
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2019 年 11 月 10 日）・・・【フリーコラム】 

タイトル～＜パチンコ【甘デジ・海物語シリーズ】の実績と検証＞ 

■２０２０年１月リリース決定の【ＰＡ海物語３Ｒ２】。 

既に展示会・内覧会等が行われている【ＰＡ海物語３Ｒ２ Ｆ】だが、リリース時期は「２０２０年１月５日週～」となる。 

『試打してみれば分かる事』だが、明らかに『ＣＲＡ海物語３Ｒがベース機になっている』事が体感できると思う。 

その「ＣＲＡ海物語３Ｒ」のリリースだが、それは【２０１６年２月７日週】まで遡る事となる。世はまだ、【ヘソ＝３個賞球】

＆【ベース＝２０％】の時代。時期的背景の中にあって特筆する機種は、「サミー・ＣＲ真北斗無双ＦＷＮ」だったり、

「ＣＲぱちんこ仮面ライダーフルスロットル Ｚ１」が登場した時期になる。 

それから約４年を経て、今の時代背景は【新規則機へ移行】する時となった。パチンコ遊技機に関しては、（適合規

則の話はさておき）内規変更により、ある意味『４年前に戻った』とも言える。無論、前述の「北斗無双」も「仮面ライダ

ー」も、（保通適合は難しいが）ベース値も含め『同スペックリリースは可能』でもある。そんな時代背景も鑑みつつも、

今回の【ＰＡ海物語３Ｒ２】を検証してみたいと思います。 

 

■２０１６年２月リリースの【ＣＲＡ海物語３Ｒ】を振り返ってみる。 

●まずは、過去機種のスペックを確認してみよう。 

【型式名】・・・・・・ＣＲＡ海物語３Ｒ  

【仕様概要】・・・・「確変ループ」仕様  

【特賞確率】・・・・「低確率＝１／９９．９」・「高確率＝１／１４．９」・「通常後時短＝３３回転」 

【賞球】・・・・・・・・３（ヘソ）＆３（電チュー）＆４（他入賞口）＆１３（アタッカー・８カウント） 

【出玉性能】・・・「特図①」＆「特図②」<確変>５Ｒ＝５０％・<通常>５Ｒ＝５０％（時短３３回） 

【出玉(払出)】・・「５Ｒ＝４８０個」 

まぁ、ある意味、超シンプルな性能で『基本的な甘海』ってな感じですね。ちなみに「ホールの実運用」は・・・ 

【有効Ｓ＝５．８０回】【Ｂ＝２５．０％】【ＢＡ＝８５％】【Ｔ１Ｙ＝４４０個】⇒（４円運用）【玉粗利＝０．２５円】・・・です。 

 

■２０２０年１月リリースの【ＰＡ海物語３Ｒ２ Ｆ】のスペック確認。 

●「ＴＫＣ presents」の＜フダ・ポス機種情報＞を参照。 

 

設定 突入 継続 状態 ｶｳﾝﾄ

始動口 3 個 無 1/ 99.9 1/ 16.9 97.0 ％ 5.80 回 50.0% 50.0% 確変中 5 Ｒ 490 個

電ﾁｭｰ 2 個 通常後 33 回 10 Ｒ 980 個

ｱﾀｯｶｰ 14 個

左他穴 4 個

右他穴 4 個

　（※シミュレーション概算値は、「Ｂ=25%・ＢＡ=90%」を基準としています。※「Ｂ=2%差」＝「Ｓ=0.1回」に該当します）

５Ｒ＝４６．０％　・１０Ｒ＝４．０％

５Ｒ＝５０．０％（時短＝３３回）

５Ｒ＝４６．０％　・１０Ｒ＝４．０％　（※ラウンド変動は無し）

５Ｒ＝５０．０％（時短＝３３回）　（※ラウンド変動は無し）
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●前機種との【仕様上の変更】点はいくつかある 

【変更点】・・・（１）大当りラウンド・・・（旧）「５Ｒのみ」⇒（新）「１０Ｒ＝４％」が加わった。 

          （２）アタッカー賞球・・・（旧）「１３個×８カウント」⇒（新）「１４個×７カウント」 

          （３）高確率・・・（旧）「１／１４．９」⇒（新）「１／１６．９」 

          （４）電チュー賞球・・・（旧）「３個賞球」⇒（新）「２個賞球」 

●【基本運用】に関しても、『若干の変更』となる。 

基本運用とは、【損益分岐点スタート値】になるが、＜（旧）「６．３回」⇒（新）「５．８回」＞（※共に「Ｂ＝２５％」想定） 

詳細は未確認ではあるが、おそらく「停止秒数」と「停止ブランクタイム」に若干の変更があると思われますが、それに

より、ユーザーの【体感的な回ってる感】は大きく変わらないと思われます。ちなみに「高確率も若干変更されてます」

が、おそらく【ＳＡ値】も『若干変更されている』とは思われますが、未確認でもありますのでご了承くださいませ（汗） 

 

●【演出面での変更点】もいくつかあり、最大の進化は『液晶画面の「画質の粗さ」が綺麗になった』事で見易くなりま

したね。その他、『演出モードが「１モード⇒３モード」に増えた』、『タッチセンサーが付いた』と、ゲーム性が広がった

のですが、コレを＜海３ファンから＞見たら『どう捉えるのか？』は、賛否両論が混じる事となりそうでもありそう（汗）。 

 

■（旧）【ＣＲＡ海物語３Ｒ】のロングラン設置の結果を検証。 

ベース機となった【ＣＲＡ海物語３Ｒ】のリリースは「２０１６年２月」。当時のリリース合計台数が「約４３，０００台」の販売

台数、そして現在の【残存率は９０％】＝【約３９，０００台】と想定される。そして、そのほとんど（９４％）が【甘デジ】系コ

ーナーに設置されている様である。（※情報は、三洋販売調べ） 

さて、その「ＣＲＡ海物語３Ｒ」ですが、現在は【初リリースから１９５週】を経過している。そのホール設置期間で、１台

あたりの『【期間粗利】は、どの程度になっているのか？』を検証してみると・・・以下の通りです。 

（※全国平均データは＜サン電子・ＴＲＹＳＥＭ＞を参照） 

＜４パチ＞・・・「累計稼働週＝１９５週」⇒【累計期間粗利＝２７２万円】 

            ⇒「先週平均アウト＝１１，５８０個」（台粗利＝２，８２０円・玉粗利＝０．２４円） 

＜１パチ＞・・・「累計稼働週＝１９５週」⇒【累計期間粗利＝２１４万円】 

            ⇒「先週平均アウト＝２２，８９０個」（台粗利＝１，７２０円・玉粗利＝０．０７円） 

＜感想＞・・・さすがに３年以上の設置になると、「１パチ玉粗利＝０．０７円」でも【期間粗利＝２００万円超え！】にな

るのですね。こうなると、今後の「１パチの機種選択の指標」が、『３年使える事！』と言う選択条件になりそうな気配さ

え感じます。いずれにしても、今回の新台価格「本体＝４３９，９００円」でも『３年間使える！』もしくは、『認定して６年

使える！』となると、その『未来への投資としては、十分に価値がある』と言っても過言では無いでしょう。 

 

■（旧）【ＣＲＡ海物語３Ｒ】の設置機の現状。 

●「現状ある設置機」としては、その『ほとんどが【認定機】となっている』と想定され、設置は『２０２１年１月３１日まで』

が設置可能となっています。・・・と言う事は、今回の「３Ｒ２」リリースから『あと１年後』と言う事になる。 

そうなると、ホール側の課題としては・・・今回、代替機として「３Ｒ２」を買わなかった時の・・・『２０２０年の１年間をどう

するのか？』と、『２０２１年の１年後をどうするのか？』と言う【２つの課題】が残る事になります。無論将来的に対して、

『再販に期待する』または、『中古機導入で対応する』と言う考え方がありますが、その時の状況も未確定でもある。 

●逆に、現在の設置遊技機が【検定切れ・みなし機】で「適宜の措置」の対象であれば、『購入～導入は必至』と言う

事になりますが、「年内撤去」から、少なくとも「１月１日～納品日までの期間」は、営業は不可能となってしまいます。 

いずれにせよ、結局のところ【あと１年後の想定】をする現実に直面している事を認識する必要がありますね(汗)。 



■さておき、【ＰＡ海物語３Ｒ２ Ｆ】の「評価」はどうなのか？ 

●「ＴＫＣ presents」の＜フダ・ポス機種情報＞を参照。 

 

●【評価】の「キーポイント」としては、新台入替が『集客ツールでは無い』と言う事。そして【導入の目的】は【２つ】。 

（１）２０２０年の【ＣＲ甘デジ系機種の撤去】（１パチ含む）への先行投資。 

（２）「３年」、または「６年」設置による、【生涯利益】の確保。 

つまり、導入目的は「大きな稼働貢献」では無く、「短期の利益」でも無く、あくあまでも「長期利益」になります。 

 

■＜付録＞～【甘海】シリーズの「リリースリスト」を。 

以下、導入日順での【甘海】系のリストとなります。 

 

 

＜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＞ 

【集客貢献力】 ★★

『海の甘デジ！』と言うネーミングでの、大きな集客貢献力は『期待できない』現状である。

ただし、現状設置の「ＣＲＡ海物語３Ｒ」・「ＣＲ海物語３Ｒ１」撤去に際して、『それに変われる機種は無い』のもまた現実です。

【稼働貢献力】 ★★★

若干の「スペック変更はある」ものの、あくまでも【ＣＲＡ海物語３Ｒの代替機】としての稼働に落ち着くのだろう。『それ以上も、それ以下も無い』

現状「旧海３Ｒ」は、【１パチ設置＝９０％以上】であり、【台数希望＝約３．５万台】が設置されている。「新台拒否派」と「歓迎派」で、稼働は「±０」と推測。

【粗利貢献力】 ★★★

『どの基準で評価するか？』が難しいところだが・・・現状設置の【ＣＲＡ海物語３Ｒ】は、２０１９年内で「２００週稼働」を超えて【累計粗利＝２００万円】を軽く超える。

当該機種を撤去した場合の『代替機が無い』事から、稼働維持の為の「低粗利営業」は強いられる事になるでしょう。

【売上貢献力】 ★★★

従来の【甘海】と比較して、明らかに【値ベース機】となっている事から、【４パチ導入】で「玉単価＝０．９円～１．１０円」と、『従来機よりも上がる』想定です。

【資産貢献力】 ★★★★★（※特殊な環境下になるので・・・）

無条件に、スタート【５０万円相場】となるのでしょう（大汗）。しかも、２０２０年春移行、『上がる事はあっても、下がることは無い』と思われます。

【３万台リリース】と言っても、そもそも『中古需要があっても、「供給数が足りない」と言う状況になる』と想定されます。

＜セールスポイント＞

２０１９年の【みなし機撤去】問題で、「ＣＲＡ海物語３Ｒ」・「ＣＲ海物語３Ｒ１」は共に【撤去対象】となる。確実に『その代替機』と言う事になります。

旧【ＣＲＡ海物語３Ｒ】の「オール５Ｒ」から「１０Ｒ＝４％（確変確定）」と進化。更に「海モード」・「初代モード」・「アクティブモード」が追加。「タッチセンサー」も初搭載！

＜海物語シリーズ＞の一覧（導入日ソート）

機種名（甘デジ系） スペック 導入日 機種動向

ＣＲＡスーパー海物語IN地中海SAF ライト 2009/8/24
ＣＲＡスーパー海物語IN沖縄2SAHS ライト 2010/2/15
ＣＲＡ新海物語ＳＡＧ ライト 2011/2/7
ＣＲＡプレミアム海物語ＳＡＡ ライト 2011/12/5
ＣＲＡ大海物語２ＳＡＡ ライト 2012/7/22
ＣＲＡデラックス海物語ＡＳＢ ライト 2013/2/4
ＣＲＡスーパー海物語ＩＮ沖縄３ＡＳＢ ライト 2013/12/2
ＣＲＡ海物語アクアＡＳＡ ライト 2014/6/2
ＣＲＡ大海物語３ＳＡＰ ライト 2015/5/11
ＣＲＡ海物語３Ｒ ライト 2016/2/8
ＣＲＡスーパー海物語ＩＮジャパンＳＣ ライト 2016/7/4
ＣＲＡ　スーパー海物語ＳＡＥ５ ライト 2017/1/10
ＣＲＡスーパー海物語ＩＮ沖縄４ＳＢＢ ライト 2017/5/8
ＣＲＡドラム海物語ＳＢＢ ライト 2017/8/21
ＣＲちょいパチ大海物語スペシャル３９ ライト 2017/10/2
ＣＲＡ大海物語スペシャルＳＡＰ１３ ライト 2017/10/2
ＣＲ大海物語４ＳＢＣ ライト 2018/4/2
Ｐスーパー海物語ＩＮ沖縄２ＳＡＨＳ ライト 2018/11/5
ＰＡドラム海物語ＩＮ沖縄ＳＢＧ ライト 2019/2/4
ＰＡスーパー海物語ＩＮジャパン２ＭＧ ライト 2019/10/7

２０１９年年内【認定切れ】

２０２０年年内【認定切れ】

【中古流通】可能性あり

【新規則機】



 

 ＴＫＣ～【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」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。 

※「業界動向セミナー」は、随時必要なタイミングにての開催を推奨いたします。 

※「パチンコ・係数管理運用セミナー」は、２回～３回（月１回）の連続開催を推奨いたします。 

＜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の推薦紹介させて頂き、同時（別日）開催となります。 

（※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） 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

弊社代表「髙橋正人」まで、ご連絡下さいませ。 

【メールアドレス】：info@tkc-g.jp  

【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  
****************************************** 
 


