として、＜特図②の「特賞確率＝約１／１」となっ
ている＞事で、特図②電サポによる『残メモリーは全て大当りになる』と言う事にあります。これをメーカーは【Ｖチャー
ジストック】と呼称しています。
詳しい機能説明としては・・・実は「大当り後の時短中に、何回も電チュー開放はしている」のですが、
【① 電チューは、「前後スライド」の形状のモノを使用している】
【② ：電チューは「１カウント」で２個以上の入賞はしない】
【③ ：電チュー開放する秒数が、「Ｖチャージストック」する振分個数分だけ長い秒数の開放】
【④ ：それ以後の電チュー開放は０．１秒（以下）と短く、絶対に入賞しない】
・・・と言う機能を開発した事で、この【Ｖストックチャージ】と言う連チャンシステムが可能となっています。
（※詳しくは、「メーカー実機」にて簡単に確認出来ますので、ぜひ一度、その目でご確認を）

■時代背景は、【ライトミドル】スペック帯が求められているのか？
その昔、パチンコが元気だった頃は、【ライトミドル帯】は『甘デジのように当たり易い訳では無い』上に、『ＭＡＸ機の
様な出玉も無い』と評され、「中途半端なスペック帯」として、ユーザー側も、ホール側も、敬遠されてきた歴史がある。
しかし今現在、【ユーザーの優先順位】が、『＜獲得出玉優先＞から＜投資金額優先＞となるユーザーが増えて来
ている』と言う前提に、【ユーザーのフトコロ具合に応じて】と言う観点からも、【ライトミドル帯】が注目されている。

●そこで、注視すべきポイントの一つに、パチンコユーザー個人の【大当り体験までの投資金額】と言うものがある。
⇒以下表は、「ＴＳ別」と、「千円スタート値＝３種類」を例にして、初当りまでの【投資金額】を概算している。

【千円スタート値】から見る【初当り投資金額】
ＴＳ

※「１玉＝４円貸し」として、初当りまでの【投資金額】を算出
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※【１００％ＴＹ】は、「出玉率＝１００％」となる場合の、「平均ＴＹ値」シミュレーションとなります。

上記表は、結果的に『この確率なら、このくらいの投資金額が必要となる』基準でもあり、逆に、使える金額が決まっ
ているユーザーならば、『どの確率帯で遊ぶのか？･･･を決める基準にもなる』と言う事です。
但し、ユーザー視点からみたら、『連チャンモードに入るには？』と言う思いになるので、概ね「５０％の突入率」として、
『この２倍の金額設定のイメージを持っている』ものと思われます。
●「ユーザーの投資金額は個々に異なる」事になるでしょうが、『大きな出玉性能（連チャン）を期待しているけど、何
万円も投資は出来ない』と言うユーザー感情と、現在の【ライトミドル帯機種の稼働維持力が高い傾向にある】事も踏
まえて【ユーザーのフトコロ事情】を想定すると、「投資金額」＝「１万円～２万円くらい」のユーザーが増えている（
支持されている）様に感じられます。
その背景には、「初当り体験までの投資金額」と共に、「高い連チャン性を有している」事による「モードＴＹの大きさ」
も影響しているものと考えられ、投資と出玉感のバランスが『いい感じ』になっているのかもしれませんね。
ちなみに、過去の【確変＝６５％規制（内規）】は、「２０１６年５月」から日工組内規によって、開発そのものが規制さ
れていて、その後「２０１９年２月」に撤廃されるまでの【約３年間】と言う期間があり、その「確率帯評価」としては、『規
制下当時の３年間と、今現在では全く異なる状況にある』事は踏まえておくべき事実だと思われます。

■そもそも、「９０％を超える連チャン率」は・・・『凄いんです！』。
【Ｖチャージストック】による連チャン性が、『保留１個につき、わずか数％しか変わらないけど・・・』と言う疑問がある
かもしれませんが、以前もコラムしていますが、『継続率は８５％を超えると、１％の差でも大きい』ですからね。
その辺りを、【継続回数で表す】と以下の様になります。
【継続率】と【平均継続回数】の対比表
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※ＲＵＳＨ突入時の「実連チャン回数」は、上記回数に「初回当りの特賞回数」として、「＋１」が加算されます。

現実的には、「継続率＝９０％」を超えると、【連チャン回数】に換算すると、『１％の差でも非常に大きくなる』事が分
かると思います。もう「９４％」と「９５％」の差は、『特賞回数で３．３回も違ってくる』事もお分かり頂けると思います。
現実的な出玉量は、この継続回数に「７Ｒ＝４４０個を掛ける」訳ですから、そりゃ 最低でも「１０連チャン＝４，４００
個」～「２０連チャン＝８，０００個」が一気に排出される事になりますね。
●特に、個別台計数機（パーソナルシステム）を導入されているホールにおいては、『特賞回数の表示が重要となる』
事となりますから、「出玉感」もさることながら、ユーザーの打ちたい機種選択の際には、「特賞回数の多さ」も重要な
遊技機選択のファクターとなります。しかも、これが「ライトミドル確率で可能」となると、＜Ｐ戦国恋姫＞を、【３月導入
機種選択の中の１機種】として、『検討する価値は十分にある』と思われます。

■遊技機選択の参考に、「コンテンツ」を調べてみました。
元々のコンテンツは、「BaseSon」より発売された「ＰＣ版アダルトゲーム」の「恋姫†夢想」シリーズの一つになる。
公式サイトのインフォメーションでは、以下の要に書かれている。
三国志や戦国乱世などの歴史物語をベースに、乱世で活躍する武将たちを女性化し、「儚く、切ない戦いの物語」
と「華やかで優しく、甘い恋の物語」を両立させて描かれる、妄想爆発、煩悩炸裂歴史アドベンチャーゲームシリー
ズ！
三国志演義を基に制作された「恋姫†夢想～ドキッ☆乙女だらけの三国志演義」「真・恋姫†夢想～乙女繚乱☆三国
志演義～」「真・恋姫†夢想～萌将伝～」「真・恋姫†英雄譚」。
日本の戦国時代を基に制作された「戦国†恋姫～乙女絢爛☆戦国絵巻～」
●要は、元々は「三国志」を基調としたゲーム【恋姫†夢想】シリーズに対して、日本の戦国時代を基調としたゲーム
が、【戦国†恋姫～乙女絢爛☆戦国絵巻～】であり、それがパチンコの【戦国恋姫】シリーズとなっている様である。
ＰＣゲーム＜恋姫†夢想～ドキッ☆乙女だらけの三国志演義＞のリリースは【２００７年】であり、今回のパチンコ機コン
テンツとなっている「戦国†恋姫～乙女絢爛☆戦国絵巻～」は【２０１３年】にリリースされ、同社のＰＣソフトとして、以
前の「１８禁ソフト」では無く、『初めて全年齢対象となった』ソフトです（汗）
更に、【２０１６年４月】には、作品内容と大幅に追加し、従来の「恋姫シリーズ」同様の「１８禁ソフト」としてリメイクされ、
【戦国†恋姫Ｘ～乙女絢爛☆戦国絵巻～】としてリリースされている。
●パチンコ版＜戦国恋姫＞シリーズ
「藤商事」からリリースされた、初代の【ＣＲ戦国恋姫ＦＰＬ】（１／２５９）は、「２０１６年１０月」にリリースされ、当時にお
いて「稼働貢献週＝２８週」だった。また、ほぼ同時にリリースされた、甘デジ【ＣＲＡ戦国恋姫ＦＰＷ】（１／９９．９）は、
「稼働貢献＝２９週」と、『安定した稼働を誇っていた』様である。
ちなみに現在でも、「ＦＰＬ＝１５０店舗」「ＦＰＷ＝１２０店舗」が設置稼働している。（※Ｐ-ＷＯＲＬＤ調べ）

＜まとめ＞
今回のコラムとしては、【投資金額】と【継続率と継続回数値】にフォーカスし、【ライトミドル】であり【高継続】のパチン
コ機として、『３月の１機種として注目しておくべき』と思い、＜ＪＦＪ／Ｐ戦国恋姫＞をピックアップしました。
当該機種の「演出詳細」等は、実機の試打、またはメーカー様にお問い合わせ頂くとして、【ＴＫＣコラム】がスペック
把握の参考なれば幸いです。

＜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＞

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
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