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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 

第１３回理事会（対面+リモート） 
日時／２０２１年３月２３日（火）１４時～１５時 

場所／ＪＡＩＡ会議室及び各理事拠点 

【議案】 

１．２０２１年事業計画（案）に関する件 

２．２０２１年収支予算（案）に関する件 

３．キャッシュレス推進事業に関する件 

４．理事交代の件 

５．定時総会開催の承認の件 

６．ＪＡＥＰＯ２０２２に関する件 

【報告事項】 

１．規制緩和の進捗報告 

２．ＪＡＥＰＯオンラインビジネスミーテ

ィング開催結果について 

３．令和２年度遊戯施設安全管理講

習会の開催結果について 

４．統計調査特別委員会委員長の

選任について 

５．事業執行状況の報告について 

６．年度スケジュールについて 

 ＪＡＩＡでは３月２３日、来賓に経済産業省産業機械課
の玉井課長、永井係長をお迎えし、第１３回理事会を開
催した。対面＋リモートでの形式とし、理事２０名（うち
リモート出席８名）、監事２名（うちリモート出席１名）が
出席した。 

 理事会では上記の議案審議と報告が行われた。 
詳細は次号にて掲載するが、新型コロナウイルス感

染症の影響により２０２１年度定時総会も昨年度と同様
対面での会議開催を中止することとした他、「ＪＡＥＰＯ
２０２２」を２月４・５日に予定することを決定した。 

「ＪＡＥＰＯ２０２１オンラインビジネスミーティング」実施報告 

【出展企業】 
■プレミアム出展（３社） 
 ㈱コナミアミューズメント／㈱セガ／㈱バンダイナムコアミューズメント 
■スタンダード出展（７社＋１団体） 
 ㈱アムジー／㈱エイコー／加賀アミューズメント㈱／北日本通信工業㈱ 
 ㈱ＪＩＮ／フリュー㈱／㈱マーベラス／プライズフェア（㈱エイコー／ 
システムサービス㈱／㈱セガ／㈱タイトー／フリュー㈱／㈱BANDAI ＳＰＩＲＩＴＳ） 

開催期間：２月１７日・１８日 各１０時～１７時 

※サイトは２月１７日１０時～２月２１日までオープン 

【来場登録者数】 
総来場登録者数 
   １．５３３名 
【日別来場者数】 
２月１７日：８３５名 
２月１８日：５８９名 
２月１９日：１３２名 
２月２０日：１９名 
２月２１日：１６名 
期間総来場者数 
   １，２２４名 

【来場者アクション】 
◎平均滞在時間 
   １８分３０秒 
◎総資料ダウンロード 
   ３８４６件 
◎問い合わせメール件数 
   ３８件 
 
※チャットは各ブース 別
システムでの集計にな
り、把握できません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時支援金の公募開始について 

お知らせ 

３月８日(月)から一時支援金の公募が始まりましたのでご案内いたします。詳細は下記ＵＲＬからご確認ください。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 
【 概 要 】 

対 象／●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業ま
たは外出自粛等の影響を受けていること
(※) 

    ●２０１９年比または２０２０年比で２０２１年１
月、２月または３月の売上げが５０％以上
減少していること 

※当該宣言発令地域における不要不急の外出・移
動の自粛による直接的な影響を受けていること 

 
給付額／「２０１９年または２０２０年の対象売上」－ 

「２０２１年の対象月の売上×３か月」 
 
上限額／中小法人等＝上限６０万円 
    個人事業者等＝上限３０万円 
 
【お問い合わせ先（申請者専用）】 ０１２０－２１１－２４０ 

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を 
防止するための規定が設けられました 

（新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律 令和３年２月１３日施行） 

 
 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第５号。以下「改正法」という。）
については、第２０４回国会（通常国会）において、令和３年２月３日に可決成立し、２月１３日に施行されます。法改正に
おいては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。 

 新型コロナウイルス感染症に関する差別的な取扱いが報告されています。
こうした偏見や差別は決して許されません。 
〈 事 例 〉 
◎感染したことを理由に解雇される 
◎回復しているのに出社を拒否される 
◎病院で感染者が出たことを理由に、医療従事者が子どもの保育園等の利用

を拒否される 
◎感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する 
◎感染者個人の名前や行動を特定し、ＳＮＳ等で公表・非難する 
◎無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される 

 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよ
う、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。 
国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 
https://corona.go.jp/ 

〈偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ これまでの議論とりまとめ〉 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/gaiyou_henkensabetsu_torikumi.pdf 

新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了 
令和３年３月１８日 

新型コロナウイルス感染症対策本部長  
 新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成２４年法律第３１号）第３２条第１項の規
定に基づき、令和３年１月７日、新型コロナウ
イルス感染症緊急事態宣言をしたところで
あるが、緊急事態措置を実施すべき期間と
されている同年３月２１日をもって、緊急事態
が終了する旨を公示する。 

緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siry
ou/kihon_r_030318_2.pdf 
 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633503.pdf 
 
緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundobou
shisaku_teigen.pdf 
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開催日時／２０２１年３月１２日（金）１４時～１６時３５分 
開催場所／近畿ブロック昇降機等検査協議会 会議室（大阪） 
出 席 者／森田栄二委員長はじめ７名 

遊園施設事業部 
第１２８回技術委員会（近畿ブロック昇降機等検査協議会・第９１回技術委員会） 

１．「令和３年度遊戯施設安全管理講習会」の開催につ
いて 

 事務局が「令和３年度遊戯施設安全管理講習会・開催
のご案内（案）」に基づき、日程等が次のように説明さ
れた。 

 〈開催期日〉２０２１年（令和３年）１２月１０日（金曜） 
 〈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 06-6202-2311 
 〈定員〉１２０名 
 〈受講料〉前回同様とする（ＪＡＩＡ会員６，０００円、建築

行政担当者、東・西日本遊園地協会、日本ウォータ
ースライド安全協会及び定期検査報告書提出会
社９，０００円、それ以外の方１３，０００円） 

 〈申込締切日〉２０２１年１１月１９日（金曜） 
また、「開催のご案内」の冒頭の文章を見直す他、講習
科目について、過去の実績等を考慮し以下の通りとす
ることを決めた。 
◎第１講座…森田栄二委員長と事務局で検討する。 
◎第２講座…「遊戯施設の維持保全計画と運行管理」 
     （従来通り、（一財）日本建築設備・昇降機セ

ンターの金田宏副部長に依頼する） 
◎第３講座…「遊戯施設の技術概論」の２講座に関して

は、次回委員会までに各委員が検討の
うえ、事務局にメールで提案する。 

２．遊戯施設安全管理マニュアルの改訂について 
 標記議題審議については、平成３０年１２月２６日開催の

第１１８回（近畿第８１回）以来。確認も兼ねはじめから検
討を行った後、今回の内容を踏まえ各委員において再
度検討のうえ意見及び訂正等があった場合、事務局
にメールで連絡することとした。 

 なお、金田宏協力委員に確認を要する項目が数点あ
るため、事務局から確認することとした。（※３月１５日
に実施） 

３．次回委員会の開催について 
 次回（第１２９回技術委員会＆近畿第９２回技術委員会）

は、７月２１日（水）、近畿ブロック会議室において開催す
ることとした。（詳細については事務局から後日、メー
ルで連絡） 
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Ｗｅｂで「遊戯施設技術基準の解説（２０２０年追補版）」説明会 
 遊戯施設の客席にいる人が他の構造部分に触れて危害を受ける
事故が発生したことを受け、国土交通省では、遊戯施設の客席部分
に係る構造基準を明確化。建築基準法施行令第１４４条第１項第三号
ロを「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うけ
るおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用い
るもの」と規定した上で、具体的な構造基準を令和２年国土交通省
告示２５２号で定め、同年４月１日より施行した。 
 これを受け、（一財）日本建築設備・昇降機センターでは、同告示の
内容を広く周知するため、「遊戯施設技術基準の解説（２０２０年追補
版）」の説明会（Ｗｅｂ説明会）を開催。令和３年１月１８日（月）～１月２９
日（金）の配信期間中、遊戯施設に携わる関係者らが各自都合の良
い日程で参加した。 
 説明会（Ｗｅｂ、約５０分）の内容は以下の通り。テキスト『建築基準法
及び同法関連法令〈遊戯施設技術基準の解説〉２０２０年追補版』は、
編集＝（一財）日本建築設備・昇降機センター／（一社）日本アミュー
ズメント産業協会、編集協力＝国土交通省住宅局建築指導課。受講
受付受理者（誰でも参加可）に順次発送。あわせてログイン用ＵＲＬが
メールで送信された。 
 
〈講習内容〉 

①令和２年国土交通省告示第２５２号制定の経緯について 
      （講師／国土交通省住宅局建築指導課 田中係長） 
  ②令和２年国土交通省告示第２５２号の解説 
        （日本建築設備・昇降機センター 金田副部長） 
〈参 加 費〉無償  〈定 員〉テキスト配布の関係上、３００名 
〈申込期間〉令和２年１２月７日(月)１０：３０～１２月２５日（金）１７：００ 
〈配信期間〉令和３年１月１８日（月）１３：００～１月２９日（金）１７：００ 



 

 

 

 

 

 

 

【これまでのキャッシュレス対応に向けた JAIAの取り組み】 
◎電子マネー決済端末の規格統一に向けた分科会を設立（２０１９年７月） 
◎次世代端末における決済システムの規格標準化を合意し、ＪＡＥＰＯで発表（２０２０年２月） 
◎「ＱＲコード決済推進特別委員会」を再編し、「キャッシュレス決済推進特別委員会」として活動を開始（２０２０年 4 月）
 
【現在の課題】 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

アミューズメント施設
における 

キャッシュレス決済 
導入効果 

 

 

アミューズメント施設の「キャッシュレス決済普及」に向けた取り組みについて 

 ＪＡＩＡキャッシュレス決済推進特別委員会（内田慎一委員長）は、ＡＭマシン事業部から１８社・総勢１２０名
（２０２０年１１月現在）の委員が参画し、ＡＭ業界におけるキャッシュレス決済全般に関わる規格標準化や共
通商品マスタ策定、データベースの構築など普及に向けた業界の課題対応を行い、必要な決済インフラ
の整備・構築を行うことでＡＭ業界の経営基盤強化及び継続的な発展を目標として活動しております。 

JAIA 
 

オペレーター 
◎施設経営の近代化対応と合わせて、互換性のない複数社の電
子決済システムが存在することで導入コストが高止まりし、オ
ペレーターの導入意欲を抑制しています。 

◎決済ブランドの普及キャンペーンやマイナポイント事業など、
国内のキャッシュレス利用推進キャンペーンに参加できず、業界
全体が取り残されていることから販売機会を逸失しています。 

 

メーカー 
◎ＡＭ機においてコイン単位をベースとしたゲーム
機はほぼ考えつくされ、新たな遊び方の提案や
オペレーション改善の提案ができていません。 

◎ゲーム筐体を各社のキャッシュレス決済プラット
フォームに対応させる必要があり、開発コストが
増大しています。 

 

メーカーへの効果  
◎ＪＡＩＡ標準規格に準拠した「決済端末が組み込まれた
新型筐体」の開発が可能となります。 

１．利便性や感染予防対策の向上だけでなく、ゲーム機側
からのキャッシュレス制御(ゲーム内課金)によって、コン
テンツやネットワークと組み合わせた新しい遊ばせ方
の提案ができるようになります。 

２．ゲーム機やシステム側で、店員が作業する仕事（集金・売
上確認など）を代行させることができるようになります。 

オペレーションへの効果  
◎キャッシュレス決済システムの導入が容易になります。 
１．決済端末価格の低廉化促進と各種決済手数料の低廉
化が促進されます（現行システムとの互換も確保）。 

２．ハードウェアの規格統一により、決済端末取付けが省力
化できます。 

３．キャッシュレス決済導入によるオペレーションの様々な
メリットを授受できます。 

 

【キャッシュレス決済の導入効果】 
キャッシュレス決済推進特別委員会が取り組む事業は、業界の様々なコスト削減に寄与するとともに経営の高度化

を推進し、業界全体のエコシステムの構築を推進します。 

【解決策とＪＡＩＡの取り組み】 
 ＪＡＩＡではＡＭ業界を中心としたキャッシュレス決済基盤の総合化・規格の標準化などインフラを整備し、これらの課
題解決に繋がる基礎を構築するための活動を行っています。以下、具体的な取り組みです。 

 ① ゲーム機や通信規格の標準化  
キャッシュレス環境に最適化したハ

ードウェアの仕様、通信規格やデータ
連携フォーマットの統一を行い、ゲーム
筐体と各種システム間の連携をシーム
レスに接続するための業界標準規格の
作成を行っています。 

② 業界共通の商品・ 
店舗データベース構築 

業界標準となる商品マスタな
どを整理し、ＡＭ業界全体で利用
する共通データベースシステム
の検討と開発を推進していま
す。 

③ 施設のキャッシュレス導入や
情報化対応に必要な環境整備 

委員会活動の成果物を活用
し、ＡＭ施設へのキャッシュレスシ
ステムの導入支援やＩＴ化の導入
支援、有効な活用の提案を行い
ます。 
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施設経営の高度化や業界全体への効果 
◎アミューズメントＰＯＳシステムと組み合わせて、施設運営の情報管理を可能にします。 
１． 様々な決済手段の売上を自動で収集し、リアルタイムで集計分析が可能となります。 
２． プライズやメダルなど管理が難しかった領域で、様々な分析が可能となります。 
３． 在庫管理、納品管理を正確に行い、施設の在庫管理業務の効率化が可能となります。 
4． 本社・店舗間における運営や管理業務が標準化され、「手作業」、「手計算」ベースで行っていた業務の効率化が

可能となります。 
５． 施設管理業務のスリム化によって、店員の最適な配置や接客時間の向上施策が可能となります。 
 
◎市場変化への対応 
１． １００円玉が根幹となっているビジネス構造からの脱却が可能となります。 
２． クーポンや特定顧客向けサービスなど、顧客価値に直結するマーケティング活動が可能になります。 
３． 将来の税制対応やデジタル通貨など社会変革への柔軟な対応が可能となります。 
４． 景品・サプライの共同発注システムや共同配送システムなど、アミューズメント全体のエコシステムの構築が可

能となります。 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「高濃度 ＰＣＢ廃
棄物」という。）については、国が全額出資した特殊会社であ
る中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」とい
う。）を活用し、地元の理解と協力の下、全国５か所の処理施
設を活用して処理が行われているところです。 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法（平成１３年法律第６５号）においては、ＪＥＳＣＯの
処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の１年前を処
分期間の末日として規定しています。北九州事業地域の変
圧器、コンデンサー等については平成３１年３月末日までに
処理が完了しており、今後は大阪事業地域の変圧器、コンデ
ンサー等及び北九州・大阪・豊田事業地域の安定器、汚染
物等が令和３年３月末に処分期間末を迎えるなど、他の事
業地域においても順次処分期間が到来することとなります。 

この度、環境省において、これまで各都道府県・各政令
市において行われてきた管内における未処理の高濃度 
ＰＣＢ廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査
における、変圧器、コンデンサー、安定器等のＰＣＢ廃棄物
の主な発見事例について整理を行うとともに、北九州事業
地域において上記の処理完了後に発見され、継続保管と
なっている事例についても主なものについて整理が行われ
ました（別添）。 

つきましては、別添も参照の上、管理する施設において、
高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管等をしていないかあらためて確
認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期
にＪＥＳＣＯに処分委託手続き等を行っていただくことを周
知徹底していただくようお願いします。 

〈添付資料（別添）〉 

「掘り起こし調査等における高濃度ＰＣＢ廃棄物・機器の発見事例」 
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery_case.pdf 

「計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例」 
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/storage_case.pdf 

■お問合せ先 

環境省環境再生・資源

循環局ＰＣＢ廃棄物処理

推進室 

ＴＥＬ０３-６４５７-９０９６ 
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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)アップワード ビスティ パチスロ APRECIVE ヱヴァンゲリヲン１３ 2020/12/24 

(株)アップワード 大都技研 パチスロ APRECIVE 政宗２ 2020/12/24 

(株)アップワード アクロス パチスロ APRECIVE ハナビ 2020/12/24 

(株)アップワード 三洋 パチンコ APRECIVE ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2020/12/24 

(株)アップワード 三洋 パチンコ APRECIVE Ｐ魔法少女リリカルなのは 2020/12/24 

(株)アップワード ニューギン パチンコ APRECIVE ＣＲ真・花の慶次２ 2020/12/24 

(株)アップワード ニューギン パチンコ APRECIVE Ｐ花の慶次～蓮 2020/12/24 

(株)アップワード サミー パチンコ APRECIVE ＣＲ真・北斗無双 2020/12/24 

(株)アップワード サミー パチンコ APRECIVE Ｐ交響詩篇エウレカセブン 2020/12/24 

(株)アップワード オッケー パチンコ APRECIVE Ｐぱちんこウルトラ６兄弟 2020/12/24 

(株)アップワード 三共 パチンコ APRECIVE ＰＦ戦姫絶唱シンフォギア２ 2020/12/24 

(株)アップワード 三共 パチンコ APRECIVE ＰＦマクロスΔ 2020/12/24 

(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 2020/12/24 

(株)アップワード 三共 パチンコ APRECIVE ＣＲフィーバーパワフル DX 2020/12/24 

(株)アップワード 平和 パチンコ APRECIVE ＣＲ黄門ちゃま～神盛 JUDGMENT～ 2020/12/24 

(株)アップワード 平和 パチンコ APRECIVE ＣＲめぞん一刻～約束～ 2020/12/24 

(株)ユンカース 京楽 パチンコ ベガスラック Ｐぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ２H５ 2021/1/7 

(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 2021/1/14 

(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２ 2021/1/14 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ミリオンゴッド-神々の系譜-ZEUS Ver. 2021/1/14 

(株)マインズ アムテックス パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲトキオスペシャル 2021/1/14 

(株)マインズ ＪＦＪ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ遠山の金さん２ 遠山桜と華の密偵 2021/1/14 

(株)三田商事 三洋 パチスロ REACHαシリーズ パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒ＫＨ 2021/1/14 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ スーパーミラクルジャグラーKU～おみくじ ver 2021/1/14 

(株)三田商事 三洋 パチスロ REACHαシリーズ パチスロ笑ゥせぇるすまん３KJ 2021/1/14 

(株)三田商事 ベルコ パチスロ REACHαシリーズ スーパービンゴ(４号機) 2021/1/14 

(株)ユンカース サミー パチンコ ベガスラック A ＣＲ偽物語 2021/1/15 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/1/15 

(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 2021/1/20 

(株)マインズ 銀座 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ディスクアップ 2021/1/20 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ スーパーミラクルジャグラーKU～おみくじ ver 2021/1/20 

(株)三田商事 三田商事 パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこミリオンチャレンジ 2021/1/20 

(株)マインズ アムテックス パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲトキオスペシャル 2021/1/20 

(株)マインズ ＪＦＪ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ遠山の金さん２ 遠山桜と華の密偵 2021/1/20 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ミリオンゴッド-神々の系譜-ZEUS ver. 2021/1/26 

(株)ユンカース ビスティ パチンコ ベガスラック A Ｐ新世紀エヴァンゲリオン～シト、新生Ｇ 2021/1/26 

(株)ユンカース 大都技研 パチスロ ベガスラック A Ｓ押忍！サラリーマン番長２A２ 2021/1/26 

(株)ユンカース サミー パチスロ ベガスラック A Ｓエウレカセブン３ HIEVO ZR 2021/1/26 

(株)ユンカース サミー パチスロ ベガスラック A Ｓ物語セカンドシーズン XA 2021/1/26 

(株)ユンカース パオン・ディーピー パチスロ ベガスラック A Ｓいろはに愛姫ＰＡ５  2021/1/26 

(株)ユンカース オーイズミ パチスロ ベガスラック A Ｓパチスロオーバーロード YX 2021/1/26 

(株)ユンカース 銀座 パチスロ ベガスラック A ディスクアップ/ＺＳ 2021/1/26 

(株)アップワード 三共 パチンコ APRECIVE ＰＦ戦姫絶唱シンフォギア２ 2021/1/26 

(株)アップワード 京楽 パチンコ APRECIVE ＣＲ冬のソナタ Remember 2021/1/26 

(株)アップワード ＪＦＪ パチンコ APRECIVE Ｐとある魔術の禁書目録 2021/1/26 

(株)アップワード サミー パチンコ APRECIVE ＣＲ聖戦士ダンバイン 2021/1/26 

(株)アップワード ニューギン パチンコ APRECIVE Ｐうる星やつら 2021/1/26 

(株)アップワード 藤商事 パチスロ APRECIVE パチスロ地獄少女 宵伽 2021/1/26 

「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)アップワード ＯＺ パチスロ APRECIVE ＯＺ－１ 2021/1/26 

(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Ⅳ 2021/1/26 

(株)東プロ 北電子 パチスロ ハイパースロット ゴーゴージャグラー２ 2021/1/26 

(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 2021/1/26 

(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 2021/1/26 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/1/26 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ悪代官 赤鬼Ｘ 2021/1/26 

(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 2021/1/26 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ ニューアイムジャグラーEX-C 一撃 ver 2021/1/26 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ マイジャグラーⅣ 2021/1/26 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ マイジャグラーⅣ 2021/2/2 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ 政宗２ 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(株)三田商事 平和 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲ不二子～Lupin The End～ 2021/2/2 

(株)三田商事 三共 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲＦ戦姫絶唱シンフォギア 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(株)三田商事 藤商事 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲ遠山の金さん 二人の遠山桜 FPU 2021/2/2 

(株)三田商事 藤商事 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲ仄暗い水の底から 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(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(物語)シリーズ セカンドシーズン 2021/2/2 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ファンキージャグラー 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ニューアイムジャグラーＥＸ 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2021/2/2 

(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 2021/2/2 

(株)ユンカース サミー パチスロ ベガスラック A Ｓエウレカセブン３ ＨＩＥＶＯ ＺＲ 2021/2/2 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/2/9 

(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 2021/2/9 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2021/2/9 

(株)東プロ ミズホ パチスロ ハイパースロット アナターのオット！？はーです 2021/2/9 

(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 2021/2/9 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ ニューアイムジャグラーＥＸ－Ｃ～一撃 ver. 2021/2/9 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ ニューアイムジャグラーＥＸ－Ｃ～一撃 ver. 2021/2/9 

(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 2021/2/9 

(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 2021/2/9 

(株)マインズ 銀座 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ディスクアップ 2021/2/9 

(株)マインズ アクロス パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2021/2/12 
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※２０２０年１２月２１日～２０２１年２月１２日の期間に発行されたものを掲載。いずれも盤面販売。 

開会式当日 閉会式当日 

東京２０２０  
オリンピック・パラリンピック開催に合わせて ２０２１年の祝日が移動します 

東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックの開催期間中、特に開会
式と閉会式が行われる日は、多
くの大会関係者が移動するた
め、道路や鉄道の大幅な混雑が
見込まれます。そこで、アスリー
ト、観客等の円滑な輸送と、経済
活動、市民生活の共存を図るた
め、「２０２１年限定」の特例として 
右記の通り、祝日の移動が実施されます。 

 



 

２０ １ ４年３月２７日制定  
２０ １ ９年９月２６日改正  

（一社）日本アミューズメント産業協会 [ＪＡ Ｉ Ａ ] 
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。 

 

●機械がたくさんあって、店に入った時にとても
ワクワクした。体験メダルを配布してくれるの
はありがたいが、小さい子どもが遊べるゲーム
があるといいと思う。大人はとても楽しめまし
た。（北海道・３７歳・♂） 

●ゲームの配置がよく変わるのでたまに探す。メ
ンテが良くしてあるので気兼ねなく遊べる。不
具合の対応が良い。トイレ付近のゲームの近く
に両替機なしでビミョーに不便。音ゲーの音量
調整をもう少しちゃんとしてほしい。イヤホン
ジャック付きは少し小さめ、ついてないものは
大きめなどの調整を。（群馬・３４歳・♂） 

●メダルの早割が 11時までなのでぎりぎり間に
合って助かりました。（埼玉・３５歳・♀） 

●店員さんの対応が親切で居心地がよかったで
す。またこのお店に来てみたいと思いました。
（群馬・４４歳・♀） 

●店員さんが親切に対応してくれて思う存分楽
しめました。また群馬に来たらこのお店に遊び
にきます。（沖縄・３９歳・♀） 

●体験チケットで遊べるゲーム機を増やしてほ
しいです。（群馬・６２際・♀） 

●子どもと一緒だと楽しめず。（愛知・40歳・♀） 
 

●空気がきれいなので女性でも長時間いられて
とってもいいです。手を拭くおしぼりを捨てる
所がもう少し多いといいなと思いました。（群
馬・３１歳・♀） 

●クレーンゲームで商品を動かしてほしい時に
店員さんが察知して来てくれて、取りやすい向
きにしてくれてよかった。あとはもっと「取り
やすさ」とか表記してほしいです。（群馬・２３
歳・♀） 

●良かった点。スタッフの方の対応が素晴らし
い。だから、悪い点はなし。（愛知・４０歳・♂） 

●甘々台の設置。珍しい台の設置。それを希望し
ます。（愛知・３１歳・♀） 

●窓ガラスがいつもきれいに清掃されているの
には感心します。（京都・２１歳・♂） 

●新しいゲームは覚えられないので、かなり古い
ゲーム機（１０数年前のものとか）があれば、
いい！！（北海道・６９歳・♀） 

●メダルを盗む人がいるので対策をどうにかし
てほしい。他店で「昼休憩します」のプレート
がありました。そういうものを導入してほし
い。毎月〇日はＪＰ最高枚数でスタート等のイ
ベントをしてほしい。（北海道・３７歳・♀） 
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