さらなる成長を目指す人と企業に

第17回 P能検 過去問題
®

店長に必要な知識とは？

第17回

21

問題数は7科目100問。パチンコ店の店長は広範な知識を
求められています。それがどのようなものか確認できます。

知識

ご自身の実力を知っていますか？
全体の平均点はもちろん、科目ごとの平均点も掲載。
自分の得意分野や苦手分野が明らかになります。

実力

21 過去問題

21 過去問題

第17回 +解説 ＆ ポイント

問題 NO. ③ -19

［ジャンル］
計算問題（割数）

あるパチンコ機における大当たりの内訳が表のとき、初
当たり時に大当たりが 2 回以上継続する確率はいくつか。
確変・時短中のスタート入賞は、すべて電チューで消化
するものとする。（小数点第 2 位を四捨五入とする）

［正答率］ 16.0%
［解説］

------------------------------------------------------------------------------------アウトが 8,000 枚、コイン単価が 1.75 円より、

計数管理・機械整備・設定管理

計数管理・機械整備・設定管理

［正解］ d ：12.98 割

［ジャンル］
計算問題（確変突入率）

③
Subject

③
Subject

教育、研修の機会はありますか？

第17回+解説＆ポイント

解説 NO. ③ -18

大当たり内訳

台売上：8,000 × 1.75 ＝ 14,000 円

電チュー入賞

スタート入賞

売上メダルは、14,000 ÷（1,000 円 /46 枚）＝ 644 枚
出玉率が 102.4% より、

セーフ：8,000 × 102.4% ＝ 8,192 枚

教育・研修

差メダルは、8,000 枚− 8,192 枚＝− 192 枚

各問題ごとに詳しい解説や正答率が掲載されています。
自学自習が可能です。各種研修、ご相談ください。

以上より割数を求める。
割数＝（売上メダル−差メダル）÷売上メダル× 10 より、

大当たりを引く確率

------------------------------------------------------------------------------------割数には、景品割数と機械割数がある。

100 回転以内に
大当たりを引く確率

低確率状態

14.7%

27.2%

高確率状態

55.6%

80.3%

a：47.5%
b：50.0%

械割数を用いる。

c：64.7%

《公式》

d：95.0%

機械割数＝（売上玉−差玉）÷売上玉× 10

無断転載・コピーを禁ず

事務局

事務局

無断転載・コピーを禁ず

117

定価 ： 5,500 円（税込）

昨年実施した本試験の役職別成績を掲載。自分と同じ役職の
人たちがどのくらいの点数を取っているのか確認できます。

基準

2 ラウンド大当たり：25%
（ST50 回転に突入）

よって正解は d。

［ポイント］

景品割数とは、売上玉（金額）に対する景品玉（金額）の割合を表した数

116

10 ラウンド大当たり：75%
（ST100 回転に突入）

3 ラウンド大当たり：50%
（時短 50 回転に突入）

50 回転以内に

値である。玉積みの店舗で営業中や島別、個別に割数を求める場合は、機

昇進、昇格の基準はありますか？

3 ラウンド大当たり：50%
（ST100 回転に突入）

（644 −（− 192））÷ 644 × 10 ＝ 12.98 割

2021年 P能検 試験内容 合計100問
A5判 224ページ

25

とは
パチンコ店の店舗管理をする上で必要な知識レベルをチェックするテストです。

15

全国で実施し、偏差値を算出。そしてその結果をフィードバックします。結果から自分
の強みや弱点を知り、スキルアップに活かすことができます。
また、企業様にとっては
自社の社員レベルを把握することで、効率的な教育計画を立てることが可能です。

エンビズ総研では、Ｐ能検を利用した人事評価、教育研修に関してもご相談を受け付けております。

お得 ト
な

第1回※〜第17回過去問題集

2冊 購入で
セッ
引
割
10％割引に！！
第16回

20

第17回

21

2冊セット
定価：9,900円（税込）

さらに! 選べる10冊パックが断然お得！
お得 第1回 〜第17回過去問題集の組み合わせが自由に選べます
※

第17回第17回
第17回第17回第17回第17回第17回第17回第17回第17回

21212121212121212121

1冊あたり4,950 円（税込）
※2冊セット、10冊パックとも組み合わせは自由です。 ※第1回05年実施分のＰ能検過去問題集は、簡易印刷になります。

10冊パック
定価：27,500円（税込）
1冊あたり2,750円（税込）
11冊め以降は1冊あたり1,650円（税込）で販売
させていただきます。

第17回 21

03(5289)4752

過去問題+解説 & ポイント【注文書】

断然お得なセット購入！お好きな組み合わせでどうぞ！

定価（1冊あたり）

5,500円（税込）

第1回〜第17回の過去問題集を2 冊セットで
購入すると、定価 11,000円（税込）
9,900円（税込）

セット割引

10 ％ 割 引

第1回〜第17回の過去問題集を10 冊セットで
購入すると、定価 55,000円（税込）
27,500円（税込）

送料：550円（税込）
選べる
10冊パック

半額！！

※必ず1回のご注文手続きの中でまとめてご購入ください。別々に注文いただいた場合、セット割を適用できません。
■11冊め以降は、1冊あたり1,650円（税込）で販売いたします。 ■申し込み冊数に応じて2冊セット価格、10冊パック価格を適用します。
■第1回05年実施分のＰ能検過去問題集は、簡易印刷になります。

ご注文の流れ

必要事項を記入し、注文書を
FAXにてお送りください。

お届けは、
ご注文後3〜4日（土日・祝日を除く）を予定して
おります。お支払い方法をお選びの上、
ご注文ください。
お申込日

太枠内の必要事項をご記入の上、FAXしてください。

月

年

日

ご注文内容（冊数をご記入ください）
最新版

第17回

第13回 17年実施分

冊

第8回 12年実施分

冊

第3回 07年実施分

冊

21年実施分

冊

第12回 16年実施分

冊

第7回 11年実施分

冊

第2回 06年実施分

冊

第16回 20年実施分

冊

第11回 15年実施分

冊

第6回 10年実施分

冊

第1回 05年実施分

冊

第15回 19年実施分

冊

第10回 14年実施分

冊

第5回 09年実施分

冊

冊

第9回 13年実施分

冊

第4回 08年実施分

冊

第14回 18年実施分
フリガナ

合計冊数
冊

お届け先・請求書送付先

※個人の方は空欄で結構です

貴社名
フリガナ

担当者
氏名

部署名

役職

フリガナ

住所

郵便番号

電話

都

道

府

県

FAX

*送料550円（税込）
と代引き手数料

お支払い方法
ご希望の項目に

E-mail アドレス

してください

代引き 440円（税込）がかかります

請求書

*初めてご購入される場合は、
「振り込み依頼書」をお送りいたします

弊社ウェブサイトよりご注文いただくとクレジットカードでのお支払いもお選びいただけます。 https://www.eb-i.jp/book/book.php
＜ご注意＞●送料として550円（税込）を申し受けます。●お支払い方法のうち、
「代引き」払いは代引き手数料440円（税込）を申し受けます。●「請求書」払い
は過去に弊社との取引実績のある方のみとさせて頂きます。初めてご購入される場合は、
「振り込み依頼書」をお送りいたします。入金確認後、商品を発送い
たします。●「請求書」払いの場合は商品同封のご請求書に記載された指定口座まで代金をお支払いください。振込手数料は貴社にてご負担願います。
弊社
使用欄

受付日時
20
年

ご注文に関する
お問い合わせはこちら ▶

月

日

AM
PM

：

受付
担当者）

03(5289)4753

発送日
20

備考）

03(5289)4752

年

月

mail@p-noken.com

お電話によるお問い合わせ : 平日10：00〜17：00 ｜ FAXまたはE-mailによるお問い合わせ : 受付は24時間、返信は平日10：00〜17：00
※ご提供いただいた個人情報は弊社ホームページに掲載された利用規約の第2章プライバシーポリシーにある利用目的の範囲内で取り扱います。

https://www.eb-i.jp
東京オフィス 〒110-0016

東京都台東区台東1-14-11 藤野ビル2F

大阪オフィス 〒541-0056

大阪市中央区久太郎町2-4-16 創空KYUTARO 201号室

TEL.03(5289)4751
TEL.06(6631)3335

日

FAX.03(5289)4752
FAX.06(6631)3350

01 2２0624TK

