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マックス・ミドル
マックス・ミドル

200,000 ～ 270,000 225,000 →
220,000 ～ 230,000 225,000 -

マックス・ミドル

200,000 ～ 235,000 210,000 -

マックス・ミドル

130,000 ～ 270,000 170,000 ↓

マックス・ミドル

150,000
135,000
140,000
105,000

タイヨーエレック

ＣＲ米米ＣＬＵＢ 大収穫祭ＭＳＺ

マックス・ミドル

豊丸
サミー

ＣＲヘルシング２９９Ｆ
ぱちんこＣＲ鉄のラインバレル
ＣＲ不思議のダンジョン
風来のシレンＦＰＦ／ＦＰＴ
ぱちんこウルトラマンタロウ
暗黒の逆襲
ぱちんこ冬のソナタＦｉｎａｌ

マックス・ミドル

藤商事
京楽
京楽
三洋
三洋
豊丸
サミー
三洋
平和
高尾
藤商事

200,000
205,000
165,000
180,000

170,000
165,000
160,000
130,000

↓
↑
↓
↑

マックス・ミドル

90,000 ～ 175,000 125,000 ↑

マックス・ミドル

80,000 ～ 145,000 110,000 ↑

マックス・ミドル

65,000 ～ 140,000 100,000 ↓

ライト・ソフト

400,000 ～ 550,000 450,000 ↓

ライト・ソフト

320,000 ～ 540,000 420,000 ↓

ライト・ソフト

350,000 ～ 440,000 390,000 ↓

ライト・ソフト

310,000 ～ 395,000 340,000 ↓

デジハネＣＲ鉄のラインバレル

ライト・ソフト

ＣＲドラセグ
ＣＲＡ猪木４ ９ＡＺ

ライト・ソフト

285,000
240,000
295,000
270,000
280,000
250,000
250,000

ＣＲＡデラックス海物語
ｗｉｔｈ Ｔ‐ＡＲＡ
ＣＲＡ大海物語２
Ｗｉｔｈアグネス・ラム
ＣＲＡトキオデラックス
ＣＲＡセクシーフォール
９９ＶＸ／ＶＭ

ライト・ソフト

ＣＲクイーンズブレイド ナナエル

ライト・ソフト

ＣＲオーメンＦＰＳＺ／ＦＰＷＺ
エース電研 ＣＲＡ銀河英雄伝説ＳＴ
ＣＲヘルシング１９９Ｌ／９９ＶＶ
豊丸
ＣＲスーパーマン・リターンズ
大一
危機からの脱出
サンスリー ＣＲ新清流物語
ジェイビー ＣＲ Ｊ‐ＲＵＳＨ２ ＲＳＪ

ライト・ソフト
ライト・ソフト
ライト・ソフト
ライト・ソフト
ライト・ソフト
ライト・ソフト

～
～
～
～
～
～
～

360,000
510,000
370,000
365,000
320,000
300,000
300,000

280,000

325,000
325,000
310,000
310,000
305,000
285,000
280,000

↑
↑
↓
↑
↓
↓

280,000 -

250,000 ～ 265,000 255,000 220,000 ～ 270,000 250,000 ↑

放出には違いないのだが、取引価
格はむしろわずかながらも値上が
り傾向にある。その理由はおそら
く、今後の新機種のラインナップ
にあるだろう。
「ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄
３」の納品日が７月７日に決まっ
た。ということは、７月中に有力
機種はもう発売されまい。となる
と、次の主力機候補としてタイト

アムテックス

マックス・ミドル

～
～
～
～
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中古遊技機流通状況

195,000 ～ 245,000 230,000 ↓

305,000 260,000 ↑
245,000 ↑

【パチンコの流通状況】

マックス・ミドル

マックス・ミドル

中心価格

マックスタイプの「ＣＲＦ機動
戦士ガンダム」
、
「ぱちんこＣＲ北
斗の拳５覇者」両機種の取引が活
発だ。間もなく導入される「ＣＲ牙
狼ＦＩＮＡＬ」と「ぱちんこクロユ
リ団地」と入れ替えられるための

マックス・ミドル

取引価格
300,000 ～ 310,000
160,000 ～ 300,000
170,000 ～ 310,000

区分
マックス・ミドル

沖｢海 ヱ
｣｢ヴァ の｣夏商戦、マックスタイプに手薄感

［2013年5月13日現在］

編集部では、中古遊技機の流通
状況および取引価格を毎週調査し
ている。本稿では、調査データから
主要な機種を抽出し、価格動向を
整理する。
表に掲載した取引価格は、取引
成立価格となっている。

■中古遊技機の流通状況
パチンコ
メーカー
機種名
平和
ＣＲ戦国乙女３
サミー
ぱちんこＣＲ北斗の拳５覇者
ＳＡＮＫＹＯ ＣＲＦ機動戦士ガンダム
ＣＲセクシーフォール
豊丸
３９９Ｘ／３１９Ｆ
ジェイビー ＣＲ Ｊ‐ＲＵＳＨ２ ＨＳＪ
ビスティ ＣＲ蒼天航路
ＣＲゲゲゲの鬼太郎
藤商事
地獄からの使者
ＣＲクイーンズブレイド
高尾
アルドラ／レイナ
エース電研 ＣＲ銀河英雄伝説ＴＲＸ
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パチンコ売り物件 上位機種
(2013年5月7日～5月13日)
順位 メーカー
機種名
１ ニューギン ＣＲ花の慶次～漢
２ 三洋
ＣＲデラックス海物語
３ サンセイＲ&Ｄ ＣＲ ＧⅠ ＤＲＥＡＭ 最強馬決定戦
４ 京楽
ぱちんこＡＫＢ４８
５ ニューギン ＣＲ花の慶次～焔
６ オッケー 新世紀ぱちんこ攻殻機動隊
７ ビスティ ＣＲヱヴァンゲリヲン７
ぱちんこウルトラマンタロウ!! 戦えウルトラ６兄弟
８ 京楽
９ ビスティ ＣＲ浜崎あゆみ物語（序章）
１０ サンセイＲ&Ｄ ＣＲ牙狼魔戒閃騎鋼

ルの挙がっていた「ＣＲヱヴァン
ゲリヲン８」の発売日には８月上
旬が想定される。となると８月前
半にも主力機のバッティングは考
えにくくなる。この両機種は（
「ヱ
ヴァ８」の場合はおそらく）ミドル
タイプなので、夏商戦にマックス
タイプが手薄となる。そのため、
マックスタイプに対する需要が増
した、と考えた。
新機種では、
「ＣＲ戦国乙女３」
が中心価格３０万５０００円から
の取引スタート。一方、
「ＣＲ蒼天
航路」と「ＣＲゲゲゲの鬼太郎 地
獄からの使者」は２０万円超から。
「戦国乙女３」と、
「蒼天航路」
「ゲ
ゲゲ」の間には、１０万円近い取引
価格の開きがある。この開きがそ
のまま、購入時のホールからの期
待値を示している。実稼働が反映
されるのは次回から。

※機種により、区分ごとにスペックを一括して集計している場合がある

掲載内容の無断転載、転用禁止。内容は日本の著作憲法および国際条約によって保護を受けています。Copyright
（Ｃ）
2013 Vision Search Inc.All Rights Reserved.
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［2013年5月 13日現在］
区分
ＢＢ・ＲＢ
ＢＢ・ＲＢ
ＢＢ・ＲＢ
ＢＢ・ＲＢ
ＡＴ

取引価格
705,000 ～ 770,000
600,000 ～ 725,000
520,000 ～ 600,000
415,000 ～ 530,000

中心価格

730,000
670,000
540,000
470,000

↑
↑
↑
↑

360,000 ～ 500,000 440,000 ↓

ＢＢ・ＲＢ‐ＡＲＴ

430,000
425,000
385,000
380,000
355,000
355,000
340,000
310,000
305,000
290,000
275,000
270,000
265,000

↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑

265,000 ↑
245,000 ↑
225,000
215,000
205,000
200,000
180,000
170,000

↑
↑
↑
↑
↑

165,000 ↑
165,000 ↑
160,000 ↑
160,000 ↓
155,000 ↑
140,000 ↑

たび高値の価格帯に浮上した。
「パ
チスロ創聖のアクエリオンⅡ」に
ついては、稼働実績が表れてから
の評価となるだろう。
パチスロに明るい話題がないわ
けではない。
「忍魂弐」の営業が開
始され、
「パチスロＡＫＢ４８」も
間もなくなのだ。この２機種に対
する注目度は高く、中古機市場で
の高値も必至と予想される。

380,000 ～ 480,000
310,000 ～ 490,000
ＳＡＮＫＹＯ パチスロ創聖のアクエリオンⅡ ＢＢ・ＲＢ‐ＡＲＴ 230,000 ～ 690,000
メーシー バジリスク～甲賀忍法帖～Ⅱ ＢＢ‐ＡＲＴ 300,000 ～ 430,000
ＢＢ・ＲＢ 335,000 ～ 430,000
パイオニア キングハナハナ‐３０
エンターライズ バイオハザード５
ＡＲＴ
280,000 ～ 440,000
ＢＢ・ＲＢ
パイオニア スーパーシオ‐３０
340,000
ＢＢ・ＲＢ 300,000 ～ 320,000
パイオニア ドラゴンハナハナ‐３０
ＡＴ
ロデオ
新鬼武者 再臨
250,000 ～ 350,000
ＳＮＫプレイモア 龍虎の拳
ＡＴ
280,000 ～ 350,000
ＡＲＴ
メーシー 鬼の城
200,000 ～ 310,000
ＢＢ・ＲＢ 245,000 ～ 300,000
北電子 アイムジャグラーＡＰＥＸ
ＡＴ
ＫＰＥ
戦国コレクション
205,000 ～ 345,000
ＤＡＲＫＥＲ ＴＨＡＮ
ＳＮＫ
ＡＲＴ
180,000
～ 330,000
プレイモア ＢＬＡＣＫ 黒の契約者
麻雀物語２
ＡＴ
オリンピア
175,000 ～ 330,000
激闘！麻雀グランプリ
ＢＢ・ＲＢ
アクロス クランキーコレクション
190,000 ～ 280,000
ＡＴ
パチスロ攻殻機動隊Ｓ.Ａ.Ｃ.
サミー
165,000 ～ 250,000
ＢＢ・ＲＢ 175,000 ～ 260,000
山佐
ニューパルサーＳＰ
ＢＢ・ＲＢ
パイオニア キンバリー‐３０
200,000
ＳＮＫプレイモア メタルスラッグ３
ＡＲＴ
160,000 ～ 225,000
ＡＴ
パチスロ戦国嵐 覚醒の章
110,000 ～ 215,000
三洋
クレアの秘宝伝
ＢＢ・ＲＢ
大都
105,000 ～ 220,000
はじまりの扉と太陽の石
ＡＴ
山佐
パチスロ戦国無双２
130,000 ～ 250,000
タイヨーエレック パチスロあしたのジョー２
ＡＴ
100,000 ～ 220,000
ＢＢ・ＲＢ
北電子 Ｍｙジャグラー
45,000 ～ 195,000
アントニオ猪木が
ＡＴ
オリンピア
130,000 ～ 210,000
伝説にするパチスロ機
ＢＢ・ＲＢ‐ＡＲＴ
バルテック パチスロ一騎当千ＸＸ
100,000 ～ 150,000
ヴァン・ヘルシング
ＢＢ‐ＡＲＴ 110,000 ～ 150,000
藤商事
ハンティングラッシュ
ＡＴ
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話題機は登場していない。
「北斗」
【パチスロの流通状況】
の〝万が一〟は十分に想定しうる
本年最大のビッグタイトル「北
事態。この懸念が、全般的な中古機
斗の拳 転生の章」の導入日が間
価格の上昇を招いている。
もなくだ。
高値の価格帯の常連となってい
ＡＴ機のこれまでの実績から、
るのが、ノーマルタイプ以外では
ユーザーはすっかり失望し、期待
感を喪失している。ホールも疑心 「鬼浜爆走紅蓮隊 友情挽歌編」、
、
「スカイガールズ
暗鬼だが、入れないわけにはいか 「絶対衝激Ⅱ」
よろしく！ゼロ」の３機種。
「バジ
ない。このビッグタイトルを避け
て、３月の「新鬼武者 再臨」以来、 リスク～甲賀忍法帖～Ⅱ」がふた

■中古遊技機の流通状況
パチスロ
メーカー
機種名
北電子 マイジャグラーⅡ
北電子 ジャグラーガールズ
北電子 ミラクルジャグラー
北電子 ニューアイムジャグラーＥＸ
鬼浜爆走紅蓮隊
ベルコ
友情挽歌編
アリストクラート 絶対衝激Ⅱ
スカイガールズ よろしく!ゼロ
高砂
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125,000 ↓

▼アドアーズ、自社株価連動の
メダル貸出イベントを開催

首都圏を中心にゲームセンター
を展開するアドアーズは５月１１
日から３１日まで、傘下すべての
メダル取扱い店舗において、業界
史上初（アドアーズ広報調べ）とな
る同社株価と連動したメダル貸出
イベントを開催している。メダル
１０万円を借りる際に、通常の１
０万円分５万枚に、同社株価の前
日の終値に１００枚を乗じた枚数
が上乗せされる。例えば、前日終値
が１３０円であった場合、１０万
円分の貸出枚数は６万３０００枚
となる。同社ではこのイベントを
「アドノミクス」と名づけ、「このメ
ダル供給策により、メダルジャン
ルの活性化を狙う」としている。

パチスロ売り物件 上位機種
(2013年5月7日～5月13日)
順位 メーカー
機種名
１ ビスティ ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ
２ エレコ
ミリオンゴッド 神々の系譜
３ 大都
秘宝伝 太陽を求める者達
パチスロキン肉マン キン肉星王位争奪編
４ 山佐
５ 山佐
押忍！！豪炎高校應援團
６ 三洋
パチスロ聖闘士星矢
７ ロデオ 魁！！男塾 天挑五輪大武會編
８ 大都
秘宝伝 封じられた女神
９ ロデオ モンスターハンター
１０ 大都
押忍！番長２

▼業界団体の懇親会で同席
したあるチェーン店の本部
スタッフ。業界経験を伺う
と、もともと地方のスー
パーに勤めていたのですが、
と話す▼そのスーパーが中
堅スーパーのチェーン店に
買収された。パチンコ店と
の関わりは中堅スーパーが新規事
業としてパチンコ店を経営してい
たため。そして中堅スーパーがさ
らに大手スーパーに買収され、パ
チンコ事業の拡大を支えるべく働
いた、と。だが、大手スーパーの業
績が低迷すると、本業以外のノン
コア事業を整理することになり、
切り離されたパチンコ店は結局あ
るパチンコチェーン店に買収され
た。
「振り返ってみれば特に自分か
ら動いたわけではないのですが、
環境がどんどん変わって、なんと
かついていくうち今の立場にいま
す」と▼一度も転職していないの
に、会社の社名が何度も変わる経
験を持つ流通業関係者は多い。
スーパーもコンビニも、デパート
でさえ合併を繰り返し社名が長く
なったり外資になったり。もちろ
ん流通業だけではないが、チェー
ン展開するパチンコ店に似た業態
としては他人事ではない。
「流通業
の栄枯盛衰に偶然関わることがで
きて、次はパチンコ業界の栄枯盛
衰を間近に見ることになるかも」
と。もちろん先は誰にも分からな
い（桜 vs-mail@vsearch.co.jp
）
掲載内容の無断転載、転用禁止。内容は日本の著作憲法および国際条約によって保護を受けています。Copyright
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エヌワン
長岡寺島店

国道８号線（長岡バイパス）の通る
長岡大橋の交通量が多いが、バイ
パス側の長岡大橋西詰めに位置し、
さらに「リバーサイド千秋」から１
００メートルも離れていないとい
う好立地に店舗を構えている。規
模、設備、立地と揃った『エヌワン』
が、この市場を牽引していた。
『マルハン』を含め、ほかの競合
店舗では、パチンコホールには付
きものであるはずの活気をほとん
ど感じることができなかった。そ
う感じた理由は大きくふたつある。
ひとつめは、島閉鎖や、部分的な
台閉鎖を行っている店舗が多かっ
たことだ。地域１番店の『エヌワ
ン』でさえ、ワンボックス分の島閉

パチンコダイエー
長岡店

デルゼ
ビッグサイト
長岡古正寺店

マルハン
長岡店

鎖に加え、パチスロココーナーで
も部分的な閉鎖が行われていた。
新潟では、島閉鎖に対する嫌悪感・
抵抗感が薄いのかもしれない。
ふたつめは、駐車場の劣化の激
しさである。老朽化しそのまま放
置されていたホールが多かった。
毎年繰り返される除雪作業の結果
なのだろうか。
県都・新潟市だけでなく、東京に
も近い長岡が、激化する都市間競
争において存在感を発揮するのは、
今後ますます難しくなるだろう。
地域社会が賑わいを取り戻すため
に何ができるのか、社会の一員と
してパチンコホールも知恵を絞り
たい。
（坂）

ダイナム
七日町店
ゆったり館

ニューラッキー
古正寺店

ＶＥＡＭ
長岡店

調査店舗の合計

エリアレポート 新潟県長岡市 川西地域

[調査日時： 2013年4月23日（火） 14:30～17:00]

る。
『エヌワン』でも、ほかの店舗
と同様に、貸玉料の低いコーナー
ほど稼働率が高くなっているもの
の、設置するすべての貸玉料で稼
働率がほかの店舗を上まわった。
同店は、遊技機の設置台数が６４
６台と、調査店舗中最多を誇る。
店内は、『エヌワン』ならでは、と
も言える、〝快適空間〟の実現を
目指した構造となっており、通路
幅や台間スペースが広めにとられ、
台間の分煙パーティションやプラ
ズマクラスターを完備。標準以上
の遊技環境が整っている。
また、立地する場所がいい。川西
地域と川東地域をつなぐ橋では、
国道３５１号線の通る長生橋と、

台数 客付き 稼働率
224台
94人 42.0%
160台 121人 75.6%
32台
26人 81.3%
156台
64人 41.0%
74台
41人 55.4%
646台 346人 53.6%
36台
4人 11.1%
36台
8人 22.2%
72台
11人 15.3%
36台
15人 41.7%
12台
1人
8.3%
16台
1人
6.3%
208台
40人 19.2%
314台
49人 15.6%
80台
22人 27.5%
156台
30人 19.2%
40台
3人
7.5%
590台 104人 17.6%
200台
36人 18.0%
120台
36人 30.0%
120台
17人 14.2%
40台
13人 32.5%
480台 102人 21.3%
280台
71人 25.4%
120台
38人 31.7%
400台 109人 27.3%
151台
8人
5.3%
120台
11人
9.2%
120台
6人
5.0%
391台
25人
6.4%
280台
49人 17.5%
120台
35人 29.2%
160台
29人 18.1%
560台 113人 20.2%
1169台 236人 20.2%
1092台 360人 33.0%
724台 147人 20.3%
290台
96人 33.1%

区分
Ｐ【4円】
Ｐ【1円】
Ｐ【0.5円】
ＰＳ【20円】
ＰＳ【5円】
合計
Ｐ【2円】
Ｐ【1円】
Ｐ【0.5円】
Ｐ【0.25円】
ＰＳ【20円】
ＰＳ【5円】
合計
Ｐ【4円】
Ｐ【1円】
ＰＳ【20円】
ＰＳ【5円】
合計
Ｐ【4円】
Ｐ【1円】
ＰＳ【20円】
ＰＳ【5円】
合計
Ｐ【1円】
ＰＳ【5円】
合計
Ｐ【4円】
Ｐ【1円】
ＰＳ
合計
Ｐ【4円】
Ｐ【1円】
ＰＳ
合計
Ｐ
低貸Ｐ
ＰＳ
低貸ＰＳ
店舗

、市場を牽引
立地、規模、設備の揃った『エヌワン』
新潟県中越地方の中核都市・長
込めない中山間地域との合併は、
市の財政をむしろ悪化させた。
岡市の市域は、２０００年代後半
の平成の大合併によって、大幅に
※※※
拡張した。合併前の長岡市は、信濃
長 岡 市 内 に 立 地 す る パ チ ンコ
ホールは、中心市街地となる長岡
川流域の平野部に限定されていた
のだが、２００５年と翌０６年の
駅周辺には数軒しかなく、郊外型
大規模合併により、日本海沿岸の
の店舗がほとんど。地元の人たち
は、旧城下で駅のある信濃川右岸
寺泊町から中山間地の山古志村や
小国町までも含むようになり、２ （長生橋の東詰め）を「川東」地域、
０１０年には長岡市に隣接してい
北陸自動車道長岡インターのある
信濃川左岸（長生橋の西詰め）を
ない川口町までも飛び地として市
域に含めるようになった。
「川西」地域と呼ぶが、ホールは
中越地方を、２００４年に新潟
ロードサイド型店舗の集積した川
西地域に集中している。
県中越地震と水害が、さらに２０
０７年にも新潟県中越沖地震が襲
川西地域の千秋は、長岡市の副
都心として位置づけられ、その中
い、甚大な被害を与えた。水害は平
野部を中心としたものであったが、 核施設として２００７年、ユニー
地震は限界集落も多い中山間地域
系列の大規模商業施設「リバーサ
イド千秋」がオープンした。同施設
を直撃した。この２度の地震が、中
のオープンが、市民の足を川西地
越地方の小規模な自治体に長岡市
への編入を促した。
域へと、さらに集中させる結果を
招いている。
中越地方の過半を占めるにまで
市域が拡がったことによって長岡
▼『エヌワン』が他店舗を圧倒、
市の中心市街地が活性化したかと
川西地域では敵なし
川西地域の主要７店舗を対象と
いうと、答えはノーである。東京か
した本稿のための稼働調査を、４
ら新潟市方面と直江津・金沢方面
への分岐点として、また田中角栄
月２３日火曜日午後に実施した。
その結果、店舗稼働率ではシリ
のお 膝 元 と し て 栄 え た 長 岡 市で
ウスの『エヌワン長岡寺島店』が５
あったが、いち早くすすんだ道路
網の整備と、上越新幹線とほくほ
３・６％でトップとなった。次位は
店舗稼働率２７・３％の『ダイナム
く線開通により通過点となったこ
七日町店ゆったり館』であったが、
とで、中心市街地は衰退。高齢者が
多く、震災の被害を受け税収を見 『エヌワン』とは大差がついてい

▼新潟県長岡市 川西地域（信濃川左岸）
主要店舗の稼働状況
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【寄稿】 パートナーズリンク
チーフコンサルタント 江ノ本淳氏

そして、今回はできな
くても、次期にはでき
るようになることを目
標にします。これこそ
が、育成と業績につな
がる評価制度なのです。

組織が複数、たとえば２店舗以

▼「評価者会議」を開く

評価をする際に１つだけ、気を
つけるポイントをお伝えします。
できた、できなかったを評価する
のですが、その際に「人間性」では
なく「客観的な事実」を評価するよ
うにいたしましょう。
具体的には、「積極性がたりな
かった」
、
「元気がなかった」
、
「前向
きにがんばった」
、といった伝え方
ではなく、
「提案数が目標の半分程
度だった」
、
「朝の挨拶の声がほか
の人より小さかった」というよう
な、誰が見ても同じように評価で
きる基準を設けます。
主観的、抽象的な表現で評価す
ると、感じ方の違いによる相違が
起きがちです。また、曖昧な基準に
よる評価が、
「自分はダメなのかな
あ」という自信喪失や、
「オレはほ
かより優秀だ」という慢心を引き
起こします。人間性に評価を下す
のではなく、客観的、具体的な表現
で事実を伝えるのです。人間がダ
メなのではなく、事実としてでき
なかっただけ、と理解してもらう
ようにしましょう。

▼「人」ではなく「事実」を評価
する

業績につながる評価制度
第４回 「評価の仕方」
▼
「評価」
は育成のためのフィー
ドバック
さて、目標を設定し、評価の期間
の観察も経過し、いよいよ評価の
タイミングがやってきました。う
まくいかない評価制度では、ここ
で、
「評価の時期か、面倒くさいな
あ」などというような声が、評価す
る方からも、される方からも、聞こ
えてきます。
しかし、以前の記事（前回４月１
日付掲載）を読んでくださってい
る方なら、そんな声があがること
はない、ということがおわかりで
しょう。
「５０ ３
: ０ :２０」の
法則を適用すれば、目標設定と期
間の観察によって８割まで、評価
の過程は済んでいるからです。最
後の「２０」
、つまり「評価」は、次
の目的のみを考えて行えばいいの
です。
その目的とは、①できたこと、で
きなかったことのフィードバック、
②次回にできるためには、どうす
るのかを一緒に考え、コミットメ
ントする、この２つのみです。ここ
を明確に伝え、話し合うことで、会
社が 求 め て い る こ と と 、自身 が
やってきたことが、どれだけの評
価となるのかをはっきりさせます。

上で、それぞれ評価する上司が異
なる場合には、必ず「評価者会議」
を実施します。評価する立場の人
たちの「目線合わせ」が必要だから
です。具体的には、次のようなエ
ラーをなくすためのものです。
Ａ店長「Ｃ君は、無遅刻無欠勤、毎
日始業前の掃除もちゃんとやって
くれたので、評価を５段階で最高
の５にした。
」
Ｂ店長「Ｄ君は、無遅刻無欠勤、毎
日始業前の掃除はちゃんとやって
いるが、そこまで。これは当たり前
のこ とが でき てい る 範囲 なの で、
評価は３とした。
」
このように、評価する人の感覚
によって結果の異なることが非常
に多く、これが問題となってきま
す。そこで、評価する人たちが集
まって、
「評価者会議」を開く必要
があります。
ここで、
「Ｃ君は５の最高評価だ
が、これはどうして？」と説明を求
めたり、説明したりするのです。こ
れをやっていくうちに、各評価者
の感覚が近くなり、評価者による
点数のばらつきを減らすことがで
きます。
また、この「評価者会議」がある
ことによって、評価の結果をほか
の評価者に説明しなければならな
いため、その根拠を明確にしてお
く必要が生まれます。この過程が
とても効果的。客観的に事実とし
ての根拠を明確にできるように
なってきます。さらにこの過程が

そのまま、本人にフィードバック
する際の説明の準備にもなります。

▼給与、昇給などの処遇をどう
するか

会社が掲げる目標設定に対し、
早くできるようになる人、なかな
かできずに時間がかかってしまう
人の差は、かならずあります。そ
れに対し、ある程度、給与などの
処遇に差をつけることは問題あり
ません。ただし、給与と賞与には
明確に意図をわけ、反映させるこ
とをお勧めします。
給与では、会社が求める行動が
できるようになった人に対して上
げていきます。賞与では、会社が
求める成果（たとえば数字など）を
あげた人に対して上げていきます。
望ましい行動ができないにもかか
わらず、ほかの要因、たとえばラ
イバル店が撤退した、異動で部下
に良い人材が揃ったなどの外的要
因で成果を上げるケースがありま
す。しかし、そこで給与に反映さ
せてしまうと、求める行動はでき
ないままなので、その後は戦力に
ならず、でも給与は高止まってし
まうということが起こります。
また、成果を上げたため昇格し
て上司になってしまうとさらに問
題で、部下が育たず組織がうまく
いかなく なる最 悪のケ ースにも
なってきます。
逆に、たまたま成果としての数
字は上がらなかったとしても会社
が求める行動ができるような人で

あれば、組織としては戦力になる
人ですので、給与を上げ定着を
図ったり、昇格させ組織を任せる
人にしていく必要があります。
この給与 と賞与の性 格の違い、
そして目標とする会社の組織とし
ての成長、それらを最初から明確
に働く人に伝え、不満要素をつく
らないようにしていきましょう。

▼最後に

このように評価制度は、会社か
らの働く人に向けたメッセージで
あり、組織の設計、ひいては会社の
未来像をつくっていくことのでき
る、とても重要な施策です。
この記事をきっかけに、もう一
度、何のために評価制度を導入す
るのか、現在、何のために評価制度
を行っているのか、ぜひ考えてい
ただければと思います。

【プロフィール】
・日本行動分析学会（Ｊ‐ＡＢＡ）
会員
・パートナーズリンクチーフコン
サルタント
専門は人事評価制度、組織活性
化。人間 の行 動を 科学 的な アプ
ローチから捉える行動科学を応用
し、より現実的な企業の業績向上
への仕組み作りを行う。シンプル
かつ運用しやすい、業績に直結す
る制度を得意とし、今までにクレ
ド導入や評価制度の構築など数々
の実績を残している。
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を目的に開発した。特に４円パチ
した。件数は、高知県の生和興産
▼地方 のと ある 不振 企業。
ンコを元気したい」と、同機の開発 （任意整理）の１件のみ。負債額は
約定通 りの 返済 がで きず、
コンセプトを説明した。
１２億２０００万円と大きく、２
メインバンクは匙を投げて ▼三洋、「ＣＲスーパー海物語Ｉ
ステージでは、同機から演出に
カ月ぶりに１０億円を超える大型
４月に不良債権として売却 Ｎ沖縄３」特別先行展示会開催
登場し、初お披露目となった６代
倒産だった。
した。それを購入した新た ～１時間に１度、全台一斉演出
目ミスマリンちゃんによるダンス
「スペシャル魚群タイム」
搭載
▼
東
遊商、理事長に中村氏再任
な債権者から現状把握の依 の
三洋は１５日、東京都港区新高
パフォーマンスが行われたほか、
東日本遊技機商業協同組合（東
頼が入り、弊社が調査を実
スペシャルゲストとしてお笑い芸
遊商）は９日、東京都港区台場のホ
施することになる。２店舗 輪のグランドプリンス高輪におい
人のさまぁ～ずが登場し、ミスマ
テル日航東京において、第５２回
のみの経営で、どちらも小規模。そ て、７月７日納品予定のパチンコ
リンちゃんとトークを行った。さ
通常総会を開催し、中村昌勇理事
もそもの市場性に乏しい上、周辺 新機種「ＣＲスーパー海物語ＩＮ
まぁーずは、４月から放送を開始
長の再任を決定した。
には大型の競合店舗が林立してい 沖縄３」の特別先行展示会を開催
したＴＢＳの新番組「７つの海を
総会には組合員２９８人中代理
る。入替も含めたハード面の比較 した。同機のスペックは、大当り確
楽しもう！世界さまぁ～リゾート」 出席を含め２６１人が出席。上程
は、文字通り話にならない。かと 率３５８・１分の１、確変突入率６
で、６代目ミスマリンちゃんとす
された議案はすべて承認可決され
いって接客等のソフトサービス面 ５％。ランクアップボーナスなど
でに共演。ミスマリンちゃんは、ハ
た。総会に先立つ挨拶のなかで中
でも大きく劣っていると言わざる を搭載していないシンプルなミド
ブ避けのスプレーを使いながら撮
村理事長は、遊技機取扱主任者が
を得ない。にもかかわらず、ここ数 ルスペック。販売台数には１５万
影に臨んだという沖縄での撮影時
出席した研修会や委員会がスキル
年、非常に安定した収益を残して 台を予定する。
同機の演出には、
「ぱちんこＡＫ
のエピソードを語った。
の上昇やコンプライアンスの遵守
いることに驚かされた▼同社の社
同機の内覧会が、北海道・北見か
に効果を挙げているとして、今後
長は銀行の出身者で、パチンコ営 Ｂ４８」に搭載されたＲＴＣ機能
ら沖縄までの全国で開催される。 もこれらの活動を継続する考えを
業の知識はまったくないところか を搭載しており、１時間に１回５
開催日は、三洋販売九州支社の博
示した。総会終了後には、１８期３
らスタートした。就任してからす 分間、全台一斉に「スペシャル魚群
多会場（ホテルニューオータニ博
６年にわたり役員を務めた木原一
でに１０年ほど経つが、いまだに タイム」演出が発生する。この間の
多）は５月２０日。東京支社と横浜
雄氏に感謝状が授与された。
営業面にはノータッチですと。
「中 大当りでは、巨大な魚群から成る
営業所、名古屋支社の名古屋会場
途半端な知識で営業に介入しても 「スペシャル魚群」が出現する。ま
、
混乱を招くだけ。私の仕事はコス たカレンダー機能によって、盆期 （ウェスティン名古屋キャッスル）
および関西の支社・営業所の大阪
ト管理。その一点のみ。
」柔和な表 間の「夏祭り」など、季節に合わせ
会場（ホテルモントレグラスミア）
情でそう語った社長は、人件費を 「マリンちゃん」の衣装が変化す
の開催日は翌２１日となっている。
極限まで下げ、そして機械代を完 る 。 同 社 と し て は 初 の 携 帯 連 動
▼４月度のパチンコホール企業
全予算化した。話題機が発売され サービス「パチリンク」を搭載して
の倒産 ～負債総額１２億２０
るからといって機械代の予算は変 いる。
展示会冒頭の主催者挨拶では、 ００万円の大型倒産発生／東京
えない。チャンスロスを恐れるあ
商工リサーチ
まり無駄な機械代投資を繰り返す 同社代表取締役副社長の金沢全求
「シリーズ史上、最大の
信用調査会社の東京商工リサー
企業とは、真逆の発想である。収入 氏が登壇。
チは１３日、同社が取りまとめた
の範囲内で支出をまかなえば利益 盤面となる豪華な新枠を採用した
２０１３年４月度の主なパチンコ
が出るのは当然。改めて、いかに儲 ので、ファンには今までとの違い
ホール経営企業の倒産状況を発表
かる業界かと思い知らされる（団） が一目でわかると思う。長期稼働

セガサミーＨＤ
ユニバーサル
平和
ＳＡＮＫＹＯ
マース
オーイズミ
ダイコク電機
フィールズ
コムシード
日本金銭機械
藤商事

2013年5月16日(木)
株価終値
前日比
2,758 円
-138 円
2,249 円
-151 円
1,963 円
+63 円
4,445 円
-80 円
2,170 円
-39 円
1,098 円
-27 円
2,166 円
-147 円
1,954 円
-41 円
22,190 円 -4,110 円
1,535 円
-52 円
133,000 円 -4,900 円
株価
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▼春先は健康診断が行われる時期。
病院側は多くの受診者をさばく必
要があるため、人員配置や診断順
序などの効率化をはかる。一連の
診断は流れ作業となりがちで、生
産ラインに乗っている気分を味あ
わせない工夫が必要だ。▼近年で
は、医療をサービス業とする捉え
方が主流となった。患者には「様」
をつけ、
「おもてなし」の心で接す
る病院が増えている。病院でも経
営破綻する時代。歯科医の競争が
激しいと聞いた。▼パチンコ店に
も、接客という概念がなくても儲
かった時代があった。いまでは、ホ
テルをモデルとする接客も当たり
前。差別化要因とはならない。では
さらにＣＳを上げる要因は何か。
次のステップへとすすむ時。
（坂）

５月１７日（金） 大安
出来事…「１８７５年」
最初の屯田兵が北海道に入植
「１９８５年」
男女雇用機会均等法が成立
「２００４年」
マサチューセッツ州で同性婚が
認められる
誕生日（現実）…小林香菜
ＡＫＢ４８チームＫメンバー
誕生日（創作）…三橋廉
マンガ「おおきく振りかぶって」
の主人公
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