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東京都千代田区九段南３－８－１１ 飛栄九段ビル８Ｆ 

ＴＥＬ０３－６２７２－９０３０（代表） 
〒１０２-００７４ 

福岡にて１１月２０日（水）～２１日（木） 
第２回 ＪＡＩＡ施設営業事業部全国情報交換会 
ＪＡＩＡ施設営業事業部の「第２回全国情報交換会」の開催概要が下記の通り決定しました。旧ＡＯＵにおける「情報交

換会」を引き継ぐかたちで実施されるこの会は、全国の施設営業事業部会員が一堂に会し情報交換、懇親を深める絶

好の機会となります。施設営業事業部会員には８月下旬、開催案内を送付しました。お申込は同封の参加申込書にて

ＪＡＩＡ事務局へ、メールかＦＡＸにて９月３０日（月）までにお願いします。 

日 程／２０１９年１１月２０日（水）～２１日（木）  

場 所／「ヒルトン福岡シーホーク」 

〒810-8650 福岡市中央区地行浜２－２－３  

TEL ０９２－８４４－８１１１ 

URL https://www.hiltonfukuokaseahawk.jp/ 

申込締切／２０１９年９月３０日（月） 

参 加 費／相部屋（ツイン）…３０，０００円（宿泊・懇親会等） 

個室…３８，０００円（宿泊・懇親会等） 

※個室は、先着５０名限定 

※参加費（税込）は、１０月３１日までに前払振込 

交通の便／①福岡空港からバスで約２５分、タクシーで約２０分 

②地下鉄「福岡空港駅」から「唐人町駅」（所要時間17分）

または「西新駅」（所要時間１９分）下車。徒歩約１９分 

③福岡都市高速・百道（ももち）ランプより約１分 

（駐車場は１台につき１泊1,500円） 

        

 

info@jaia.jp 

会場となる「ヒルトン福岡シーホーク」は、日本の都市景観
１００選の１つに選ばれた「シーサイドももち地区」に位置。豪
華客船をイメージした建物は隣接する「福岡ヤフオク！ド
ーム」とともに福岡のランドマークとなっている。地上３５階
建てで、１０５３室全室が博多湾を望むオーシャンビュー。 

受 付：午後２時～ 
講 演：午後３時～午後４時 
    「博多の文化と歴史―山笠の歴史」 

（講師／西門蒲鉾代表 上田啓蔵氏） 
会 議：午後４時１５分～午後５時１５分 

議題１．風適法関連の最近の状況について 
議題２．その他 

休 憩：午後５時１５分～午後６時３０分 
懇親会：午後６時３０分～午後８時３０分 
二次会：中州のクラブにて 

※ホテルからチャーターバスで。 
帰りは各自タクシー等で。 

     ※会費１０，０００円 
      （１０月３０日までに事前振込） 
翌朝食：ゴルフ組は送迎バス等にて朝食弁当を

用意。観光組はホテルにて。 
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大正二年（１９１３年）創業、博多の伝統の味を守り続ける老舗かまぼこ
屋の三代目店主・上田氏を講師に迎え、博多の文化と歴史を学ぶ。 
上田氏の弟は、数々のヒット曲を生み出した音楽グループ「チューリップ」

のドラムス。「心の旅」（１９７３年リリース）の大ヒットで全国から多くの
ファンが来店、観光客と話をする中で、自身が博多のことをあまり知らない
ことに気づかされ勉強を始めたという。 
はかた部ランド協議会（博多のまちおこし団体）議長、博多松ばやし福神

流委員、天神一丁目山笠運営委員、福岡市観光ボランティア協会相談役、日
蓮宗法牲寺責任総代など、仕事以外にも数多くの役職をつとめる。 

 
 

「博多の文化と歴史―山笠の歴史」 西門
さいもん

蒲鉾
かまぼこ

代表 上田啓蔵氏 
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【参加費】 １０，０００円（昼食代・諸経費含む、税込、事前振込） 
【観光コース】 ホテル出発 ８時３０分（貸切バス１台）⇒宗像大社⇒神宝館⇒昼食⇒太宰府天満宮⇒坂本八幡宮⇒

博多駅・午後４時２０分頃着予定⇒福岡空港・午後４時３０分頃着予定 
  
 

◀（左）「宗像大社文書」〈重要文化財〉 
（右上・左）「金製指輪」〈国宝〉…五世紀頃の純金製指輪 
（右上・右）「三角縁神獣鏡」〈国宝〉…三世紀の神鏡 
（右下）「金銅製龍頭」〈国宝〉…祭礼装具。出土例は世界唯一 

宗像大社／神宝館 
ユネスコの世界文化遺産に登録さ

れた「神宿る島」宗像・沖ノ島と関
連遺産群。その中心的存在ともいえ
るのが「宗像（むなかた）大社」。天
照大神の三柱の御子神をまつった社
で、この三女神はそれぞれ違う宮に
まつられ、三宮を総称して「宗像大
社」と呼ぶ。「裏伊勢」とも言われ、
日本でも有数の開運パワースポット
となっている。 
敷地内の「神宝館」には、国宝８

万点を収蔵展示。古代から連綿と息
づく宗像三女神への信仰と、その神
を奉斎してきた宗像一族の輝かしい
歴史を紐解く数多くの貴重な神宝や
文化財は、沖ノ島祭祀遺跡から出土
したもので、歴史の教科書でお馴染
みの銅鏡などなど、見応えあり。 
  

太宰府天満宮／坂本八幡宮 
新元号「令和」の“聖地”として注目を集めてい

る太宰府市。天平２（７３０）年、大伴旅人邸での
「梅花の宴」で詠まれた和歌の序文（『万葉集』に収
められた「梅花の歌三十二首序文」）が「令和」の典
拠になっていることから、大伴邸があったとされる
「坂本八幡宮」、“飛梅伝説”で知られる梅の名所（約
２００種６０００本）「太宰府天満宮」には多くの観
光客が訪れている。 
 学問の神様、菅原道真公が祀られている「太宰府
天満宮」は、もとより福岡観光で外せない人気スポ
ットの１つ。境内だけでなく参道も賑わっており、
地元っこのソウルフード的な梅ヶ枝餅は３０ほどの
店舗で販売、老舗のお土産屋からお洒落なカフェま
で多様に並んでいる。また、参道をまっすぐ進むと、
突き当たりに鎮座されている御神牛（ごしんぎゅう）
は、頭をなでると知恵を授かるとされている。 
  



 

 

 

ご登録＆お問い合わせは･････fukawa@jaia.jp  TEL03-6272-9401 FAX03-6272-9411 

ユ
ー
ザ
ー
の
声 

広報紙『JAIA 』発行をメールでお知らせします！ 

 
ＪＡＩＡプレス編集部では、ＪＡＩＡ会員に【ＪＡＩＡ通信】として『月刊ＪＡＩＡプレス』発行のご案内を 
ＷＥＢ公開と同時に行っています。店舗・営業所単位でのご登録もＯＫです。 
 

 

●ＶＲゲームが安い値段でできるとうれし
いんだけどね。（青森・2７歳・♂） 

●各ゲームのプロ的な人を呼んで大会とか
をすればおもしろいと思う。店員さんがも
っとゲームに詳しかったら良いと思う。で
も楽しく利用させてもらっています。（北
海道・17歳・♂） 

●モーニングサービス等のイベントしてほ
しいです。いつも楽しいです。（北海道・
17歳・♂） 

●中学生や高校生等がおなかすいた時、食べ
物の値段が高くて気軽に食べられない…
とうちの子どもが言っていました。食べる
スペースも少ない。（北海道・50歳・♀） 

●週２～３回は遊んでいます。機械のトラブ
ルが多いのかなと思います。それだけが残
念です。（北海道・62歳・♂） 

●メダルゲームコーナーがいつも綺麗で、い
つも来たいと思える場所です。スタッフの
方々の対応もとても良く、いつも楽しく遊
ぶことができています。（北海道・22歳・
♂） 

●ＵＦＯキャッチャーとても取れて楽しか
ったです。店員さんもとてもやさしかった
です。でも、他の人がまったく取れてなか
った。かわいそう。（北海道・22歳・♂） 

●プリクラが古く彼女ががっかりしていま
した。でもクレーンゲームが楽しかった。
（北海道・21歳・♂） 

●ピンボールやりたい。（北海道・19歳・♂） 
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●クーポンＱＲが使用できるメダル貸出機
を奥にも欲しい。他はおおむね満足してい
る。（北海道・2９歳・♂） 

●ＱＲコードが読み取りにくい。（北海道・
45歳・♀） 

●アプリ上ですが、メダルの会員ＱＲコード
をもっとわかりやすい画面で表示してほ
しいです。店内は温度設定も良く、とって
も居心地の良い環境だと思います。たまに
フキゲンそうな店員さんもいますが…。気
づいてないだけでしたら申し訳ないので
すが、授乳スペース等あればなと思いま
す。これからもがんばって！（北海道・30
歳・♀） 

●マイクの音声が聞きづらかったので、もう
少し聞き取りやすくしてもらった方が良
いと思います。（愛知・37歳・♀） 

●クレーンゲームのフィギュアが好きです。
がんばれば取れるし、斜めになって狙いづ
らくなっても店員さんが直してくれたの
で気持ちよくゲットできました。（青森・
27歳・♂） 

●機械がエラーになった時、店員さんがすぐ
に直してくれました。すぐに楽しむことが
できたので、また来たいと思います。（青
森・20歳・♂） 

●今後、ケイタイのゲームと連動したゲーム
機が出てほしい。（北海道・22歳・♂） 

●ＡＭコーナーのメインＢＧＭを上げてほ
しいです。（北海道・18歳・♂） 

  

ＫＢＣオーガスタトーナメント開催コースである「芥屋ゴルフ倶楽部」は、磯の松に囲まれなだらかなアンジュレ
ーションが活かされたシーサイドコース。名匠赤星四郎氏が設計を担当し、パワーとテクニックが要求される。 

〈芥屋ゴルフ倶楽部〉    
〒８１９－１３３５ 福岡県糸島市志摩芥屋１－１   
ＴＥＬ０９２－３２７－１５００ 

※ゴルフバッグを宅配にて送る際は必ず
“ＪＡＩＡ懇親ゴルフ”と記入のこと。 

 

２０１９年１１月２１日（木） 
 ＯＵＴ／ＩＮ ８：３５同時スタート 

けや 

【参加費】 １０，０００円（コンペパーティ代含む、税込、事前振込） 
※プレー代（約２０，１００円、１０月以降値上予定）、昼食代は個人で清算 

【スケジュール】 ホテル出発 ６時３０分（貸切バス１台） 
 表彰式・午後２時３０分／ゴルフ場出発・午後３時３０分（貸切バス）
⇒ＪＲ博多駅・午後４時２０分頃着⇒福岡空港・午後４時３０分頃着  
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 「天下一音ゲ祭」に代わる今期の取組として、店舗を盛り上げるイベントの企
画を各メーカーと進めている店舗活性推進委員会（畦田在隆委員長）では、そ
の第１弾として（株）セガ・インタラクティブと「ｍａｉｍａｉでらっくす」のイベントを
全国数カ所の店舗にて実施。これに伴い、開催を希望するＪＡＩＡ加盟店舗（全
国１１カ所）を公募している。 
 開催費用は無料。希望店舗数が多い場合には、メーカーと店舗活性推進委員
会にて協議のうえ選定となる。申込締切は８月３０日となっている。 

◆連絡先 ＪＡＩＡ事務局 羽田 haneda@jaia.jp 
 

＜大会開催日程（予定）＞ 
2019年 11月 10日～2020年 1月 19日 

＜実施店舗の条件＞ 
「ｍａｉｍａｉでらっくす」が２台以上設置してあり、 
イベント当日に８０～１００名の観覧スペースと 
右記の備品を用意できる店舗 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

日時／2019 年 7 月 25 日（木）11 時～14 時 
場所／ＪＡＩＡ会議室       出席／18 名 

メダルゲーム市場のオペレーション状況は、昨年 10月発表の「アミュー
ズメント産業界の実態調査」においても前年に続き売上高、設置台数とも
に減少するなど落ち込んでいるが、店舗活性推進委員会（畦田在隆委員
長）では、その活性化を図るべくメダルゲーム運営に注力しているロケー
ションの管理者、メダル関連メーカーを招き、情報交換会を開催した。 
同委員会では、これまでに２回、ＡＭ施設運営セミナーを実施しており、

新たなテーマとしてメダルゲーム運営を取り上げた。準備段階と位置づ
けられている今回は「第０回情報交換会」と銘打って、現在の取組状況や
動向等について率直に意見交換。出された情報をもとにテーマや講師等
を決め、メダルゲームに関するセミナー開催の準備を進める構え。 

開催店舗 
全国１１カ所

公募 

・ライブモニター（ＨＤＭＩ）×２台 
・音響（マイク×２本＆スピーカー） 
・ホワイトボード１台 
・長机２台、イス４脚 

2019.8④ 
 

第５回ＪＡＩＡ里見会長杯ゴルフコンペ開催のご案内 

今回の会場は、日本の政財界一流人 300人だけの会員で
組織されているプライベートゴルフクラブ。貴重なプレーの
機会となりますので奮ってご参加ください。 
〈と き〉２０１９年９月２７日（金）８：３０ OUT・IN同時スタート 
    ８組 （フロント受付は７：５０までにお願いします） 
〈ところ〉スリーハンドレッドクラブ 
    〒２５３－０００４ 神奈川県茅ケ崎市甘沼４４１ 
    ＴＥＬ０４６７－５３－０３００ ＦＡＸ０４６７－５３－０１０９ 
    ※乗用カートはありません。 
〈お申込〉９月５日（木）締切。定員まで先着順とし、その後は

キャンセル待ちとなります。 
〈会 費〉１０，０００円（賞品およびパーティ費） 

※プレー代（約３２，０００円）、食事代等は各自清算。 

【お問い合わせ】ＪＡＩＡ事務局 担当／片岡 
ＴＥＬ  ０３－３５５６－５５２２  

Email  kataoka@jaia.jp 

mailto:haneda@jaia.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アミューズメント ラブ・エイド 
 

 ＪＡＩＡの前身であるＡＯＵ、ＪＡＭＭＡ、ＮＳＡのＡＭ業界団体により１９８９年に
制定された「ゲームの日」（１１月２３日の勤労感謝の日）。それにあわせ全国で各
種イベントが展開されているが、各都道府県本部主導で企画・実施され定着した
感があるのが「アミューズメント ラブ・エイド」だ。日頃、アミューズメント施設で遊
ぶ機会の少ない方々に楽しんでいただくべく、遊園地・ＡＭ施設への招待やアミュ
ーズメントの出前を行うというもので、招待施設では恒例行事として楽しみにして
いるという声もある。 
 鳥取県本部では、毎年、県内の児童養護施設を順番に招待しており、今年度は
積雪等天候の心配もなく子どもたちも参加しやすい夏休みに、「第２５回ゲームの
日」を前倒しする形で実施した。 

JAIA鳥取県本部 

（筒井雅久 本部長） 
 ８月２３日（金）、「アミパラ日吉
津店」（イオンモール日吉津西館
２Ｆ、（株）アミパラ運営）に児童養
護施設・米子聖園天使園（米子
市）から４２名を招待。筒井本部長
の主催者挨拶の後、２グループに
分かれ、スタッフ１０名のサポート
のもと各種ゲーム（プライズ・メ
ダル・音楽・ドライブ・カード）を１０
時～１１時３０分、参加者は自由に
楽しんだ。終了後、イオン日吉津
店フードコートにてひとり１，０００
円分の昼食をプレゼント。 

来年２月７日(金)・８日(土)、「ジャパン アミューズメント エキスポ２０２０」 

幕張メッセＨＡＬＬ９～１０にて、ＪＡＥＰＯ単独開催！ 
●名 称 ジャパン アミューズメント エキスポ（ＪＡＥＰＯ２０２０） 
●主 催 （一社）日本アミューズメント産業協会（JAIA） 
●会 場 幕張メッセ 国際展示場 HALL９～１０ 
●会 期 ２０２０年２月７日（金）１０：００～１７：００ 
         ２月８日（土）１０：００～１７：００ 
●入 場 JAEPOビジネス入場券／無料（ビジネス関係者限定） 
     一般／前売券１，３００円 当日券１，５００円（８日のみ） 
             ※すべて税込 ※小学生以下無料 

出展申込締切は、非会員２０１９年９月１９日（木） 
会員２０１９年１０月１日（火）です 
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最近の遊戯施設は、利用者の要求とともに多種多様となり、運動形態も多様化・高度化が進み、それに伴い大型

化する機種も増えてきております。 
これらの遊戯施設に対する安全確保には、遊戯施設を維持・管理する人々の日常の努力や確実な操作による運転

などに負う部分が大切であることはいうまでもありません。 
当協会では、設立以来遊戯施設の安全をテーマに「遊戯施設安全管理講習会」を開催してまいりました。本年も

以下の通り開催いたしますので、遊戯施設に携わる関係者及び遊戯施設の運行管理者・運転者など幅広くご参加下
さいますようご案内いたします。 

 
主 催／一般社団法人日本アミューズメント産業協会 
後援(予定)／国土交通省、大阪府 
協賛(予定)／（一財）日本建築設備・昇降機センター、西日本遊園地協会、東日本遊園地協会、 

日本ウォータースライド安全協会、（一社）近畿ブロック昇降機等検査協議会 
受講対象者／遊戯施設の運行管理者、維持保全管理者、維持保全技術者、運転者及び技術者 

などのすべての関係者 
開 催 期 日／２０１９年（令和元年）１１月２９日（金） 
開 催 場 所／北浜フォーラム 会議室（Ａ、Ｂ、Ｃ） 

[大阪市中央区北浜１－８－１６ 大阪証券取引所ビル３Ｆ] 
定 員／１２０名 

講習科目及び時間〈予定〉 

１．開会挨拶 ［１０：００～１０：３０］ 
２．遊戯施設 定期検査マニュアル（補足）」 ［１０：３０～１２：００］ 
３．遊戯施設の維持保全計画と運行管理 ［１３：００～１４：００］ 
４．遊戯施設の技術概論 ［１４：００～１７：００］ 
  ①ベアリングについて 
  ②遊戯施設の塗装について 

講 師 
 （一社）日本アミューズメント産業協会 森田技術委員長 
 （一財）日本建築設備・昇降機センター 金田認定評価部副部長 
  日本精工（株）  大日本塗料（株）  
受講料 
 ◎（一社）日本アミューズメント産業協会会員………………６，０００円  円 
 ◎特定行政担当者、東日本遊園地協会、西日本遊園地協会、日本ウォーター 
  スライド安全協会会員及び定期検査報告書提出会社………９，０００円 
 ◎上記以外………………………………………………………１３，０００円 
 

 
ＪＡＩＡ遊園施設事業部

(担当：酒井) 
sakai@jaia.jp 

TEL03-6272-9071 
FAX03-3556-5524 

第１２１回技術委員会（近畿ブロック昇降機等検査協議会・第８４回技術委員会） 

日時／2019 年７月２６日（金）１４時～ 
場所／近畿ブロック昇降機等検査協議会 会議室（大阪） 

出席／森田栄二はじめ７名＋事務局３名 

１。「遊戯施設の維持管理保全計画に関する指針及び
運行管理規程検討ＷＧ」について 
 「遊戯施設の維持保全管理計画に関する指針及び運行
管理規程検討ＷＧ」（６月 17日開催の日本建築設備・昇
降機センター主催の委員会資料）に関し、事務局および
森田委員長から説明がなされ、確認した。また、遊戯施
設の事故についての報告書様式について事務局から再
度説明がなされた。 
 なお、今後の日本建築設備・昇降機センター主催の標
記委員会の開催に関し、進行状況をみながら決めること
になったことが併せて報告された。 
２。令和元年度 遊戯施設安全管理講習会の開催につ
いて 
 
 

事務局から「令和元年度遊戯施設安全管理講習
会・開催ご案内（案）」について説明があり、検討
の上、内容を決定した。※下記参照 
３．国土交通省通達「遊戯施設の身体保持装置に
おける安全確保の徹底について」 
 国土交通省からの文書「遊戯施設の身体保持装置
における安全確保の徹底について（依頼）」（平成 31
年３月 27 日事務連絡）に関し事務局から説明があ
り検討。日常点検はもとより定期検査時においても
安全確保の徹底を図ることとした。 
４。最近の報道記事について 
 前回委員会から本日までの遊戯施設関連の報道
記事について事務局から報告がなされた。 
５。その他 
 次回（第 122回）委員会は 10月 25日（金）開催
予定とした。 
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１。2019 年度遊園施設事業部会の事業計画実施状況 
①「遊戯施設安全管理講習会」開催計画について 
 事務局より説明された「令和元年度遊戯施設安全管
理講習会・開催ご案内（最終案）及び収支予算」を検
討、了承された。 
 同講習会の概要は６ページの通り。なお、「遊戯施
設の維持保全計画に関する指針及び運行管理規程」、
「遊戯施設の離隔距離（仮題）」について、講習会開
催までに告示化された場合、講習のテーマとして取り
上げる旨、併せて事務局から報告がなされた。 
②「部会員懇談会・懇親会」開催計画について 
 事務局より説明された「2019年ＪＡＩＡ遊園施設事
業部会員・懇親会スケジュール」及び「懇談会のテー
マ」を検討、了承された。 

内容は、下記の通りとなっており、事務局から正式
な案内文書を送付する。なお、懇談会にゲストとして
技術委員会の森田委員長をお迎えし、最近の遊戯施設
関係法令の新情報について講演をいただく。 
③平成３０年度定期検査報告台数の統計について 
 事務局より 10 月開催の「部会員懇談会」までに平
成 30 年度の定期検査報告台数をまとめ、例年通り都
道府県別「報告書受付台数と分析」を作成するとの報
告があり、了承された。 
④遊園施設事業部の事業執行状況報告 
 事務局より「遊園施設事業部の執行状況報告（上半
期分）」に基づき 2019 年 4 月 1 日～8 月 2 日までの事
業執行状況が報告され、了承された。 

２。国土交通省関係報告事項 
①遊戯施設の「維持保全計画書」及び「運行管理規程」

の改訂について 
 現在改正作業中の遊戯施設の「維持保全計画書」及
び「運行管理規程」の作成の手引きに関し、事務局よ
り大きな改正点の説明があった後、本件について 10
月開催の部会員懇談会において森田技術委員長から
解説してもらう予定である旨報告され、了承された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１５回遊園企画委員会並びに第９回遊園国際委員会 

日時／2019年 8月２日（金）１５時～１６時３０分  場所／近畿ブロック昇降機等検査協議会 会議室（大阪） 

出席／藤井靖彦国際委員長はじめ６名＋事務局２名 委任状１名 

②国土交通省通達[Ｈ３１．３．２７付]「遊戯施設の身体保持
装置における安全確保の徹底について」 

 「遊戯施設の身体保持装置における安全確保の徹底
について（依頼）」に事務局より説明があり、身体保持
装置について日常の点検と併せ定期検査時においても
特に注意して点検する旨、先般の技術委員会において
検討、確認したことが報告された。 

３。遊園国際委員会関係報告 
①ＩＡＡＰＡ上海報告 
 藤井国際委員長より、「IAAPA EXPO ASIA」の開催結
果の概要について次の通り報告がなされた。 
〈会期〉2019年 6月 12日～14日（３日間） 
〈会場総面積〉１３，３０２平方メートル 
〈出展社数〉４２９社〈来場者数〉１１，４００名 
〈来場国・地域〉８０カ国・地域 
〈パーク関係バイヤー来場者数〉８，１００名 
〈期間中のセミナー参加者数〉１，３２４名 
②ＩＡＡＰＡの展示会会場選定メソドロジー 
藤井国際委員長より、「IAAPA EXPO ASIA」の今後の

開催会場に関し、2020 はマカオ（中国）、2021 はシン
ガポールで決定しているが、2022については東京も候
補の１つとなっているとの報告がなされた。 

４。その他 
①遊戯施設の定期検査報告指導料の改定について 
 事務局より、定期検査報告書の確認等事務作業の増
加および消費増税を背景に、本年 10月以降受付の定期
検査報告に係る指導料の改定について次の通り提案が
あり、了承された。（いずれも税込） 
◆JAIA会員  １機につき 1,700円（現行 1,500円） 
◆JAIA非会員 １機につき 3,200円（現行 3,000円） 
②ＴＯＰＩＸ 
 北海道・函館公園内の遊園地「こどものくに」に設
置されている観覧車が、国の登録有形文化財とするよ
う文部科学大臣に答申された旨、事務局が報告。 
③次回委員会の開催について 
 次回は、例年通りアミューズメント賀詞交歓会（2020
年１月 10日）当日に開催することとした。 

 

notice 

 令和元年度遊園施設事業部会員懇談会・懇親会を
右記の通り開催します。今回は、ゲストとして当協会
技術委員会の森田栄二委員長をお招きし、現在改正
作業中である「遊戯施設の維持保全計画に関する
指針及び運行管理規程」の説明を予定しています。 
 なお、翌日は第８回遊園施設事業部会ゴルフコン
ペをＬＰＧＡ公認「ヤマハレディースオープン葛城」が
開催される名門コース「葛城ゴルフ倶楽部」で実施
します。多数のご参加をお待ちしています。 
 

お申込 
お問合せ 

ＪＡＩＡ遊園施設事業部 
担当／酒井 

ＴＥＬ ０３－６２７２
－９０７１ 
FAX ０３－３５５６－５
５２４ 
Ｅメール sakai@jaia.jp 

日時／2019年 10月 3 日（木）14時 20分 
場所／ＪＲ「掛川駅」新幹線改札前 

 
日時／2019年 10月 3 日（木）15時～懇談会 
             18時～懇親会 
場所／「葛城北の丸」    〒４３７－０１２１ 

静岡県袋井市字宇刈２５０２－２ 
    ＴＥＬ ０５３８－４８－６１１8 
会費／１名 １８，０００円（宿泊費・懇親会費含む） 
※懇親会にて第５７回オークションを実施。各社１
品持ち寄りのご協力をお願いします。 

 日時／2019年 10月 4 日（金） 
場所／「葛城ゴルフ倶楽部」山名コース 

静岡県袋井市字宇刈２５０２－２ 
    ＴＥＬ ０５３８－４－６１１１（代） 
会費／5，０００円（プレー代、昼食代等は各自払い） 

9 月 20 日（金）申込締切 
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届出会員 4 号メーカー 機別 筐体名 機種名 発行日 
(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター 戦姫絶唱シンフォギア 2019/7/17 
(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター 戦姫絶唱シンフォギア 2019/7/17 
(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター ＣＲＦマクロスフロンティア３ 2019/7/17 
(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター ＣＲ地獄少女 宵伽 2019/7/17 
(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター ＣＲリング 終焉ノ刻 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語ＩＮ ＪＡＰＡＮ 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター Ｐ咲－Ｓａｋｉ－阿知賀編 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語ＢＬＡＣＫ 2019/7/17 
(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター ＣＲルパン三世 Ｌｕｐｉｎ Ｔｈｅ Ｅｎｄ  2019/7/17 
(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター ＣＲ偽物語 2019/7/17 
(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター ＣＲ偽物語 2019/7/17 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！番長３ 2019/7/17 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！番長３ 2019/7/17 
(株)東プロ エンターライズ パチスロ ハイパースロット パチスロ モンスターハンター月下雷鳴 2019/7/17 
(株)東プロ エンターライズ パチスロ ハイパースロット パチスロ モンスターハンター月下雷鳴 2019/7/17 
(株)東プロ メーシー パチスロ ハイパースロット 魔法少女まどか☆マギカ 2019/7/17 
(株)東プロ メーシー パチスロ ハイパースロット 魔法少女まどか☆マギカ２ 2019/7/17 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ファンキージャグラー 2019/7/17 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット ＨＥＹ！鏡 2019/7/17 
(株)東プロ ユニバーサルブロス パチスロ ハイパースロット ミリオンゴッド-神々の凱旋- 2019/7/17 
(株)東プロ ユニバーサルブロス パチスロ ハイパースロット ミリオンゴッド-神々の凱旋- 2019/7/17 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット アイムジャグラーＥＸ 2019/7/17 
(株)東プロ パイオニア パチスロ ハイパースロット ニューキングハナハナ－３０ 2019/7/17 
(株)東プロ パイオニア パチスロ ハイパースロット パチスロ ラブ嬢 2019/7/17 
(株)東プロ エレコ パチスロ ハイパースロット バジリスク絆 2019/7/17 
(株)東プロ ミズホ パチスロ ハイパースロット アナザーゴッドハーデス－奪われたＺＥＵＳ Ver.－ 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/7/17 
(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/7/17 
(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2019/7/17 
(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ猛獣王 王者の咆哮 2019/7/17 
(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｐアナザーゴッドハーデスジャッジメント 2019/7/17 
(株)ユンカース エレコ パチスロ ベガスラックＡ バジリスク絆ＭＫ 2019/7/18 
(株)アップワード アクロス パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ バーサス 2019/7/23 
(株)アップワード 三共 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲＦマクロスフロンティア３ 2019/7/23 
(株)ユンカース 大都技研 パチスロ ベガスラックＡ 押忍！番長３／Ａ５ 2019/7/24 
(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/7/25 
(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/7/25 
(株)東プロ 大一 パチンコ プロハンター ＣＲ天下一閃 2019/7/25 
(株)東プロ Ａ－ｇｏｎ  パチンコ プロハンター ＣＲ ＲＡＩＺＩＮＭＡＮ ２０００×α 2019/7/25 
(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ餃子の王将３ おすすめ６００ 2019/7/25 
(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ餃子の王将３ おすすめ６００ 2019/7/25 
(株)東プロ パイオニア パチスロ ハイパースロット ニューキングハナハナ－３０ 2019/7/25 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！サラリーマン番長 2019/7/25 
(株)東プロ オリンピア パチスロ ハイパースロット パチスロ 黄門ちゃま 喝 2019/7/25 
(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/7/25 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット アイムジャグラーＥＸ 2019/7/25 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット マイジャグラーⅡ 2019/7/25 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ファンキージャグラー 2019/7/25 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ファンキージャグラー 2019/7/25 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ファンキージャグラー 2019/7/25 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット ＨＥＹ！鏡 2019/7/25 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット ＨＥＹ！鏡 2019/7/25 
(株)マインズ マルホン パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ天龍∞ 2019/7/25 
(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡスーパー海物語ＩＮジャパン桃太郎電鉄 2019/7/25 
(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこＣＲ北斗の拳７百裂乱舞 2019/7/25 
(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲルパン三世 Ｌｕｐｉｎ Ｔｈｅ Ｅｎｄ 2019/7/25 
(株)マインズ ビスティ パチンコ ブレイクⅡシリーズ ちょいパチ ヱヴァンゲリヲン１０Ｚ３９ 2019/7/25 
(株)マインズ メーシー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐアナザーゴッドハーデスジャッジメント 2019/7/25 
(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ バジリスク～甲賀忍法帖～絆 2019/7/25 
(株)マインズ アクロス パチスロ ブレイクⅡシリーズ バーサス 2019/7/25 
(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ アナザーゴッドハーデス－奪われたＺＥＵＳ Ver.－ 2019/7/25 
(株)マインズ 京楽 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ぱちスロ 水戸黄門 2019/7/25 
(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ マイジャグラーⅡ 2019/7/25 
(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 忍魂 暁の賞 2019/7/25 
(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ 不二子 ＴＹＰＥ Ａ＋ 2019/7/25 
(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 押忍！番長３ 2019/7/25 
(株)マインズ ビスティ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ヱヴァンゲリヲン･勝利への願い 2019/7/25 
(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ猛獣王 王者の咆哮 2019/7/25 
(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ黄門ちゃま喝 2019/7/25 
(株)三田商事 大都技研 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ 押忍！番長３ 2019/7/25 
(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ ジャグラーＡＰＥＸ ジャンバリｖｅｒ 2019/7/25 
(株)三田商事 高尾 パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐ沼 2019/7/25 

「４号転用メダルゲーム機に係る倫理基準の運用規定」に基づき、 
各メーカーから届出のあった機械を JAIA 事務局で実査。転用に際し改造 
が正当に行われていると JAIA が承認した機械を今月号より掲載します。 
なお、JAIA では会員が４号転用メダルゲーム機を製造・販売・オペレーション使用
する際に「アミューズメント適合機」マークの表示を義務付けています。 
 



  

(株)三田商事 京楽 パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ ＣＲぱちんこＡＫＢ－３Ｍ３ 2019/7/25 
(株)三田商事 京楽 パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ ＣＲぱちんこＡＫＢ－３Ｍ３ 2019/7/25 
(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄３桜マックス 2019/7/26 
(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＦ戦姫絶唱シンフォギア 2019/7/26 
(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ ＴＯＫＩＯ ＰＲＥＭＩＮＵＭ 2019/7/26 
(株)マインズ 大一 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ天下一閃 2019/7/26 
(株)マインズ 藤商事 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ緋弾のアリアⅢ 設定付 2019/7/26 
(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲギンギラパラダイス クジラッキーと砂漠の国 2019/7/26 
(株)マインズ ミズホ パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ天元突破グレンラガン 2019/7/26 
(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡビッグシューター 2019/7/26 
(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2019/7/26 
(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 吉宗「２００３年」 2019/7/26 
(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ黄門ちゃまⅤ 2019/7/26 
(株)マインズ ロデオ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 回胴黙示録カイジ３ 2019/7/26 
(株)マインズ 平和 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 主役は銭形 2019/7/26 
(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 押忍！番長「２００５年」 2019/7/26 
(株)マインズ パイオニア パチスロ ブレイクⅡシリーズ ハナハナホウオウ３０ 2019/7/26 
(株)マインズ パイオニア パチスロ ブレイクⅡシリーズ ドリームハナハナ－３０ 2019/7/26 
(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ゴーゴージャグラーＫＫ 2019/7/26 
(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ２ 2019/7/26 
(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 押忍！サラリーマン番長 2019/7/26 
(株)マインズ 三洋 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ビビッドレッドオペレーション      2019/7/26 
(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ アナザーゴッドハーデス－奪われたＺＥＵＳ Ver.－ 2019/7/26 
(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ バジリスク～甲賀忍法帖～絆 2019/7/26 
(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチンコＣＲ偽物語 2019/7/30 
(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロガールフレンド(仮)聖櫻学園メモリアル 2019/7/30 
(株)アップワード 大都技研 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 押忍！番長３ 2019/7/30 
(株)アップワード (北電子 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2019/7/30 
(株)アップワード 大一商会 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲひぐらしのなく頃に～叫～ 2019/7/30 
(株)アップワード サミー  パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ真･北斗無双 2019/7/30 
(株)アップワード サミー  パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ偽物語 2019/7/30 
(株)アップワード 平和 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲルパン三世～ＬＡＳＴ ＧＯＬＤ～ 2019/7/30 
(株)アップワード 三共 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲＦマクロスフロンティア３ 2019/7/30 
(株)三田商事 サンセイＲ＆Ｄ パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐ牙狼 冴島鋼牙ＸＸ－ＭＵ 2019/7/30 
(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ ジャグラーＡＰＥＸ ジャンバリｖｅｒ 2019/7/30 
(株)ユンカース 大都技研 パチスロ ベガスラックＡ 押忍！番長３／Ａ５ 2019/7/30 
(株)ユンカース 大都技研 パチスロ ベガスラックＡ Ｓアメリカン番長ＨＥＹ！鏡Ｂ２ 2019/7/30 
(株)ユンカース 北電子 パチスロ ベガスラックＡ ジャンキージャグラー 2019/7/30 
(株)ユンカース 藤商事 パチスロ ベガスラックＡ ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＦＳＡ 2019/7/30 
(株)ユンカース 藤商事 パチスロ ベガスラックＡ ロリポップチェーンソーＦＳＢ 2019/7/30 
(株)ユンカース サミー パチンコ ベガスラックＡ ＣＲ真･北斗無双 2019/7/30 
(株)ユンカース サミー パチンコ ベガスラックＡ ＣＲ北斗の拳５覇者 2019/7/30 
(株)ユンカース 三共  パチンコ ベガスラックＡ ＣＲフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 2019/7/30 
(株)ユンカース サンセイＲ＆Ｄ パチンコ ベガスラックＡ ＣＲ牙狼復刻版ＸＸ－ＶＶ 2019/7/30 
(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター ＣＲフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 2019/7/31 
(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2019/7/31 
(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2019/7/31 
(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語ＩＮ ＪＡＰＡＮ 2019/7/31 
(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター Ｐスーパー海物語ＩＮ ＪＡＰＡＮ２ 2019/7/31 
(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ ＢＬＡＣＫ 2019/7/31 
(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語スペシャル withアグネス･ラム 2019/7/31 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット アイムジャグラーＥＸ 2019/7/31 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ファンキージャグラー 2019/7/31 
(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2019/7/31 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！番長 2019/7/31 
(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 吉宗 2019/7/31 
(株)東プロ アルゼ パチスロ ハイパースロット 大花火 2019/7/31 
(株)東プロ パイオニア パチスロ ハイパースロット ニューキングハナハナ－３０ 2019/7/31 
(株)マインズ サミー  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこＣＲ真･北斗無双 2019/8/7 
(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2019/8/7 
(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲシュタインズ･ゲート 2019/8/7 
(株)マインズ 京楽  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲぱちんこ冬のソナタＲｅｍｅｍｂｅｒ 2019/8/7 
(株)マインズ ビスティ  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ新世紀ヱヴァンゲリヲン～使徒、再び 2019/8/7 
(株)マインズ アクロス  パチスロ ブレイクⅡシリーズ ハナビ 2019/8/7 
(株)マインズ 京楽 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ぱちスロ 冬のソナタ 2019/8/7 
(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 押忍！番長３ 2019/8/7 
(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2019/8/7 
(株)ユンカース 平和 パチンコ ベガスラックＡ ＣＲルパン三世～Ｉ'ｍ Ａ ｓｕｐｅｒ ｈｅｒｏ～ 2019/8/7 
(株)ユンカース サミー パチスロ ベガスラックＡ コードギアスＲ２Ｃ.Ｃ./ＺＳ 2019/8/7 
(株)ユンカース 北電子 パチスロ ベガスラックＡ 大漁Ⅱ T 2019/8/7 
(株)アップワード 藤商事 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロ呪怨 2019/8/7 
(株)アップワード 大都技研 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/8/7 
(株)アップワード 藤商事 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ緋弾のアリアⅡ 2019/8/7 
(株)アップワード 三洋 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲストライクウィッチーズ 2019/8/7 
(株)アップワード サミー パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ蒼天の拳 天羅 2019/8/7 
(株)マインズ 三共 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロボンバーパワフルⅢ 2019/8/9 
(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ 回胴黙示録カイジ４ 2019/8/9 

※２０１９年７月１５日～８月１５日の期間に発行したものを掲載。いずれも盤面販売。 
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ご 案 内 

『アミューズメント産業界実態調査』へのご協力をお願いします 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 平成５年度（１９９３年度）の開始以来、２５
年の調査実績を有す『アミューズメント産
業界実態調査』。平成３０年度（２０１８年度）
の実態についても引き続き調査を行うべ
く、アンケート調査票をＪＡＩＡの会員企業
および非会員のＡＭ業界企業に送付させ
ていただきました。 
 お寄せいただいたアンケート調査票は、
すべて統計数字としてのみ処理し、集計
作業が終了した段階で破棄しますので、
ご回答いただいた企業にご迷惑おかけす
ることはありません。調査の趣旨にご理
解いただき、アンケートへのご協力をお願
い致します。 
 なお、調査実施主体は（株）工業市場研
究所、運営主体は（一社）日本アミューズ
メント産業協会（ＪＡＩＡ）。（株）工業市場研
究所は、プライバシーマークの認定を受
けており、お預かりした個人情報につきま
しては、同社の定める「個人情報保護方
針」に則り、適切な保護措置を講じ、厳重
に管理致します。 
※本調査にご回答いただいた企業には、
後日、調査報告書を送付します。 
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＜お申込・お問合せ＞ 
ＪＡＩＡ事務局 担当／片岡 
ＴＥＬ ０３－３５５６－５５２２ 
Ｅメール kataoka@jaia.jp 

◀
昨
年
実
施
し
た
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ａ
会
議
室 

 
 ＪＡＩＡでは、昨年に引き続き２回目となる「冬商戦向け
新製品合同発表会」を右記の通り開催します。 
 会員メーカーを対象とした新製品の合同発表会となり
ますが、実機の展示ではなく、カタログや映像で新製品
のアピール・運営方法のご提案をいただく場として企画
されています。 
 今回は、コーエーテクモウェーブの協力を得て、同社
事業所の入る九段明善堂ビルの「Ｂ１ホール」が会場とな
ります。終了後にはメーカーとオペレーターの交流の機
会として懇親会を開催しますので、併せてご参加くださ
い。 
 なお、発表希望のメーカーは、９月１７日（火）迄にＪＡＩＡ
事務局までお申込ください。 

＜実施概要＞※内容は変更される場合あり 
日 時／２０１９年１０月１１日（金）１４：３０～１８：３０ 
場 所／九段明善堂ビル Ｂ１ホール 
    〒１０２－８２３０  

東京都千代田区九段北４－１－３４ 
※ＪＲ・都営線・東京メトロ「市ヶ谷駅」より 
徒歩８分 

発表社／ＪＡＩＡ会員メーカー（先着順、１０社） 
参加者／ＪＡＩＡのＡＭ施設運営企業 
     （１社２名まで。最大６０名参加可能） 
参加費／発表社、参加者とも無料 
発 表／１社あたり２０分をめどにカタログ配布、 

映像によるプレゼンテーションなど。 
    （ＰＣ、プロジェクターはＪＡＩＡで用意） 


