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東京都千代田区九段南３－８－１１ 飛栄九段ビル８Ｆ 

 政府が新型コロナウイルス感染症拡大の措置として、全国すべての小中高校と特別支援学校につい
て３月２日から春休みに入るまで臨時休校するよう要請したことを受け、数多くのアミューズメント施設を
運営する会員企業で組織するＪＡＩＡと致しましても、独自の対応策を以て感染の防止に努めるべく以下
の通り、指針を定めました。（３月２日策定、３月１１日に対応期間の延長を決定） 
 会員各位におかれましては、お客様の健康安全に配慮するとともに店舗スタッフの健康管理に努めて
いただくようお願いいたします。 
 なお、３月に予定されていた店舗活性推進委員会（３月３日）、運営委員会（３月４日）、ＪＡＥＰＯ実行
委員会（３月６日）は中止とし、３月２４日の理事会は書面審議という形での実施となりました。 

 

ＴＥＬ０３－６２７２－９０３０（代表） 
〒１０２-００７４ info@jaia.jp 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う 
「アミューズメント施設の営業」に関する指針 

（お願い） 

１．子どもたちへの対応について 
（１）期間について 
  ３月１６日以降～春季休校開始の日まで （店舗所在地の自治体ホームページで確認してください。） 
（２）措置について 
  平日日中において、ひとり或いは友だち同士での入店については、臨時休校が「健康安全のため自宅
での勉強・待機となった。」ことへの説明を行い、自宅に帰るよう促してください。（保護者同伴は除く） 

２．健康安全管理について 
（１）施設内衛生のさらなる強化 
  ◎こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケット、こまめな換気など。 
  ◎ドアの取っ手・遊技設備・遊技機ボタン等の消毒。 
（２）従業員スタッフの健康管理の徹底 
  ◎発熱、体調の変化など健康管理の状況把握、早めの措置・手配。 
  ◎対応期間に沿った適切な労働環境の整備による健康への配慮。 
※今後、政府、行政機関からの要請などがあった場合には、適宜、対応措置についてお知らせします。 
＜参考サイト＞ 

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newspage_00003.html 
   

中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業
者対策を講じます。詳しくは以下ＵＲＬを参照ください。 

新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 
 
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます（危機関連保証の発動、セーフティネ
ット保証４号の追加等） 
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html 
 
セーフティネット保証４号  ※ゲームセンターは利用できます。 
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-3.pdf 
 

※他に、自治体において独自の支援制度がありますので、詳細等確認してください。 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-3.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取
得支援のための新たな助成金を創設します 厚生労働省・都道府県労働局 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通
う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、
労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 
（労働者を雇用する事業主の方向け） 

令和２年２月２７日から３月３１日までの間に 
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校
等に通う子ども 
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感
染したおそれのある、小学校等に通う子ども 
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全
額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業
主に対する助成金制度を創設します！ 
☛事業主の皆様におかれては、本助成金を活用して有給の休暇制度を設
けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保
護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願
いします。 

【助成内容】 
〇 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×１０／１０ 
    具体的には対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額

（※）×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。 
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（８，３３０円を超える
場合は８，３３０円） 

【申請期間】 
〇 令和２年３月１８日～６月３０日までです。 
＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２
種類の様式があります。 

＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労
働者について１度にまとめて申請をお願いします。 

 

①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生
労働省ホームページにて確認ください。 

②お問い合わせについては、 
学校等休業助成金・支援金等相談コール
センター 
０１２０－６０－３９９９ 
（受付時間 ９：００～２１：００） 
土日・祝日含む 

③申請書の提出は、学校等休業助成金・支
援金受付センター（厚生労働省の委託事業
者）に郵送（配達記録が残るもの）してくださ
い。（本社の所在地により４つに分かれます） 

※申請書は、下記の厚生労働省ＨＰから印刷
して使用してください。（印刷できない場合は
コールセンターにご連絡ください） 

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者か
ら、助成金の相談について電話等で勧誘す
ることはありません。また、振込先、口座番
号やその他の個人情報を個人の方に電話
等で問い合わせることはありません。 

※雇用調整助成金も申請される方は、最寄り
の都道府県労働局等でも受け付けますので
ご相談ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

雇用調整助成金の特例措置に関するＱ＆Ａ 
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf 

新型コロナウイルス感染症により影響を
受ける個人事業主・フリーランスとの取引
に関する配慮について 

経済産業大臣 

厚生労働大臣 
公正取引委員会委員長 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、個人事業主・フリーランスから、取引の相手方が、
十分に協議することなく、適正な費用負担なしに一方的に契約を変更・解除した旨の相談が寄せられ
ています。個人事業主・フリーランスと取引を行う事業者におかれましては、元来事業基盤が弱く、
収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とする
ため、下記の事項について適切な配慮をしていただくようお願いします。 

 
 

１．新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由
に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手
方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払
期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、
独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと 

（適正な対応の例） 
・一方的に契約の変更を行うのではなく、変更の内容について、契約の相手
方である個人事業主・フリーランスの同意を得た。 

・契約の変更に際し、当該変更によって新たに個人事業主・フリーランスに
発生する費用を報酬額に上乗せした。 

・契約の変更（一部解除）に際し、既に個人事業主・フリーランスに発生して
いる費用を負担した。 

 

２．新型コロナウイルス感染症により影響を
受けた個人事業主・フリーランスが、事業
活動を維持し、又は今後再開させる場合
に、できる限り従来の取引関係を継続し、
あるいは優先的に発注を行うこと。 

３．個人事業主・フリーランスから、発熱等
の風邪の症状や、休校に伴う業務環境
の変化を理由とした納期延長等の求めが
あった場合には、取引の相手方である個
人事業主・フリーランスと十分に協議した
上で、できる限り柔軟な対応を行うこと。 

以上 
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原則屋内禁煙 

健康増進法の一部を改正する法律の制定に伴う喫煙専用室等の
設置に係る構造及び設備の変更の取扱いについて 

（警察庁保安課から関係団体へ配布された資料 ２０１９年３月１３日） 
 
１ 喫煙専用室等の設置に伴う構造及び設備の変更の取扱い 
  健康増進法の施行に伴い、第二種施設に該当する風俗営業等の営業
所のうち客室における喫煙専用室等の設置が必要なものにあっては、次に
掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該喫煙専用室等の設置は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１
２２号。以下「法」という。）第９条第３項第２号（法第３１条の２３で準用する場
合を含む。以下同じ。）として取り扱うこととする。 
（１）喫煙専用室等を仕切る壁等について、同室の内部が同室の外側から
容易に見通すことができるものであること 

（２）喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそ
れがないこと 

（３）喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること 
 
２ 届出期間 
法第９条第３項第２号に係る届出にあっては、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律施行規則（昭和６０年国家公安委員会規則第１
号。以下「法施行規則」という。）第２０条第２項及び第８８条第２項の規定に
基づき、同号に規定する変更があった日から一月（当該変更が照明設備、
音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては１０日）以内にしな
ければならないとされているところ、前記１の取扱いにより喫煙専用室等を
設置した場合は、同規定のとおり届出をしなければならない。 

２０１８年７月に公布された改正健康
増進法が２０２０年４月に施行となりま
す。これにより、多くの人が利用する全て
の施設において、喫煙のためには各種喫煙
室の設置が必要となります。 
なお、『風営法の営業所において喫煙専

用室等の設置については、通常であれば、
このような構造の設置は変更承認を要す
るところですが、改正健康増進法の施行に
伴う喫煙専用室等の設置については、右記
の通り、一定の要件を満たす場合に限り
「変更届出」で取り扱うもの。』として、
全国の警察署に通知されています（喫煙専
用室の設置対応は個々にその条件が異な
りますので、所轄の警察署によくご相談く
ださい） 

＜参考＞ 厚生労働省ホームページ 
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/ 

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_2.php 

２０１９年５月制定の「プラスチック資源循環戦略」により、政府はリデュース等の徹底を
位置づけ、「レジ袋有料化義務化（無料配布禁止等）」を通じ、消費者のライフスタイル変革を
促すこととしております。本制度では、小売事業者に対し、商品販売の際、消費者が商品の持
ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋を有料化することでプラスチック排出の抑制を
促進するものとして、２０２０年７月１日から全国で一律に開始となります。 
これに関し、ゲームセンターのプライズゲーム機等でサービスとしてお客様に提供している

使用袋に関する取扱いについては、次の通りです。 

◎商品プライズゲーム機でお客様が手にした物は、販売「商品」ではなく、「景品」となるた

め、本制度の対象外。 
◎中身が「商品」ではないことから、提供されるプラスチック袋は有料の義務にあたらない。 
※なお、本制度の対象ではありませんが、ガイドラインでは省令に基づく有料化の対象となら
ない物であっても、自主的取組として有料化することについて推奨していることから、その
措置に関しては、会員各位の意思決定に委ねます。 

【参考】 
プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン（令和元年１２月経産省環境省）抜粋 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 

 

◎商品を入れる袋か否か 
省令に基づく有料化の対象は、
商品の販売に際して、消費者がそ
の商品を持ち運ぶために用いるプ
ラスチック製買物袋であり、その袋
に入れる中身が商品ではない場合
は、当然に対象とはならない。ま
た、役務の提供に伴って使用され
る場合も、対象とはならない。 

＜対象とはならないものの具体例＞ 
中身が商品でない場合 
・景品、賞品、試供品（表示等により明確
に通常の商品と区別できるもの）、有価
証券（商品券、ビール券等）、切符・郵便
切手・入場券・テレフォンカード等の役務
（サービス）の化体した証券を入れる袋 

役務の提供に伴う場合 
・クリーニングの袋 

 

2020.3③ 
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https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称／ジャパン アミューズメント エキスポ２０２０ 
会 期／２０２０年２月７日（金）１０：００～１７：００【ビジネスのみ】 
              ８日（土）１０：００～１７：００【ビジネス＋一般】 
会 場／幕張メッセ国際展示場 展示ホール９・１０ 
主 催／一般社団法人日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ） 
入場料／ＪＡＥＰＯビジネス入場券をお持ちの方…無料 
     一般の方…前売り券１，３００円 当日券１，５００円（税込） 
         ※小学生以下無料 
 
 
 
［メディア来場者数］ ７日（金）…９０媒体１７４名  ８日（土）…２６媒体４６名   ２日間合計 １１６媒体２２０名 
［露出結果］ 事前開催告知…テレビ３、ラジオ１、一般紙４、一般雑誌３、業界専門紙誌５、WEB４４４ 
         告知プレゼント…一般紙２８、一般雑誌３、フリーペーパー５、ＷＥＢ２ 
         期間中・後…テレビ４、一般雑誌１、WEB３７１ 
  ◎今回のテレビメディア露出状況  （ 【 】は番組企画の方向性） 
     【開催告知】１／２３『CX いいすぽ！』 １／３１『BS11 アニゲー☆イレブン！』 ２／６『CTC シャキット!』 
     【最新ゲームセンター】２／７『TX ワールドビジネスサテライト』 ２／８『CX FNN Ｌｉｖｅ News α』 
     【音楽ゲーム】２／８『TBS 新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター』 
     【イベント開催報告】２／２０『ＣＸ いいすぽ！』 

 

 

ＪＡＥＰＯ２０２０来場者における来場目的・ショーの評価を定量的に把握することを目的に２月８日（土）に実施。 
幕張メッセＪＡＥＰＯ２０２０会場出入口付近を調査地点とし、来場者（出展関係者は除外）を対象に自記入式アンケートの
協力を依頼した。有効サンプル数３０８名。 
来場者属性 
 

 ２月７日（金） ２月８日（土） 計 

ビジネス来場者 ６，７５７名 ６３５名 ７，３９２名 

一般来場者 ―  ７，６２９名 7,629名 

ＰＲＥＳＳ １７４名      ４６名 ２２０名 

計 ６，９３１名   ８，３１０名 １５，２４１名 

「ＪＡＥＰＯ２０２０実施報告」を行う第６回
実行委員会（３月６日開催予定）は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、
各実行委員への配布予定資料送付というか
たちになりました。 
 以下、資料より来場者アンケート報告（抜
粋）を中心に紹介します。 
 なお、次回ＪＡＥＰＯは、２０２１年２月５日
（土）・６日（日）、今回と同様、幕張メッセの
HALL９・１０において開催予定としています。 

１．ＪＡＥＰＯ２０２０実施報告 
（１）実施結果報告 
（２）主催者事業実施報告 
（３）出展品検査実施報告 
（４）懇親パーティ実施報告 
（５）来場者アンケート報告 
（６）出展社アンケート結果報告 
（７）実行委員アンケート結果報告 

２．次回ＪＡＥＰＯについて 

概   要 

メディア露出結果 

来場者アンケート 

男性 

67.2 

女性 

32.8 

単位：％ 

未

婚 

77.6 

既

婚 

22.4 

10歳未満 

4.2 

１０代 

13.6 

２０代 

33.1 
３０代 

24.4 

４０代 

20.1 

５０代 

3.6 

６０代 

1 

会社

員・ 

公務員;  

47.7 

自営・ 

自由業; 

4.2 

アルバ

イト・

パート 

16.2 

専業主

婦 5.2 

大学・

大学院 

8.4 

高校・

専門学

校生 

4.9 

中学生 

4.5 小学生 

6.5 

無職 

2.3 
東京 

22.7 

神奈川 

14.0 

千葉 

35.7 

埼玉 

10.7 

その他 

16.9 

性別 年齢 結婚 職業 居住地 

2020.3④ 

2018.6② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者 
12.3 

子ども 

16.6 
父親 
4.9 

母親 
10.1 兄弟 

姉妹 
10.7 

友人 

23.1 

恋人 
8.1 

その他 
1.0 

ひとりで 
33.1 

よく
行く 
53.2 

たまに 
38.6 

行か
ない 
8.1 

新聞・ 
雑誌 
4.9 

インター
ネット 
30.5 

ゲームセ
ンターの
ポスター 

3.2 

JAEPO
ホーム
ページ 
15.3 

[分類名] 
[値].0 

以前も 
来たから 

34.7 

その他 
10.1 

87.3 

59.1 
75.3 71.4 

63.3 

1.9 ゲームセンター
利用頻度 

認知経路 

性別で見ると、男性は「ひとり
で」が目立ち、女性は「子ど
も」とが多い。性・年代では、
男性１０代以下は「両親」「兄
弟姉妹」「友人」、２０代以上
では「ひとりで」の来場が多
い。過去と比べると、前回用
家族での来場者が微増。 

非常に満
足できた 

43.5 
まあ満足 
できた 
42.2 

どちらとも
言えない 

7.1 

あまり満
足できな
かった  
6.5 

全く満足
できな
かった 
0.6 

性別で見ると、ヘビーユーザー
の比率は男性が女性を２割上回
るが、トータル利用率は同じ。
性・年代では、男性は若年層の
利用頻度が高く、２０代以下では
ヘビーユーザーが７割と高い。
女性は２０代、３０代のヘビーユ
ーザー率が高い。 

全 体 

同伴者 

非常に満
足できた 

40.5 

まあ満足
できた 
36.4 

どちらと
も言えな

い 
13.8 

あまり満
足できな
かった 

7.8 

全く満足
できな

かった 1.5 

トータルで７６．９％が満足。
性・年代別で見ると、いずれも８
割程度の満足度で男女とも２０
代以下の「非常に満足」が多
い。ゲームセンター利用頻度で
みると、頻度が高いほど「非常
に満足」の回答が多く見られ
る。前回・前々回とほぼ同レベ
ルの満足度を獲得。 

〈目的〉 
最新ゲーム 
で遊ぶため 

男性２０代以下では「インターネ
ットの」、男性３０代以上では「以
前も来た」、女性４０代以上では
「新聞・雑誌」が来場の大きな要
因となっている。過去に比べ、
年々公式ＨＰでの認知が減少。
「その他」では、今までなかった
「ｔｗｉｔｔｅｒ」での認知が見られる。 

非常に
満足で
きた 
27.5 

[分類名] 

[値].0 

どちら
とも言
えない 
42.3 

あまり
満足で
きな
かった 

1.1 

全く満
足でき
なかっ
た 1.1  

トータルで５５．５％が満
足。性別で見ると、女性
のトータル満足度が男性
を２割上回る。過去と比
べると、前回・前々回を１
割ほど上回る。 

性別では、「最新ゲー
ム機で遊ぶため」が共通の主目
的であるが、女性では「家族サー
ビス」「クレーンゲームの景品が
もらえるので」も多い。過去に比
べると、前回とほぼ同レベルであ
り、「クレーンゲームの景品がもら
える」が微増。 

〈目的〉 
家族サービ
スのため 

非常に満
足できた 

46.6 

まあ満足
できた 
23.3 

どちらと
も言えな
い 26.3 

あまり満
足できな
かった 

2.2 

全く満足
できな
かった 

1.7 

トータルで６９．９％が満足。
性別で見ると、「非常に満
足」が６割を占める女性が、
男性のトータル満足度で２割
も上回る。過去と比べると、
前回の「満足度」を僅かなが
ら減少。 

〈目的〉 
クレーンの景品
が貰えるので 

来場目的 

非常に満足
できた 
33.2 

[分類名] 

[値].0 

どちらとも

言えない 

35.9 

あまり満足
できなかっ
た   3.2 

全く満足で
きなかった 

2.7 

〈目的〉 
主催者コー
ナーのイベ
ントのため 

トータルで５８．２％が満足。 
男性のトータル満足度が女
性を７ポイント上回り、特に男
性２０代以下の満足度が高
い。ゲームセンター利用頻度
で見ると、利用頻度が高い層
ほど満足度が高い。過去と
比べると、年々減少し、前回
よりも５ポイント下がっている。 

非常に満
足できた 

15.9 

まあ満足
できた 
21.5 

どちらと
も言えな
い  53.3 

あまり満
足できな
かった 

5.1 

全く満足
できな
かった 

4.1 

〈目的〉 
物販コーナ
ーでの買物
のため 

トータルで８５．７％が満足。
性・年代でみると、男性３０代
を除くと８割以上の満足度を
獲得。ゲームセンター利用
頻度でみると、頻度を問わず
満足度が８割以上と高評
価。過去と比べると、前々
回・前回同様に８割台の満
足度をキープした。 

トータルで３７．４％が満足。 
性別で見ると、男性が女性
のトータル満足度を１割上
回る。ゲームセンター利用
頻度で見ると、利用頻度が
高い層ほど満足度が高い。
過去と比べると、前回の「満
足度」僅かながらアップとな
った。 

72.7 

9.1 

22.7 

13.6 

31.8 

※複数回答可 

全体の 
不満点 

※複数回答可 

不満を示した人は１割以下だ
が、前回同様に「待ち時間」
への不満が最も多い。「会場
の立地」や「入場料」への不
満は減少しているが、「休憩
場所の少なさ」の指摘が増え
ている。 

是非行きたい 
53.6 

やや行きたい 
31.5 

どちらとも言
えない  12.3 

あまり行きた
くない   1.3 

全く行きたく
ない     1.3 

次回の 
来場意向 

トータルで８５．１％が次回
来場意向。性別で見ると、
女性が男性を１割上回る。
女性では年齢を問わず「是
非行きたい」だけでも半数
以上と高評価。ゲームセン
ター利用頻度で見ると、利
用頻度が高い層ほど来場
意向者が多く見られる。 
 

2020.3⑤ 

2018.6② 



 

 

 

 鳥取県で３回目となる地域懇談会。中国地区本部の
石原本部長の主催者挨拶に続き、ＪＡＩＡの説明＆活動
紹介（プロモーションＤＶＤ）を行った後、意見交換が
なされた。 
なお、鳥取県では風適法改正に伴う条例改正（保護者

同伴時の年少者立入時間規制の緩和）が行われておらず、
業界から現場において県外からの帰省客に説明を要する
現状を説明。また、子どもだけでのゲームセンターの立
入を禁止している学校が多い状況で一部に厳しい意見も
出て、業界側では積極的な声かけ等による安心安全な環
境づくりへの努力をアピールするとともに、高齢者の人
間関係構築の場としても機能している実情を報告した。 
 来賓側の主な意見・要望は次の通り。 

◇     ◇ 
◎この２年間、鳥取県でのゲームセンターにおける行政
処分はない。風適法の目的をしっかり理解し推進して
いただいている成果であり、引き続き健全に営業して
ほしい。（県警） 

◎県内の少年補導の延べ件数の６～７割が深夜徘徊。Ａ
Ｍ施設で夜遅く出歩いている少年を見かけたら積極的
に声かけしてほしい。（県警） 

◎最近、子どもたちがゲームセンターでトラブルにあっ
ているという話は聞いていない。非行のたまり場にな
っていないと認識している。（県民会議） 

◎18 時に、子どもたちに向けた退店の店内放送や声かけ
をしてもらっていると聞きありがたい。（ＰＴＡ協議会） 

◎平日はゲームセンターに巡回に行く。小中学生はゲー
ムセンター立入禁止というルールを決めており、いる
のはほとんど高校生。高齢者が多いことに驚いた。昼
間はお年寄りのサロンのようで、違和感がある。（市少
年愛護センター） 

◎学生時代からゲームセンターに行っているが、最近は
雰囲気が変わっている。世間的には以前のイメージが
まだ残っているので、学校側もゆっくりと時間をかけ
ながら理解を深めていくことが大事。（県教育委員会） 

◎高校にｅスポーツで入賞した生徒がいて驚いた。校則
やルールは生徒の実態で変わる。この懇談会を通し正
しい知識を得て帰りたい。（県教育委員会） 

◎多くの中学では生徒だけでゲームセンターに行くのは
禁止。保護者同伴であれば良いが望ましくないという
指導をしている。中学の教員は他校の生徒と繋がりが
できるのをあまり良く思っていない。一番危惧するの
はお金の問題。ゲームセンターで過ごすにはお金がた
くさん必要だと思う。（中学校長会） 

◎小学生だけの立入は禁止、保護者同伴でも出来るだけ
控えてほしいと指導している。努力によってゲームセ
ンターも変わってきているので、条例も時代に即して
変わっても良いと個人的には思っているが、学校から
すると夜まで外で遊んでいるのは問題だと思う。また、
今の親世代の考え方も少し啓発が必要だと学校現場は
感じている。子どもより親が夢中になって子どもが付
き合わされている現状もあり、ゲーム依存症の親は課
題。（小学校長会） 

◎スマホの中には子どもに見せたくない内容もある。ゲ
ームセンターはスマホに比べると健全だと理解した。
（県子育て・人財局） 

◎それぞれの団体で協力できることはしていき、相容れ
ない部分は話し合いながら線を引いていけたらと思う。
（県子ども会育成連絡協議会） 

来賓（１４名） 
鳥取県子育て・人財局 子育て王国課  
課長補佐 山村祐里枝氏 

鳥取県警察本部生活安全部生活環境課 
風俗営業担当係長 竺原 誠司氏 

鳥取県警察本部生活安全部生活環境課 
風俗営業担当主任 青砥 一暁氏 

鳥取県教育委員会事務局 小中学校課 
指導主事 知久馬和紀氏 

鳥取県教育委員会事務局 高等学校課 
指導主事 河口 泰丈氏 

鳥取県ＰＴＡ協議会 事務局長 長尾 志保氏 

鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会 事務局長 荻原 恵子氏 

鳥取県小学校長会 会長 永見 文彦氏 

鳥取県中学校長会 理事長 橋本 浩之氏 

青少年育成鳥取県民会議 推進指導員 川島  忍氏 

青少年育成鳥取市民会議 事務局 北村 知憲氏 

鳥取市少年愛護センター 副所長 田中 祐二氏 

（公社）鳥取県防犯連合会 専務理事 上田 恵樹氏 

鳥取県子ども会育成連絡協議会 事務局長 西山 美幸氏 

主催者（１２名）  

（一社）ＪＡＩＡ 専務理事 柴田  健 

（一社）ＪＡＩＡ 中国地区本部 本部長 石原 雅文 

（一社）ＪＡＩＡ 鳥取県本部 本部長 筒井 雅久 

（一社）ＪＡＩＡ 中国地区本部 事務局長 北田 克夫 

（一社）ＪＡＩＡ 鳥取県本部 事務局長 藤田 聡 他 
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2020.3⑥ 

2018.6② 

中国地区本部（本部長／石原雅文）  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 

2020.3⑦ 

2018.6② 

2019 年で第 25回目を迎えた「ゲームの日」。今回もアミューズメント業界
の社会奉仕活動として、「ゲームの日」に前後してＡＭの出前やＡＭ施設
への招待を行う＜アミューズメント ラブ・エイド＞が例年同様、各県本部
の主導で企画・実施された。（2019 年 11 月号から順次掲載） 

 

 

アミューズメント ラブ・エイド ｉｎ 長野 

日時：2019 年 12月 14 日（土曜日）９時～10時 30分 
場所：「アピナ長野大橋店」（（株）共和コーポレーション運営） 
招待：児童養護施設「三帰寮」(屋島)「恵愛学園」(千曲市) 
 今回で 25 回目、恒例となった児童養護施設の招待。10月の台風被
害の影響で参加を見送った施設もあり、今回は２施設（「三帰寮」児童21
名＋引率職員 6名、「恵愛学園」児童３名＋引率職員 1名）から計 31名
が「アピナ長野大橋店」（長野市）を訪れた。 
 ９時からの開会式の後、店内ゲーム機を無料開放。10時25分の閉会式
まで子どもたちがゲームを楽しんだ。 
 当日は『長野市民新聞社』が取材。12月19日の紙面に掲載された。 
  

アミューズメント ラブ・エイド ｉｎ 鹿児島 

犬伏和章 
本 部 長 

＜主催者コメント＞ 

最初は不慣れそうにしていた子
どもたちもいましたが、次第に緊
張もほぐれ、クレーンゲームなど
を時間いっぱいまでプレイして
いました。 
施設の方にご挨拶した際、「施設
では様々な行事が行われており
ますが、子どもたちが最も楽しみ
にしている行事なので、今年も招
待していただきありがとうござ
いました」「最近沈みがちだった
子が良い表情になりました」など
のお言葉をいただきました。 

景品提供会社 40 社 
菓子・飲料提供 3社 

日時：2020 年 2月 9 日（日曜日）９時～10時 
場所：「タイトーFステーションニシムタ出水店」（出水市） 
招待：スペシャルオリンピックス日本・鹿児島 
 10 回目となった「スペシャルオリンピックス日本・鹿児島」の招待
イベント。今回は「タイトーFステーションニシムタ出水店」にアスリー
ト32名、付添の家族・ボランティア20名の計52名が訪れた。 
 朝８時 45分に集合。主催者挨拶の後、9時から店内を無料開放。1時
間にわたり参加者は各種ゲームを楽しんだ。 
 なお、当日の様子はＫＫＢ鹿児島放送（テレビ朝日系列）で50秒間放
映され、ゲームを楽しむ参加者や「今後もこのような取組を継続したい」
等コメントする鹿児島県本部事務局の柏木事務局長らが映し出された。 
  



 

 

 

提出会員 ４号メーカー 機別 筐体名 機種名 発行日 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ北斗の拳８ 覇王 2020/1/16 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐルパン三世 神々への予告状 2020/1/16 

(株)マインズ 平和 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ルパン三世 イタリアの夢 2020/1/16 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2020/1/16 

(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 2020/1/16 

(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 2020/1/16 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ悪代官 赤鬼Ｘ 2020/1/16 

(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター ぱちんこＣＲ真･北斗無双 2020/1/16 

(株)東プロ Ａ－ｇｏｎ パチンコ プロハンター ＣＲ ＲＡＩＺＩＮＭＡＮ ２０００Ｘα 2020/1/16 

(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 2020/1/16 

(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 2020/1/17 

(株)東プロ エレコ パチスロ ハイパースロット ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ 2020/1/17 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2020/1/17 

(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. 2020/1/17 

(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 2020/1/17 

(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ニューアイムジャグラーＥＸ 2020/1/17 

(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Ⅲ 2020/1/17 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット ＲＥ：ゼロから始める異世界生活 2020/1/21 

(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＲＥ：ゼロから始める異世界生活 2020/1/24 

(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ ﾊﾟﾁｽﾛ ガールズ＆パンツァーＧ～これが私の戦車道です！～ 2020/1/24 

(株)マインズ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌﾞﾛｽ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ミリオンゴッド-神々の凱旋- 2020/1/24 

(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 2020/1/28 

(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∞ 2020/1/29 

(株)アップワード 京楽 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ魔法少女まどか☆マギカ 2020/1/29 

(株)アップワード ニューギン パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐ ＣＹＢＯＲＧ００９ 2020/1/29 

(株)アップワード 藤商事 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐ緋弾のアリアＡＡ 2020/1/29 

(株)アップワード 藤商事 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ地獄少女 宵伽 2020/1/29 

(株)アップワード 三洋 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ大海物語ＢＬＡＣＫ 2020/1/29 

(株)アップワード 平和 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ドロンジョにおまかせ 2020/1/29 

(株)アップワード 平和 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ゴルゴ１３ 2020/1/29 

(株)アップワード ロデオ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ジェットセットラジオ 2020/1/29 

(株)アップワード ネット パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ シンデレラブレイド３ 2020/1/29 

(株)アップワード オリンピア パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 南国育ち 2020/1/29 

(株)アップワード 大都技研 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＨＥＹ！鏡 2020/1/29 

(株)ｵｰｼｬﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ メーシー パチスロ サイクロン 魔法少女まどか☆マギカ２ 2020/1/31 

(株)ｵｰｼｬﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ メーシー パチスロ サイクロン 魔法少女まどか☆マギカ 2020/1/31 

(株)ｵｰｼｬﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 山佐 パチスロ サイクロン モンキーターン 2020/1/31 

(株)ｵｰｼｬﾝ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 三共 パチスロ サイクロン 涼宮ハルヒの憂鬱 2020/1/31 

(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 2020/1/31 

(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 2020/1/31 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/1/31 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ餃子の王将３ 大盛プラス 2020/1/31 

(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 2020/1/31 

(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 2020/1/31 

(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 2020/1/31 

(株)マインズ エレコ パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ春夏秋冬２４００with さくらももこ劇場 2020/1/31 

(株)三田商事 エレコ パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ バジリスク絆 ＰＢＣver 2020/1/31 

(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ アイムジャグラーＥＸ～レインボーver 2020/2/12 

(株)三田商事 銀座 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ パチスロ ディスクアップ 2020/2/12 

(株)三田商事 ビスティ パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐ新世紀ヱヴァンゲリヲン シト、新生Ｇ 2020/2/12 

(株)マインズ ビスティ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ新世紀ヱヴァンゲリヲン シト、新生Ｇ 2020/2/12 

(株)マインズ 高尾 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ銭形平次２ 2020/2/12 

(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴ劇場版魔法少女まどか☆マギカ(新編) 2020/2/12 

(株)マインズ ニューギン パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロサラリーマン金太郎～ＭＡＸ～ 2020/2/12 

(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 エウレカセブン３ 2020/2/12 

「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。 
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<技術委員会メンバー> 
委 員 長 森田栄二 三精テクノロジーズ㈱ 執行役員 

遊戯機械事業本部副本部長 
副委員長 北野 巧  泉陽興業㈱ 技術部副部長 
委員（新） 高橋宏樹  豊永産業㈱ 企画・設計部次長 
委 員   野本雄一  サノヤス・ライド㈱設計部設計課長 
委 員   森永健二  ㈱岡本製作所 常務取締役 
協力委員 馬場圭司  元技術委員長 
協力委員 金田 宏  （一財）日本建築設備・昇降機セ

ンター 認定評価部 副部長 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ﾊﾟﾁｽﾛ ﾀﾞﾝｼﾞｮﾝに出会いを求めるのは間違っているだろう

か 

2020/2/12 

(株)マインズ パイオニア パチスロ ブレイクⅡシリーズ マシマシ３０ 2020/2/12 

(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 2020/2/12 

(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 2020/2/12 

(株)東プロ 銀座 パチスロ ハイパースロット パチスロ ディスクアップ 2020/2/12 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット パチスロ モンキーターンⅡ 2020/2/12 

(株)東プロ メーシー パチスロ ハイパースロット ＳＬＯＴ劇場版魔法少女まどか☆マギカ(新編)叛逆の物語 2020/2/12 

(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. 2020/2/12 

(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 2020/2/12 

(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター ぱちんこＣＲ真･北斗無双 第２章 2020/2/12 

(株)ＪＩＮ 北電子 パチスロ ＪＩＮ みんなのジャグラーＣ 2020/2/13 

(株)ＪＩＮ エレコ パチスロ ＪＩＮ バジリスク～甲賀忍法帖～絆 2020/2/13 

(株)ユンカース 大都技研 パチスロ ベガズラックＡ Ｓ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活Ａ６ 2020/2/14 

(株)ユンカース 三洋 パチスロ ベガズラックＡ Ｓ 聖闘士星矢海皇覚醒ＳＰ－ＫＦ 2020/2/14 

(株)ユンカース 藤商事 パチンコ ベガズラックＡ ＣＲ地獄少女 弐ＦＰＬ 2020/2/14 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲちょいパチ冬のソナタ 39 2020/2/14 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ 新･必殺仕置人 2020/2/14 

(株)アップワード マルホン パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ天龍∞７０００ＶＳ 2020/2/17 

(株)アップワード 三共 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ戦姫絶唱シンフォギア 2020/2/17 

(株)アップワード 大都技研 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/2/17 

(株)アップワード 大都技研 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 押忍！番長 2020/2/17 

(株)三田商事 エレコ パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ バジリスク～絆 ＰＢＣver 2020/2/17 

(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ アイムジャグラーＥＸ～レインボーver 2020/2/17 

(株)三田商事 サミー パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ パチスロ化物語 2020/2/17 

(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 2020/2/19 

(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 2020/2/19 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2020/2/19 

(株)東プロ オッケー パチンコ プロハンター Ｐぱちんこ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 2020/2/19 

(株)東プロ ビスティ パチンコ プロハンター Ｐ新世紀ヱヴァンゲリヲン シト、新生 2020/2/19 

(株)東プロ 京楽 パチンコ プロハンター Ｐ新・必殺仕置人 2020/2/19 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/2/19 

(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Ⅲ 2020/2/19 

(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 2020/2/19 

(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. 2020/2/19 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2020/2/19 

(株)三田商事 エレコ パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ バジリスク絆 ＰＢＣver 2020/2/21 

(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/2/21 

(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/2/21 

(株)マインズ 京楽 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＣＲぱちんこ冬のソナタＲｅｍｅｍｂｅｒ 2020/2/21 

※２０２０年１月１６日～２月２１日の期間に発行したものを掲載。いずれも盤面販売。 

 

 

 

 
日時／２０２０年３月１３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 
出席／６名＋事務局 
１．令和２年度遊戯施設安全管理講習会の開催について 
ＪＡＩＡ主催で例年実施している同講習会は、２０２０年１２        
月１１日（金）、家の光会館（東京都新宿区）にて開催予定。  

２．遊戯施設の離隔距離関係の法令の改正について 
２０２０年３月６日告示、４月１日より施行となる標記について      
（「客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を
受けるおそれのない遊戯施設の客席部分の構造方法を定
める件」）、事務局から説明があった。  

３．国土交通省関連について 
遊戯施設の構造基準及び種類について、検討委員会で見
直し作業が行われたことについて報告があり、事務局からそ
の内容が説明された。 

４．最近の報道記事から、他 
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第１２４回技術委員会 近畿ブロック昇降機等検査協議会・第８７回技術委員会 



 ２０１４年３月２７日制定 
２０１９年９月２６日改正 

（一社）日本アミューズメント産業協会[ＪＡＩＡ] 

１．目的 
 アミューズメントマシンにより提供される景品についてその
種類、内容および営業方法を規定することにより、公正な競
争秩序を確立するとともに、景品提供営業さらにはアミューズ
メント業界の将来に向けた健全な発展に資することを目的と
する。 

２．定義 
 本ガイドラインで規定する景品とは風俗営業適正化法第２
条第１項第５号で規定されるゲームセンター等における営業
において使用される「遊技の結果が物品により表示される遊
技の用に供する遊技設備」で提供される物品をいう。 

３．景品の内容 
①景品の価額 

景品として提供する物品は小売価格でおおむね８００円以
下のものとする。 
小売価格とは、景品専用に開発された商品を除き、一般
市場における価格とする。 
なお、景品専用に開発された物品であっても１個あたりの
価格はおおむね８００円を超えてはならない。 

②景品の種類 
善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持および青少年
の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する観点から、
ゲームセンター等における正常な商習慣に照らし適合す
ると認められる景品に限る。 
また、食品衛生法の遵守および他者の知的財産権を侵害
することがないようすべきである。 
以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター
等に設置されるアミューズメントマシンにおいて提供される
景品として製造・販売・流通してはならない。 
ⅰ たばこ、喫煙器具類およびこれらをモチーフにした物

品 
ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした物品 
ⅲ 医薬品、興奮・めまい・幻覚等の作用を目的とする有

機溶剤や成分を含有する物品 

 

ⅳ 青少年の健全な育成や公序良俗を阻害する内容が
印刷または記録された各種メディア（図書、写真、フィ
ルム、ビデオテープ、ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤなどの記録
メディア類） 

ⅴ 性的な行為の用に供する物品および性器を模した物
品 

ⅵ ショーツ、ブラジャー等の下着類 
ⅶ 金券類および類似品 
ⅷ 食品衛生法に抵触する材料を使用した物品 
ⅸ 偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、

他者の知的財産権を侵害している物品 
ⅹ 心身に危害を与える恐れのある物品（レーザーポイン

ター、刃物類） 
ⅺ 動物愛護の精神に反する恐れのある生物 

４．景品提供の方法 
①クレーン式遊技機等の遊技設備によりクレーンで釣り上げ

るなどした物品で小売価格がおおむね８００円以下のもの
を提供すること。 

②景品は、あらかじめ表示されている物品と同一のものでな
ければならない。 

③景品と異なる高額なものをデモンストレーションとして展示
してはならない。 

④カプセル内に品名や記号を記したチケットなどを入れ、こ
れを景品と交換してはならない。 

⑤提供した景品をもって他の景品と交換してはならない。 
⑥景品が手渡しで提供される仕組みの遊技の場合において

も、本ガイドラインの定めるところにより、景品の取り扱いを
行わなければならない。 

⑦風俗営業適正化法に定めるいわゆる４号営業に用いられ
るパチンコ機、パチスロ機に類する遊技機、メダルゲーム、
ビデオゲーム、フリッパーゲーム機等の遊技機を用いる遊
技においては、景品を提供してはならない。 

５．附則  

このガイドラインは、２０１９年９月２６日から適用する。 

 

●店内もきれいでスタッフさんも親切で丁寧な
ので居心地がいいと思います。毎日たくさんみ
んなでできるイベントが増えるとうれしいで
す。携帯電話がかかってきた時に話せる静かな
場所が近くに 1 ヶ所あると便利かな。（大阪・
３３歳・♀） 

●掃除を徹底しよう。（大阪・２８歳・♂） 
●ストレス解消に良い。（大阪・６９歳・♀） 
●空調ごとに寒いゲーム機がある。店員さんが皆
さん親切でうれしい。（大阪・６０歳・♀） 

●マナーの悪い人が時々いますので、注意してい
ただけたらと思います。（千葉・５８歳・♀） 

●声をかけたら店員はきちんと返事をしてほし
い。月に１回、会員ＩＤを抽選してメダルを何
枚かプレゼントするなどしてほしい。（大阪・
２７歳・♂） 

●スタッフさんが取り方を教えてくれたので無
事景品をＧＥＴすることができました。前から
ずっと欲しかったぬいぐるみだったのでとて
もうれしかったです。また、遊びに来た時はチ
ャレンジします。（鹿児島・２０歳・♀） 

●誕生日の際にメダルプレゼントがあるとうれ
しいです。（愛媛・２５歳・♂） 

●年配向け等にも解りやすい、操作しやすいゲー
ム機や、昔配置されていたゲームを復活させて
欲しい。とにかく楽しめるゲームがあればいい
と思う。（鹿児島・４０歳・♀） 

●メダルの馬が勝たへん。（大阪・４２歳・♂） 
●カウンターに呼び出しボタンを置いてほしい。
カウンターがもう１つあっても良いと思う。
（大阪・１９歳・♂） 

●ゲーム機は、もう少し遊べるように設定を考え
てください。（大阪・６７歳・♂） 

●数年前にやっていた各ゲーム２クレジットの
日をやってほしいです。（鹿児島・２３歳・♂） 

●プリクラからフラッシュがもれている。（鹿児
島・２０歳・♂） 

●常連が定期的に参加できるイベントやリーグ
みたいな催しをしたら売上もある程度変動な
くなるし、お客様自身も顔なじみの人が増えて
楽しいのではないでしょうか。無知な意見です
みません。（鹿児島・２２歳・♂） 

●楽しかった。うれしかった。店員さんの態度が
良かったです。（鹿児島・１５歳・♂） 

●土日の開店時間が早いのはとても良いと思う。
（千葉・４０歳・♂） 
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