
シニアイノベーション研修 

 

全 6 回 1 回 3 時間 

 

●参加者 次期店長候補（副店長・主任等の管理監督者） 

１開催何名でもＯＫ 

 

全部理屈と論理で説明します。こういう傾向だから・・・・なんていう論理的ではないこ

とは言いません。異業種理論をパチンコ版で実現したものをお話します。これから書き上

げるもの（書ききれないので一部）を、会社としてのノウハウ化（全社員が集客の基礎と

して共通認識すべきこと）を基礎事項を抜粋します。セミナーを聴けば、今までの失敗の

理由が一目瞭然で理解出来ます。 

 

【セミナーは１章から２３章まであります】平均して１章あたり１時間程度です。この１

章から２３章のタイトル概要は、３ページ後に記載しますが、まずは、下記の設問６０個

を考えてみてください。セミナーの１章から２３章で、約６００の下記のような設問の解

答をして学習していきます。 

 

1・ジャグラー設定１で稼動を上げる方法とは？これを答えれない人は設定を入れても稼動

はいつまで経っても上げられない。 

2・新店やリニューアルを１００％成功させる為の客層を知っていますか？知らないといつ

まで経っても無駄な投資がかさむだけです。 

3・平均アウト・台粗・利益率を見るから戦術が立てれない。客単価・客粗利から計画をた

てるべき。ん？そんなの無理？じゃあ、いつまで経ってもを割り出せ 

4・入替の時の絶対にしてはならないルールが各会社で統一されていない。客の入替をして

しまわないように気をつけるルール。 

5・競合店からどのタイミングで個客が動く割合を知らなくて、どうやって競合店から奪え

るのか？動く割合を知った上で、競合を攻撃すべし。 

6・自店の常連様が、月にいくら負けているのか、全常連様の負け額を知らないのに玉粗管

理が成り立つはずがない 

7・自店の業績が悪くなる（良くなる）先読みの仕方を知らないのに、どうやって計画を立

てるのか？未来先読み術を数値的に構築すべし。 

8・リニューアルオープンして、2ヶ月で元に戻るお店がなんと 9割もあるパチンコ店。（全

国で３００リニューアルの統計取りました）。相当のキャッシュロスです。何がいけないの

かを会社でノウハウ化しないと過ちは繰り返される 



9・なぜ空き台だらけなのに、空き台の活用方法を考えない。これがパチンコ店の一番の過

ち。 

10・毎日毎日、夜、調整する必要あるのか？調整したら稼動があがるはずなのに、上がら

ないのだからやり方を変えるべき。なぜ調整したら稼動が上がらないのかをまずは知るべ

き。 

11・もうやめよう。景品やポイントなんかで客寄せしても、来るはずがない。自店数字で

統計を取ってみればわかるはず。 

12・いつ外部販促を打つべきなのか？自店数字から、効率よく費用を使うべきにやるべき

事とは？ 

13・なぜ競合店から、あなたのお店にシニア層が来ないのか？きちんとした理由を全部調

査しなければ、いつまで経ってもあなたのお店には来店しない。入替したって、チラシ打

ったって来ませんよ。 

14・あなたのお店の嘘八百度は、何％と個客は感じているのか？嘘八百度をまずは知るこ

とから、あなたのお店のプロモーションは変わる 

15・競合より先に仕掛けるべきか？後から仕掛けるべきか？理由を明確に社内討論しない

と、全員バラバラである。仕掛ける時のポイントを基準化しないと、ロスが大きくなるだ

けである。 

16・一番集客ができるタイミング。それは、凄くシンプルな理論だが、漢字２文字で「○

○」である。これだけ分かっていると、凄く戦略立てが分かりやすくなる。 

17・お客様に本当に売らなければいけない商品って知っていますか？たった１つしかない

んです。どうして皆さんは、この商品だけを売らないのだろうか？この商品を売らないと、

何をやっても、うまくいかないのです。 

18・差別化？差別化しか考えないから個客が離反します。なぜ差別化が個客離反を起こす

のか？これを科学してみるとよいでしょう。 

19・新台入替って何のためにやるのでしょう。目的はなんでしょう？何を個客に訴えなけ

ればいけないのでしょうか？みなさん同じ販促しかしてません。これを徹底的にやらなけ

れば、新台入替の価値はないでしょう。 

20・なぜ、お取り寄せ景品とかやっているのに、売れないんですか？これが、バカ売れで

きないのならば、パチンコの集客も集まりにくいでしょう。バカ売れさせる方法とは一体？ 

21・どうして薄利コーナーばかり作るのでしょうか？薄利コーナー作ったら、お店全体の

利益がちゃんと増えてますよね。えっ、増えてない？じゃあ、何のために薄利でやってい

るのでしょうか？商売が成り立たない気がしますが。異業種では、一部薄利＝全体利益が

上がっていますよ。一体どうすれば良いのか？ 

22・会員が増えている、でも稼動は増えない。そんな論理おかしくありませんか？会員の

集め方からのやり方がおかしいのです。会員をとればいいっていう問題じゃありません。

会員集めの方法をいちからきちんと整理する術。 



23・会員を分析すると、「個客の山」が生まれます。この個客の山の法則をしっかり把握す

ると常連が囲い込みやすくなります。果たして、個客の山とは・・・。 

24・「やったぁ～、平均アウトガ上がったぜ」・・・・は、いいのですが、上がっても無意

味な時ってどんなときか把握しておくと計画が凄く作りやすくなります。 

25・クロスセル戦略は、すべての異業種で使われております。どうしてパチンコ屋の戦略

に活用しないのか？パチンコ大好きな異業種の車コンサルタントの人に、もったいないね

と酒飲んでいる時によく言われます。さて、クロスセルをパチンコでやるだけで、売上が

上がります。どんなことをやればよいのでしょうか？ 

26・個客のある来店日を追うのだ。これを追わないで何を追うというのだ。これに焦点を

当て続けることが、戦略の根幹である。 

27・あっ、もうひつありました。一つ上の設問の続きです。助けてぇーと叫んでいる個客

が数字上でいつも出ています。助けてあげなければいけない個客を、常に明示しておくこ

とこそが戦略の根幹である。いろいろな会社に行きましたが、それがほとんどないですね。

必ず明示することが必須であり、経営理念の一環でもありますよ。 

28・玉単価が下がれば、稼動が上がるんです。でもどうして上がっていないのでしょうか？

玉粗利ではないですよ、玉単価です。この理論を極めると、新台入替が凄くやりやすくな

ります。 

29・今、お店にいるお客様で、一番最重要にアタックしなければいけない個客って誰でし

ょうか？これも、組織で統一化されていない会社が大半ですので、統一することをお勧め

します。 

30・競合店から奪うのに、客数や客層を調査すると思いますが、それ以外に後は何を取る

べきなのか答えられますか？この数って、競合から客を奪えるか否かで結構重要なんです。 

31・競合店から奪うのに、客層の調査として、シニアやヤングをとると思いますが、他に

何を必ず取るべきなのかも知っているでしょうか？これって自店のバロメーターとしてい

かないといけないんです。 

32・閑散期って、大変ですよね。でも、競合から一番奪いやすい客がいるんです。結構な

チャンスなんですけどね。これをやるには、半期単位での計画を練らないといけないので

す。千載一遇のチャンスをものにするための計画を立ててみよう。 

33・４円パチンコ客数が２０スロに比べるとより低迷していますが、いろいろな会社に行

っても、1割ぐらいしか答えられないんですよね。勿論、みなさんが回答する答えは間違っ

てないのですが、一番根本となる答えが出てこないんですよね。それを知ると、ちょっと

営業利益が上がる戦略が組みやすくなるのです。 

34・玉粗利って、最近は昔（10 年前）に比べてどうなのでしょう？上がってます？下がっ

てます？これも、明確な答えが出てこないのですが、これは企業として統一見解を出して

おくと良いでしょう。答えは、昔も今もほぼ同じですよ。これを知るとレート戦略が凄く

やりやすくなります。 



35・あなたのお店の月のユニークユーザーは何人でしょうか？知らないですよね。私事で

申し訳ありませんが、電子書籍「確率接客」に書き留めましたので、是非読んで下さい。

777 円ですので、昼飯 1食抜いたと思えば・・・・・。宜しくお願いします。 

36・新規グランドオープンって、いつまで玉を出すべきなのか？これって、ある数が満た

されない限り赤字営業を続けるべきなのです。ある数を無視しているから、多くのグラン

ドオープンは失敗していると考えます。 

37・ついでに、もうイッチョ。グランドオープンの機種構成は、絶対こうするべきだとい

う機種構成論理があります。これは、いつの時代でも通用する基礎的な論理であると考え

ます。時代には左右されません。どんな機種構成が理想なのか、これも過ちを犯している

グランドオープン店が多いかなと考えます。 

38・逆に、近隣に新規グランドオープンが出来ましたが、仕掛けるタイミングはいつがよ

いとおもいますか？お金がある会社は、初っ端からやっつけにいけばいいのですが、お金

がもたないですよね。どのようなケースで、どのタイミングで行うのが一番効果的なので

しょうか？ 

39・新規オープンやリニューアルオープンする店があると、その市場は客数が膨れている

とよくいいますが、これって無意味な膨れ方が多いのです。今日は市場客数が多かったと

言いますが、この勘違いを直すために、どのような根拠を示せばよいのでしょうか？ 

40・女性比率を上げるという戦略。女性の比率が高いお店で、あまり儲かっているお店を

みたことが少ないのですが、比率を上げる必要があるのでしょうか？勿論その戦略を行う

のは良いとは思いますが、数字的基準を基に実施するしないを行わないと、無意味になり

ます。どんな数字的基準がよいのでしょうか？そうそう、「うちの店女性比率が競合より高

いんですよ、今４０％です。」っておいおい、女性戦略やめたほうがいいですよと伝えまし

た。 

41・地域 1 番店を目指すお店は、客層比率がおおむね決っています。というか、そういう

数字におおむねのお店がなっています。どこを目指すのがよいのでしょうか？（駅前のお

店を除く） 

42・お客様が減っているお店の特徴は、あるコーナーの常連様が減っている傾向が強い事

が調査をした結果分かりました。それって、どこのコーナーで、なぜなのか考えてみてく

ださい。 

43・本日、100 人のお客様全員が 終日ご遊技されました。と仮定します。 玉粗利は全体平

均で 0 銭でした。 何人のお客様が勝って、 何人のお客様が負けたのかおおぬねでいいの

で答えられると思いますが、どの企業も答えが３つぐらいに分かれるんですよね。企業内

でズレるというのは、組織として非常によくないです。だって、答えはおおぬね一つしか

ないのですが、どれが正解なのでしょうか？ 

44・個客は１日何台を遊技しているのかを答えられ、なぜ何台も遊技するのかを説明する

ことができれば、夜のゲージ調整は、世間一般的なやり方と違うやり方ができますよね。



もう、過去から行っているチェックシートを見ながら調整する方法やめませんか？じゃあ、

その方法で絶対稼動が上がっているのならよいですが、そうじゃないですよね。時代に沿

った調整方法があるんですよね 

45・適正なＴ１Ｙ（大当たり出玉）っていくつなのでしょうか？これも、会社内でバラバ

ラなのですが、私たちの目的から考えれば答えが出ます。ＳＩＳとかにあわせるとか、Ｓ

ＩＳより１０発下げるとか、こういう回答は愚作ですよね。さて、どういう基準が一番よ

いのでしょうか？ 

46・玉粗を下げると、なぜ稼働が上がるといいますが、（でも皆さんはそうはいいますけど

稼動があがっていないですよね）じゃあ、何銭下げれば稼動が上がるのでしょうか？この

下げ方の論理を社内統一しておくべきだと思います。２銭なのか５銭なのか１０銭なの

か？それともその他？価格の決定方式は、異業種ではきちんとあるのですが、パチンコだ

からできないのでしょうか？それもおかしな話です。 

47・スロット全体で玉粗が全然抜けない時ありますよね。それも月間通して立て続けに利

益が取れないことがありますよね。そんな時には、この施策。答えは、サラリーマンを呼

ぶといいのです。なぜだか分かるでしょうか？よく、ＧＯＤが爆発しているとか言う人が

多いですが、それは言い訳になってしまします。無論、そういう機種が爆発したというそ

れもあると思いますが、それを言い訳にしていたら商売が成り立たなくなるので、別の方

法で常にカバーしなければならないですよね。 

48・この機種は、設定１よりも、設定２の方が玉粗が抜けるという方もいますが、それを

言い始めると、もともとの出率って無意味なんでしょうか？これも、企業内で意見がバラ

バラなんですよね。 

49・平日と土日、どちらがお客様が遊べているのか、例えば４パチで玉粗利全体平均平日

２０銭土日２５銭とした場合、どちらが遊べているのでしょうか？これも理解をすると、

すごく調整しやすくなりますよ。 

50・機械費と客数ってどういう関係にあるのかを科学すると遊技台を買いやすくなります。

どのような基準をもつことで、立証できるのでしょうか？ 

51・来店した個客は、何を基準にその台に着席しているのかを科学すると、調整や機械購

入、プロモーションに役立つようになります。さあ、あなたの店で統計ヲとってみよー。 

52・１円と４円では、どちらの方が個客は台移動をするでしょうか。大筋で数値も含めて

理由も答えられると、機種構成のありかたも見えてきますよ 

53・４パチでの１台だけの導入は個客を怒らせます。理由を説明できるでしょうか？ 

54・１パチでの１台だけの導入は怒られません。なんででしょうか？ 

55・２０スロでの１台だけの導入は、もっと怒られません。不思議ですよね。これってか

なり重要度高い設問です。 

56・導入した新台の減価償却帳票を記録していると思いますが、これもういらなくないで

すか？償却できたからといっても、全体稼動が上がっているわけでもありません。では、



どういう帳簿にするのが最適なのでしょうか？ 

57・増客とは、平均アウトが上がることではなく、平均客数が上がることでもなく、では、

何をもって増客と証明すれば良いのか説明できないと、ホールコンピューターのマジック

にやられます。 

58・競合店が、玉粗利が高いか、低いかはお店に行かなくても９割型当てることができま

す。どういう風に調べればよいのでしょうか？ってことは、競合対策って簡単に対策練れ

ますよね。 

59・どの個客から一番お金を頂かないといけないのでしょうか？これも企業内でバラバラ

なことが多いです。 

60・競合に自店個客が行ってしまっても、勝手にまた戻ってくればいくら離反しても良い

ことになります。この勝手に戻ってくる戦略とはどういう風にしたらよいのか？ 

 

 

６０問ほど上記に記述させていただきましたが、各会社様で回答がバラバラすぎる事実が

あります。これであると、企業は同じ方向に向かいにくく、尚且つ店長が交代したりする

と、やり方が全く変わり、部下たちも論理の定着がなかなか出来ません。上記の６０の項

目例は、すべて不変的であり、時代によって答えが変わることがありません。つまり会社

で言う「理念」みたいなものです。これを基礎として会社に備え付けて置くだけで、後は

好きなように応用するためにイノベーションを興せばいいのです。ひとそれそれ、基礎が

同じなら、違う戦略をとってもいいのです。基礎がないまま、社内意見がバラバラである

と確実に衰退するのは、スーパーマーケットチェーンでも同じことが起こったからです。 

 

本シニアイノベーション研修を受講された企業様で、約１０００問という設問肢を構築さ

れた企業様もあります。これは後世、つまり次の世代の教育に非常に役に立ちます。令和

時代は、感覚での投資をしていたら、瞬時に負ける時代になります。強い企業は、「企業秘

密」があります。企業秘密がない企業ほど、営業統一がされていないばかりに、崩れ去る

傾向があります。勿論、本セミナーは、時流的要素は入れておりません。不変的論理が主

になりますので、ここからは時流や独自ノウハウを、掛け合わせて、貴社オリジナル「企

業秘密ＢＯＯＫ」を作っていただけたらと思います。その為の基礎となるセミナーとなり

ます。 

 

 

 

 

●研修実施目的 

1：個という個客に視点を当てた集客理論の学習 



【セミナー概要】 

 

Price（価格）Product（商品）Place（タイミング）Promotion（個客洗脳） 

すべてにおいての総合マネジメントセミナー 

 

＜異業種ビジネス＞ 第１章 破壊的イノベーションを興せ 

異業種の成功している企業には、企業秘密があります。それは個客の個にスポットを当て

そして従業員のイノベーションを働かしている企業が多いのです。イノベーションはどの

ように動かせればいいのかを本章で学びます。 

 

＜異業種ビジネス＞ 第２章 儲けの４つの基本 

あれっ？世の中のサービス業はこんな風に儲けているんだ!! あらゆる業種の儲け方のか

らくりを本章で学ぶことによりほとんどがパチンコで活かせるようになります。これがイ

ノベーション。 

 

＜異業種ビジネス＞ 第３章 定石を無視したら、失敗する（ゴールデンルールを探せ） 

このルールを無視したら売れなくなる。パチンコも同じ。この定石を見つける事ができた

企業は、それが他社差別化の企業秘密。つまり、秘伝のタレ。本章では、驚きの人間界の

ルールを学びます。 

 

↓【ここよりすべてパチンコ営業を化学した章になります】↓ 

＜パチンコ集客基礎＞ 第４章 個客の創造（常連離反を防ぐ） 

パチンコ利益の儲け方の基礎。大半のパチンコ屋が出来ていないこの儲け方。他業種の成

功企業は大半が行っている。実は儲け方で離反が決まる。本章では、個客の心理を考えた

儲け方を学び、即パチンコ営業に活かします。 

 

＜パチンコ集客基礎＞ 第５章 来店個客行動（競合店から個客を奪う基礎） 

なぜ競合店の個客が自店に来ないのか？そう登校拒否を起こしています。本章では、どん

なにお誘いしても来店してもらえない理屈を学び、今日からどんな行動を興せば良いのか

が明確になります。 

 

＜パチンコ集客基礎＞ 第６章 パチンコ店の本当の商品は何か？（貴社に新商品を作る） 

ＨＩＴ商品を作るための絶対条件を学習します。パチンコ屋では、個客に何の商品を売る

げきなのか？新台？イベント？薄利？すべて違います。これが社内統一出来ていないほど

会社が成長していないと言って良いぐらいの商品であり、この商品の作り方を学習します。

この章を聴けば、会社での戦略会議の幅が大幅に広がります。 



 

＜パチンコ集客基礎＞ 第７章 ＦＳＰ（離反個客を追及せよ） 

常連様管理の最強の道具。この道具の使い方次第で、先々の業績が変わると言われていま

す。異業種の成功企業は大半がこれを管理されています。本章では、改めて重要性を認識

するとともに、ここから営業戦略の根幹となるリピート戦略を割り出せるようになります。 

 

＜パチンコ集客基礎＞ 第８章 ＦＳＰ（クロスセルを最大の戦略化にせよ） 

どの商売でも必須の。利益の儲け方・そして個客の動かし方の基本。本来クロスして売ら

ないとなんの旨みもないが、パチンコ業界だけはなぜか使われない。本章では、クロスし

て売る手法を学ぶと、毎回の会議で「クロスセル」と店長も連呼し始めます（笑）釘調整

の仕方・機械の買い方・プロモーションの仕方も全部変わります。 

 

＜戦略知識＞ 第９章 バイアスチェンジ 

苦しい業界だが、玉粗利は上がっていないのに上がっていると思い込んでいたり、数々の

業界の間違いを指摘します。この思い込みを直さないと、改革はできないと言って良いほ

ど重要です。平均アウト・台粗・利益率・スタート等等間違った使い方をされている人が

業界内には８０％います。この捉え方でひとつで営業利益は大きく変わると言ってもよい

でしょう。 

 

＜戦略知識＞ 第１０章 来店個客ユニーク数 

来店個客のユニーク客数が間違っているから、戦略がうまくいかないのは当たり前です。

本章では、客層別の来店回数を学び、客層別でのプロモーションや機械購買や調整の基礎

を考え直し、稼働・利益上昇させる為の法則を感じ取って頂きます。 

 

＜戦略知識＞ 第１１章 個客の勝率 確率論 

設定を入れても個客は負けます。どのくらい負けていくのかを把握しなければせっかくの

薄利も無駄になります。本章では、負けた個客をどのように再来店させるのか確率論から

学び、新戦略に活かします 

 

＜戦略知識＞ 第１２章 ゲージチェンジ 

調整しても無意味な作業を毎日しています。その間違った理由を、個客の個別の個客にス

ポットを当てながら、そして遊技機の確率上から説明します。この無駄なロスを直せば粗

利額は、稼動をあげなくても上げる事が可能になります本章では、ロスの少ない調整で、

最大限の効果を出すための調整心情論を学び、次世代の新調整論に活かしていきます。 

 

＜戦略知識＞ 第１３章 機械シェア論 



機械購買・活用を科学されていない現状で、機械の良し悪しで戦略を組んでいてもこれか

らの時代のゼロサムゲームには太刀打ちできません。本章では、機械購買で今まで以上に

ロスが少なくなる仕組みを学び、さらに投資できる環境へと導きます。 

 

＜戦略知識＞ 第１４章 総花論 

ほとんどのパチンコ屋さんで無視される総花理論。他業種では、成長する為には総花運営

が必須。本章では、分母理論を学びます。ターゲットとされる分母数で先々の売上上限値

が決まってくるのは当たり前です。これを間違えると、せっかく立てた営業戦略そのもの

自体が無意味になりかねないのです。 

 

＜戦略知識＞ 第１５章 体力シェア論 

競合から個客を奪うのに、体力測定を常にバロメーターとして持たなければなりません。

総客数や売上やアウトが上昇しても、この体力シェアが上昇しなければ意味をなしません。

ゼロサムゲームに勝利する為に絶対必要な体力シェア論を学習します。 

 

＜戦略知識＞ 第１６章 洗脳販促の仕組み 

せっかく作ったチラシが、個客に伝わっていないというのを本章で学びます。販促には、

２つのハードルが存在し、買ってもらえるか否かは別として考えることが大事になります。

販促の仕組みをじっくり学習します。 

 

＜戦略構築＞ 第１７章 個客感情を掴むプロモーション 

個客は大半の販促に気がついていません。せっかくの販促が労力の無駄遣いになっていま

す。ここでは多くの生事例から討議をし、個客を動かす為の体感勉強をします。店内販促、

店頭販促、ＳＮＳ販促は、年齢層によって捕らえ方が変わります。ターゲットに合わせた

内容に打ち出せるかという技術も学びます 

 

＜戦略構築＞ 第１８章 嘘は個客に見抜かれている 

数々の戦略や販促で、個客が反応しないのは、個客が「嘘」だと感じているからです。個

客に低設定なのがバレているのに煽っても個客反応しないのは当然のことで、逆に稼動を

落とします。本章では、個客が嘘だと感じてしまっている事例を挙げながら意識を改革し

ていきます。 

 

＜戦略構築＞ １９章 口コミ 

稼働がよいお店は口コミ（噂）数の数で成り立っています。これらを主導できる店長がい

ないといけないのですが、個客噂情報がなければ口コミ戦略は作れません。本章では、口

コミの重要性と作り方を学んでいきます。 



 

＜戦略構築＞ 第２０章 会話術で稼働を上げる 

簡単そうで一番難しい戦略。これで売上が左右するとも言われています。売上の高いアパ

レル店では、この会話術の教育に一番時間を掛けているそうです。本章では売上は現場が

上げるという事を念頭に、現場が会話しやすい環境を考えていきます。 

 

＜戦略構築＞ 第２１章 経済規模戦略で、他店を圧倒 

どんな案でも規模の経済で打ち砕かれる可能性があります。お店が大きいに越したことは

ないですが、日本の９５％は 2 番店以下になります。つまりみんながほぼ２番店以下であ

り、本章では、規模をどのように考えていくのかを学んでいきます。 

 

＜戦略構築＞ 第２２章 フェルミ推定を極め、戦略脳になる 

遊技人口が目減りしているから売上が上がらないではありません。遊技人口が目減りして

いる中で売上を上げる為には、正しい推測が必要になります。本章では、正しい試算を割

り出す訓練を行い、これから投資していく物事の効率性を高めていきます。 

 

＜戦略構築＞ 第２３章 タイミングイノベーション戦略 

施策・戦略はすべて間違っていません。間違っているのは、その実施タイミングだけなの

です。競合店から、シニアを奪う時期、リニューアルする時期など、実施タイミングと順

番を本章では、学んでいきます。 

 

 

 

- Ｆｉｎ - 


