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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 info@jaia.jp 

「飛沫防止用のシート」に係る火災に 
       ご注意ください！ 

自動火災報知設備の
感知器が有効に感知
しないおそれのある例 

飛沫感染防止のため
のシートが照明器具に
接触している例 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシート（以下「シー
ト」）の設置が増えているところですが、先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火
したところ、シートに着火する火災が発生しました。 
 シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、シート設置の際は、このような火災が発生し
ないよう下記の留意点をご参照ください。 

１． 火気や熱源となるものの近くには設置しない 
シートは火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないよう努めること。 

２． 燃えにくい素材のシートを設置する 
熱源の近くに設置することが感染予防対策上必要な場合にあっては、燃えにくい素材（難燃性、不燃性、防炎
製品など）を使用すること。同じ素材であれば、薄いフィルム状に比べて板状のものの方が防火上望ましい。 

３． 消防用設備等の障害になっていないか確認する 
店舗の規模や用途などによって、消防法令で消防用設備等の設置が義務付けられているが、飛沫防止用のシ
ートを自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッド付近に設置すると、火災が発生した際、火災
を有効に感知しない場合や散水障害となる場合があるので十分に注意すること。また、火災等発生の際、避
難に支障のないよう設置する（避難口誘導灯などが見えにくくなる場所、避難経路になる通路は NG）。 

４． 設置について不明な点は、消防署に相談する 
シート設置について不明な点があれば、管轄の消防署または消防局予防課に相談すること。 

 
  なお、手指の消毒用アルコールについても、火気により引火しやすく、また、消毒用アル

コールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合に
は注意が必要。危険を避けるため以下の３点が呼びかけられています。 
・火気の近くで使用しないこと。 
・詰め替えを行う場所では換気をすること。 
・直射日光が当たる場所に保管しないこと。 

「ゲームセンター」における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（5月14日策定）改定
ＪＡＩＡでは、８月１７日、主に「新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA」のインストール・利用促進を

追記した内容でガイドラインを改定しました。詳細は、ＪＡＩＡホームページをご参照ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■７月 16 日 第２回新型コロナウイルス感染症対策分科会（内閣官房 HP） 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html 

■業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧（内閣官房 HP） 
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

■持続化補助金について（独立行政法人 中小企業基盤整備機構 HP） 
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf 

■新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年５月 25 日変更）（内閣官房 HP） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf 

■人との接触を８割減らす、10 のポイント（厚生労働省 HP） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf 

■新型コロナウイルスについての相談・受診の目安（厚生労働省 HP） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html 

■新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために（厚生労働省 HP） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf 

■新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け）（厚生労働省 HP） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

■新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策（経済産業省 HP） 
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html  

■新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省ＨＰ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

■（感染症対策へのご協力をお願いします（チラシ）（内閣官房 HP） 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

経済産業省よりお知らせ  -令和２年７月２９日- 

 新型コロナウイルス感染症については、新規感染者の増加がみら
れ、社会経済活動を維持しつつ、メリハリのきいた感染防止策に取り
組むことが急務となっています。こうした中、最近は、バー・クラブ
など接待を伴う飲食店はもとより、いわゆる飲み会、会食等の場でク
ラスターが発生しており、飲食店等におけるクラスターの発生を防止
するための取組を強力に推進していく必要があるとされています。 
 こうしたことを踏まえ、今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症
対策推進室において、「飲食店等におけるクラスター発生防止のため
の総合的取組」が取りまとめられました。 
 本方針では、職場に関連したクラスター発生を防止するため、経済
団体等と一体となった取組強化の方針が定められています。周知徹底
の上ご協力お願いします。 

記 
１． 業務後に大人数で会食や飲み会を行うことを控えること。 
２． 会食等で飲食店等を利用する場合には、今後運用の拡大が見込ま

れる、生活衛生関係の業界団体が確認した上で発行するポスター
やステッカーのほか、飲食業界が策定している感染防止ガイドラ
インに対する自己適合宣言マーク等の表示に留意すること。 

３． 「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のダウンロード
や、感染者が発生した店舗を利用者に通知するためのシステムを
地方自治体独自に導入している場合には当該システムの利用に
ついて、事業の公益性を踏まえつつ、自社従業員はもとより、取
引先企業にも推奨すること。 

４． テレワーク、時差出勤、自転車通勤を推進すること。 
５． 体調がよくない従業員を出勤させないこと。      以上 
 

厚生労働省 

新型コロナウイルス接触確認アプリ 

ＣＯＣＯＡ 
COVID-19 Contact Confirming Application 

アプリのインストールや 
詳しい情報はこちらから 

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/cocoa_
00138.html 
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「光の移動を活用して景品の提供を行うプライズマシン」の 
審査停止について 

  
ＪＡＩＡでは、プライズマシンの審査制度を設け、会員各位が「クレーン機構を用いないプライズマシン」を新規に製

造・販売する際は、ＪＡＩＡ法規部において製品企画の段階で機構・仕様が風適法への適合性について審査を行い、プラ
イズマシンの健全性を保持しております。 

このたび、この審査の過程で、「光の移動を活用して景品の提供を行うプライズマシン」に関し、いくつかの懸念が
生じました。 

・ 光の移動速度について速すぎる設定があり、技術介入できない仕様が見受けられること 
・ 移動速度にゆらぎが設定されており、偶然性の高い仕様が見受けられること 
・ 光の停止する精度にばらつきがある設定があり、「すべり」があるように見受けられること 

 法規部では、これらの懸念に関し「光の移動速度制限」、「ゆらぎ表現」や「すべり」の禁止などを盛り込んだ規程の
策定を検討したものの、機構・仕様の確認やソフトの解析などＪＡＩＡが現時点で対応できる水準を超える検証が必要
となることから、これら問題点の解消ができないと判断しました。 
 このため、法規部は当面の間、「光の移動を活用して景品の提供を行うプライズマシン」について審査の受付を停
止することといたします。 
 なお、「光の移動を活用して景品の提供を行うプライズマシン」であっても、すでに承認を受けている製品について
はアミューズメント施設での継続使用が認められましたことを申し添えます。 

 

 

 

 

ＪＡＩＡ会員の皆さまへ 

【お問い合わせ】 
ＪＡＩＡ事務局（プライズマシン審査担当：片岡、菊池）  ＴＥＬ０３-３５５６-５５２２ 

スポーツ施設の照明 公園の照明 体育館の照明 

 ２０１７年８月に「水銀に関する水俣
条約」が発効し、「水銀による環境
の汚染の防止に関する法律」が施
行されました。一部の特定水銀使用
製品については、その製造、輸出及
び輸入を禁止する措置が２０１８年１
月１日から始まっていますが、２０２０
年１２月３１日から開始される規制に
より、一般照明用の高圧水銀ランプ
の製造及び輸出入は、その水銀含
有量にかかわらず原則禁止となり
ます。 
※２０２１年以降も、一般照明用のＨＩＤ
ランプのうちメタルハライドランプ、
高圧ナトリウムランプ、バラストレス
水銀ランプの製造・輸出入は可能で
す。なお、この規制は一般照明用の
高圧水銀ランプの使用、修理・交換
及び販売を禁止するものではあり
ません。 

■ 一般照明用の高圧水銀ランプの使用場所 
 高圧水銀ランプは、公園、商店街、道路などの屋外や、スポーツ施
設、体育館、工場などの高照度が必要な場所で使用されています。(上
写真参照) 
■ 高圧水銀ランプの見分け方 
 製品本体、パッケージ及び取扱説明書に、水銀を使用している旨が
表示されている場合があります。製品本体などに表示がない場合も、
製品のウェブページやカタログ等で確認が可能です。 
■ 代替製品への切り替え 
 一般照明用の高圧水銀ランプの代替製品としては、メタルハライド
ランプ、高圧ナトリウムランプ及びＬＥＤ照明などがあります。代替製品
の使用に際しては、ランプに合わせた照明器具への交換も必要となる
ため、計画的な切り替えをお勧めします。 
■ 高圧水銀ランプの適正処分 
 高圧水銀ランプの廃棄の際は、廃棄物処理法に沿って適正に処理し
てください。収集・運搬業者、処分業者については、廃棄情報ネットの
「さんぱいくん」（処理業者検索サイト）や「優良さんぱいナビ」（優良認
定業者検索サイト、下記ＵＲＬ）などを活用いただけます。 
 ご不明な点は、各地方自治体の産業廃棄物担当課へ。 

 <http://www.sanpainet.or.jp/> 

【お問い合わせ】  環境省 環境保健部 水銀対策推進室   ＴＥＬ０３-５５２１-８２６０ 
              経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 ＴＥＬ０３-３５０１-００８０ 
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構   成 

【リモートパネルディスカッション】 
<主催者挨拶> 

     内閣府特命担当大臣  衛藤晟一氏 
<コーディネーター> 

     兵庫県立大学  竹内和雄氏 
<パネリスト> 

     町田第五小学校  五十嵐俊子氏 
     イーランチ  松田直子氏 
     ツイッタージャパン  服部聡氏 
     フェイスブックジャパン  小堀恭志氏 
【コーディネーター説明資料】 
兵庫県立大学環境人間学部准教授  竹内和雄氏 
（ネット問題の現状、対策、課題など） 
【パネリストの取組資料】 
東京都町田市立町田第五小学校 校長  五十嵐俊子氏 
テーマ「小学生から身に付けておきたい情報活用能力」 
特定非営利活動法人イーランチ 理事長  松田直子氏 
テーマ「スマホのある子育てを考えよう」 
ツイッタージャパン株式会社 公共政策本部長  服部聡氏 
テーマ「Twitter の安全性への取り組み」 
フェイスブックジャパン株式会社 執行役員公共政策統括 
小堀恭志氏 
テーマ「インターネット利用において自らの身を守るために
～スマホ時代の利用者へ～Facebook における取り組み」 

青少年の非行・被害防止対策公開シンポジウム 

閲  覧 
ください 

 毎年７月は、内閣府主唱の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（2020
年６月号参照）。内閣府では、例年月間中にシンポジウムを行っていますが、今
年は新型コロナウイルス感染症の影響により無観客で「リモートパネルディスカ
ッション」を実施し、その模様をホームページに掲載しています。 
 テーマは「インターネット利用に係る性被害等から子どもを守るために～スマ
ホ時代の保護者へ～」。プログラムは下表の通りです。是非、閲覧ください。 

https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/hikouhigai/sympo/s_4/gaiyou.html 
 

第７０回“社会を明るくする運動”  ―法務省― 

法務省主唱の「社会を明るくする運動」は、
すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非
行をした人たちの更生について理解を深め、そ
れぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非
行のない安全で安心な明るい地域社会を築く
ための全国的な運動で、令和２年に70回という
節目を迎えます。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため予定していた企画が
中止となる状況下、例年以上にポスターの掲示、リーフレットの配布
の他、ＳＮＳ等を活用した動画配信など、非接触型の広報活動を年間
通じて積極的に展開する方針。吉本興行の芸人（木村祐一、バッドボ
ーイズ、横澤夏子）がアンバサダーに任命され、特別コラボ企画とし
て、３組が出演するショートムービーや、矢部太郎監修のＬＩＮＥスタン
プ、ＣＭ動画が制作され、７月１日から順次公開されています。 

 http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html 
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第１２６回技術委員会（近畿ブロック昇降機等検査協議会・第８９回技術委員会） 

日時／2020 年７月２2 日（水）１４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／森田栄二委員長はじめ７名 

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「遊戯施設安全管理
講習会」は 12 月開催の方向で企画を進めることとした。
なお、詳細な内容については 12月開催予定の企画・国際
委員会で開催の有無も含め決定するとの報告があった。 
２．遊戯施設の離隔距離関係の法令の改正について 
 遊戯施設の離隔距離に関する国土交通省告示第 252号
「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」（2020 年４月１日施行）の第１・四号に
ついて、設計者が作図して決定する安全な離隔範囲に関
し、解説案として以下が加えられたことが説明された。 
 この場合の人体体格寸法はアメリカの Henry Dreyfuss

の寸法を採用することとされているが、当該遊戯施設
を利用する人の体格の上限を定めているような場合
にあっては、当該上限の体格の寸法として、実況に応
じた範囲とする。 

３．令和２年７月８日付け国土交通省からの依頼
について 
 国土交通省より、昨年８月に神奈川県で発生した
コースター事故に関し、社会資本整備審議会昇降機
等事故調査部会において事故調査報告書が取りま
とめられたとの文書が７月８日付けであり、同文書
にて遊戯施設の所有者及び管理者に対し、下記の点
を指導するよう依頼されたことが事務局より報告
され、会員に通知することとした。 

「コースター等の遊戯施設のブレーキの適切な
維持管理について（技術的助言）」 
１．コースター等の車両を制御するブレーキに

ついて、制動力の低下を検知できるよう、製
造業者の設計計算等を参考に、定格積載荷重
及び空車における車両の停止位置の許容限
界を基準として定めるとともに、毎日の始業
前点検等において、所領の停止位置を当該許
容限界と照らし合わせて確認し、適切に管理
すること。 

２．コースター等のうち、車両に取り付けられ
たブレーキフィン（以下「フィン」という。）
が、走路に取り付けられたブレーキライニン
グ（以下「ライニング」という。）を押し広げ
ながら通過することで車両を制動するブレ
ーキを有するものについて、フィンの交換基
準値として定められた厚さに対し、フィンと
ライニングが適切に接触するようライニン
グ間のすき間を管理し、ブレーキの制動力を
十分に確保すること。 

５．その他 
 次回（第 127 回）委員会は 12月４日（金）開催予
定とした。 
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 平成５年度（１９９３年度）の開始以来、２６年の調査
実績を有す『アミューズメント産業界実態調査』。令
和元年度（２０１９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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提出会員 ４号メーカー 機別 筐体名 機種名 発行日 

(株)アップワード サミー パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 2020/5/25 

(株)アップワード 三共 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＰＦアクエリオンＷ 2020/5/25 

(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 2020/5/25 

(株)アップワード アリストクラート パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 巨人の星 2020/5/25 

(株)アップワード ミズホ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ミリオンゴッド 2020/5/25 

(株)アップワード 山佐 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 鉄拳 2020/5/25 

(株)アップワード サミー パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 猛獣王 2020/5/25 

(株)アップワード サミー パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロ北斗の拳 天昇 2020/5/25 

(株)アップワード 大都技研 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＨＥＹ！鏡 2020/5/25 

(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 2020/5/25 

(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～５倍ＢＥＴver 2020/5/25 

(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～３２Ｇver 2020/5/25 

(株)アップワード 三洋 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ大海物語ＢＬＡＣＫ 2020/5/25 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！番長Ａ 2020/5/25 

(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 2020/5/25 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター ＣＲＡトキオプレミアム 2020/5/25 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲぱちんこ冬のソナタＲｅｍｅｍｂｅｒ－Ｋ１ 2020/6/3 

(株)三田商事 マルホン パチンコ REACHαシリーズ Ｐ鳳凰 2020/6/3 

(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 2020/6/3 

(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット 聖闘士星矢 海皇覚醒 2020/6/4 

(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 2020/6/4 

(株)東プロ ディ・ライト パチスロ ハイパースロット 戦国美少女 織田信奈の野望 2020/6/4 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロ ＴＩＧＥＲ ＆ ＢＵＮＮＹ 2020/6/4 

(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２ 2020/6/16 

(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット スーパーミラクルジャグラー 2020/6/16 

(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット 聖闘士星矢 海皇覚醒 2020/6/16 

(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 2020/6/16 

(株)東プロ ディ・ライト パチンコ プロハンター ＣＲ犬夜叉ＪＵＤＧＥＭＥＮＴ∞ＥＸ 2020/6/18 

(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター ぱちんこＣＲ蒼天の拳天羅 2020/6/18 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲスーパー海物語Ｍ５５Ｘ３ 2020/6/18 

(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター ＣＲめぞん一刻～約束～ 2020/6/18 

(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター ＣＲ戦国乙女～花～ 2020/6/18 

(株)三田商事 平和 パチスロ REACHαシリーズ アイムジャグラーＥＸ～レインボーver 2020/6/18 

(株)三田商事 メーシー パチスロ REACHαシリーズ ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ２ 2020/6/18 

(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット スーパーミラクルジャグラー 2020/6/18 

(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット 聖闘士星矢 海皇覚醒 2020/6/18 

(株)アップワード サミー パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ カイジ 2020/6/24 

(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～５倍ベット ver 2020/7/3 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/7/3 

(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 2020/7/3 

(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＦアクエリオンＷ 最終決戦 2020/7/3 

「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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(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ちょいパチ大海物語スペシャル３９ 2020/7/3 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2020/7/6 

(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 2020/7/6 

(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット スーパーミラクルジャグラー 2020/7/6 

(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-AnniversaryEdition 2020/7/6 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！番長Ａ 2020/7/6 

(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 2020/7/6 

(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 2020/7/6 

(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 2020/7/6 

(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. 2020/7/6 

(株)東プロ ニューギン パチンコ プロハンター Ｐ花の慶次～蓮 2020/7/6 

(株)東プロ 京楽 パチンコ プロハンター ぱちんこ冬のソナタ Ｒｅｍｅｍｂｅｒ 2020/7/6 

(株)東プロ タイヨーエレック パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロ北斗の拳 天昇 2020/7/6 

(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 2020/7/6 

(株)東プロ サミー パチスロ ハイパースロット パチスロエウレカセブンＡＯ 2020/7/6 

(株)東プロ エレコ パチスロ ハイパースロット ＳＬＯＴギルティクラウン 2020/7/6 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2020/7/6 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/7/8 

(株)三田商事 パイオニア パチスロ REACHαシリーズ グレートキングハナハナ－３０ 2020/7/8 

(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 2020/7/8 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ マイジャグラーⅡ 2020/7/8 

(株)三田商事 サミー パチスロ REACHαシリーズ 化物語ＺＸ 2020/7/8 

(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 2020/7/14 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2020/7/14 

(株)東プロ サンセイ R＆D パチンコ プロハンター Ｐ牙狼 冴島鋼牙 2020/7/14 

(株)東プロ 大一 パチンコ プロハンター Ｐひぐらしのなく頃に 廻 2020/7/14 

(株)東プロ 大一 パチンコ プロハンター Ｐ天昇！姫相撲 2020/7/14 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター ＣＲＡトキオプレミアム 2020/7/14 

(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 2020/7/14 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍！番長Ａ 2020/7/14 

(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～Anniversary Edition 2020/7/14 

(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 2020/7/14 

(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 2020/7/14 

(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. 2020/7/14 

(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. 2020/7/14 

(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 2020/7/14 

(株)東プロ 藤商事 パチスロ ハイパースロット リング 終焉ノ刻 2020/7/14 

(株)マインズ パオン・ディーピー パチスロ ブレイクⅡシリーズ いろはに愛姫 2020/7/14 

(株)マインズ 三洋 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 Special 2020/7/14 

(株)マインズ 大都 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 政宗２ 2020/7/14 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴギルティクラウン 2020/7/14 

(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 アラジンＡ 2020/7/14 

(株)マインズ ロデオ パチスロ ブレイクⅡシリーズ サラリーマン金太郎(２００１年) 2020/7/14 

(株)マインズ 藤商事 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ遠山の金さん 二人の遠山桜ＦＰＵ 2020/7/14 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ花の慶次～蓮 2020/7/14 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲアニマルパラダイスＺＣＤ 2020/7/14 
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2020年 5月 25日～7月 14 日の期間に発行したものを掲載。いずれも盤面販売。 



 

 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。 
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●店員が神対応。しかし、イスが汚い。ドリンク
バーの衛生面も気になる。（千葉・２０歳・♂） 

●無料メダルクーポンで子どもと自分と二人で
楽しめる（一人分の金額で遊べる）。釣りなど
子どもの力でもゲームの設定が軽くなってい
るので楽しめるのがよい。ただ、平日はすいて
いるが週末は非常に混んでいて、明らかにス
タッフが足りず（システムエラーやカウンタ
ー対応など）、お客も行列。時間かかってイラ
イラしている。（千葉・３６歳・♀） 

●むずかしいとこがいい。（秋田・８歳・♂） 
●たのしい。（秋田・６歳・♂） 
●はじめてでもかんたんに遊べるゲーム。（秋
田・１１歳・♀） 

●小さい子が楽しくかんたんに遊べるゲームほ
しい。（秋田・１０歳・♀） 

 

ユ
ー
ザ
ー
の
声 

今年度の「青少年指導員養成講座・東京会場」（９月９日～１０日予定）、
「青少年指導員養成講座・大阪会場」（１１月１１日～１２日予定）、「全
国情報交換会」（沖縄にて１０月２１日～２２日予定）は中止とさせていた
だきます。ご理解の程よろしくお願い致します。 

お知らせ 

夏季の省エネルギーの取組について 
https://www.meti.go.jp/press/2020/05
/20200527007/20200527007-1.pdf 

令和２年５月 27 日に開催された省エネルギー・省資源
対策推進会議省庁連絡会議において、「夏季の省エネ
ルギーの取組について」が決定されました。 
国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省

エネルギーに関する取組の推進が求められていること
を踏まえ、夏季の省エネルギーの取組の推進に一層ご
努力ください。 

https://www.meti.go.jp/press/2020/

