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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～１４時５５分 

場所／ＪＡＩＡ会議室および 

   各理事拠点 

出席／理事総数２２名中 

    出席理事２０名 

    （うちリモート出席８名） 

   監事総数２名中 

    出席監事２名 

    （うちリモート出席１名） 

 先月号で概要を速報した通り、ＪＡＩＡでは、経済産業省産業機械課の玉井課長、永井係長にご臨席いただき、対面
＋リモート形式で３月２３日、第１３回理事会を開催した。 
 里見治会長の挨拶の後、玉井課長が来賓挨拶。経済産業省産業機械課作成資料『最近の政策トピックス』をもとに、
①「健康経営」（従業員の健康保持・増進の取組が将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を
経営的視点から考え、戦略的に実践すること。各種顕彰制度があり、認定を取得する企業は年々増加）、②「事業再構
築補助金の概要」(中小企業庁の中小企業等事業再構築促進事業。コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅
企業、個人事業主、企業組合等を対象)、③「税制措置」（「グリーン社会」への転換、「デジタル化」への対応、「新たな
日常」に向けた事業再構築、中小企業の足腰強化等を促進するための措置）についてご説明いただいた。 
続いて、里見会長が議長となり次の議案審議・報告が行われた。 

第１号議案 ２０２１年度事業計画（案）に関する件 
 事務局から２０２１年度の事業計画案について説明
があり、原案通り承認可決された。 
第２号議案 ２０２１年度収支予算（案）に関する件 
 事務局から２０２１年度の収支予算案について説明
があり、原案通り承認可決された。 
第３号議案 キャッシュレス推進事業に関する件 
 前回理事会（２０２０年１２月１０日開催）において来年
度以降の事業推進について改めて理事会で協議す
ることが決議されており、これを受け、上山辰美常務
理事が「キャッシュレス決済システムの推進事業につ
いて」の資料に基づき２０２１年度の事業推進計画と支
出予算案に関し説明。原案通り承認可決された。 
第４号議案 理事交代の件 
 浅尾洋光理事からのグループ内人事異動に伴う理
事退任の申し出を受け、事務局から下記の後任理事
候補を推薦することが提案され、原案通り承認可決。
６月開催の定時総会に諮ることとした。 
〈後任理事候補〉  長松芳男氏 

（サノヤス・ライド(株)次期代表取締役社長） 
第５号議案 定時総会開催の承認の件 
 事務局から定時総会の開催に関し、新型コロナウイ
ルス感染症の終息が見いだせないことから、会員の
安全確保のため対面での会議は中止し、書面での議
決権行使により右記の通り開催することが提案され、
原案通り承認可決された。 
 

 期日／２０２１年６月２１日（月） 
 議案／「２０２０年度事業報告、決算報告及び監査報告承認

の件」「辞任に伴う役員選任の件」「報告事項」 
第６号議案 ＪＡＥＰＯ２０２２に関する件 
 事務局から次回ＪＡＥＰＯについて下記の通り開催するこ
とが提案され、原案通り承認可決された。 
 名称／ジャパン アミューズメント エキスポ ２０２２ 
 会期／２０２２年２月４日（金）・５日（土） 
 会場／幕張メッセ（９―１０ホール） 
 主催／一般社団法人 日本アミューズメント産業協会 
 実行委員長／岩屋口治夫氏 

（(株)バンダイナムコアミューズメント取締役） 
【報告事項】 
◎規制緩和の進捗状況(山下滋法規部長が、同部が中心と

なって行っている風適法の規制緩和要望について説明) 
◎ＪＡＥＰＯオンラインビジネスミーティング開催結果につい

て（２０２１年２月１７日・１８日開催。詳細は３月号に掲載） 
◎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

（２０２０年１２月１１日オンライン開催。詳細は昨年１２月号掲載） 
◎統計調査特別委員会委員長の選任について（「ＡＭ産業界

の実態調査」を纏める統計調査特別委員会から、新委員
長に内田慎一常任理事が選任されたことが報告された） 

◎事業執行状況の報告について 
◎年度スケジュールについて（事務局が今後の理事会等の

スケジュールを説明。なお、「賀詞交歓会」は２０２２年１月１４
日(金)１７時３０分～19時、都内ホテルにおいて予定） 



 ２０２１年４月２３日 

関係者各位 

一般社団法人 日本アミューズメント産業協会 

 

緊急事態宣言に伴う「アミューズメント施設営業」に関する対処基本方針について 
政府は、４月２３日新型コロナウイルス感染症拡大の強い対策として新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣

言を東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に、対象となる業種への「休業要請」を発令する予定です。 

また、６県（宮城県、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県）（４月２２日現在）では宣言の前段階にあたる「蔓延（まん

えん）防止等重点措置」を適用しています。 

このような状況下で、宣言発令から施行までの時間が短いため、協会としての対処方針を以下に、お知らせ致します。 

 

（基本方針） 

１．緊急事態宣言の対象地域から発出される内容に基づいた対処をお願い致します 

 ・法律に基づき措置に応じる。 

２．蔓延（まんえん）防止等重点措置の対象地域において、時短営業等の要請があった場合 

 ・可能な限りにおいて閉店時間前倒しによる協力を行う。 

なお、発令期間・対象区域などの延長・追加となる場合も同様の対処を行ってください。 

 

※引き続き業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じてください。 

※また、自治体等から事業者において講じるべき感染防止策が示された場合は、その内容を遵守してください。 

 

今後も政府、行政機関からの要請がありましたら適宜、お知らせ致します。 

当件に関するお問合せは、ＪＡＩＡ本部事務局 ０３－６２７２－９４０１まで 

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３月２８日（令和３年４月１６日変更） 新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210416.pdf 
 
基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィ
ーク」に向けた取組等に係る留意事項等について  

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf 
 
年度当初の研修での留意事項について   内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210323.pdf 

感染拡大防止に向けて適切に御対応くださいますようお願いします 

▷内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 「初音ミク」感染対策ポスター 
※ホームページ（https://corona.go.jp/proposal/）より自由にダウンロード・印刷して使用可能 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等 
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1013654.html 

 
大阪府 緊急事態措置について 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/kinkyuzitai-20210425/index.html 
 

京都府における緊急事態措置 
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/02siryo.pdf 

 
兵庫県～緊急事態宣言発令中 事業者の皆様へのお願い 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_soti.html 
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新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する 
公示の全部を変更する公示 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210423.pdf 



事業主の皆さまへ ～厚生労働省からのお願い～ 

休業支援金・給付金の申請にご協力ください 
◆新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業（シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含

みます）させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持
に努めていただくようお願いします。 

◆一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する「新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金（以下、「休業支援金」）があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。 

 （中小企業については令和２年４月以降の休業、大企業については令和３年１月８日以降〈令和２年１１月７日以降に時短
要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降〉及び令和２年４～６月の休業が対象です。） 

◆申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はあ
りません。 

 ※この確認書類は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第２６条の休業手当の支払義務
について判断するためのものではありません。 

◆休業支援金制度の趣旨を踏まえると、一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由とし
て、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があ
ります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。 

◆休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。 
 

〇詳しくは、厚生労働省ＨＰへ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

〇お電話でのお問合せはコールセンターへ 

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

 電話 ０１２０（２２１）２７６ ※月～金８：３０～２０：００ 土日祝８：３０～１７：１５ 
 

労働者・事業主の皆さまへ 
〈パンフレット〉 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000759316.pdf 

 

政策・方針決定過程への女性の参画拡大について（依頼） 
警察庁生活安全局保安課長 

男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進につきまして、男女共同参画社会基本法に基づき、「第５次男女参画基
本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～」（以下「５次計画」という。）を令和２年１２月２５日に閣議決定しました。 

５次計画では、政策・方針決定過程への女性の参画拡大について、「２０２０年代の可能な限り早期に指導的地位に占め
る女性の割合が３０％程度となるよう目指して取組を進める」こととし、「２０３０年代には、誰もが性別を意識することなく活躍
でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指す」こととしました。 

また、それぞれの分野において、具体的な取組を総合的に実施することによって、政府全体で達成を目指す水準として、
８９項目の成果目標を設けました。 

つきましては、下記の事項にご留意の上、具体的な取組を積極的に進めていただきますようお願いします。 

記 

１．女性活躍推進法に基づく取組の推進について 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」（平成２７年法律第６４号）（以下「女性活躍推進

法」という。）に基づく事業主行動計画の策定等の仕

組を活用し、女性の参画拡大・活躍推進に向けた積

極的な取組を推進するようお願いします。 

 特に、令和元（２０１９）年に女性活躍推進法が改正

され、令和４（２０２２）年４月からは、一般事業主行動

計画の策定や情報公表等の義務の対象が、常時雇

用する労働者が３０１人以上の事業主から、常時雇用

する労働者が１０１人以上の事業主に拡大されること

から、新たに義務の対象となる団体等におかれまし

ては、同法に基づき、適切な対応をお願いします。 

２．積極的改善措置について 

 女性の活躍推進は、少子高齢化に伴う人口減少が深刻化する

我が国において、多様な視点によってイノベーションを促進し、我が

国の経済社会に活力をもたらすものであり、持続的成長のために不

可欠なものです。各主体において、女性の登用、育成に取り組んで

いただくことが重要であり、意思決定過程への女性の参画を促進す

るため、役員登用にクオータ制を導入するなどの積極的改善措置

（ポジティブ・アクション）を実施している職能団体等を参考に、自主

的かつ効果的な積極的改善措置の実施をお願いします。 

 ５次計画においては、民間企業の各役職段階に占める女性の割

合について、令和７（２０２５）年までに、係長相当職を３０％、課長相

当職を１８％、部長相当職を１２％とし、東証一部上場企業役員に占

める女性の割合を令和４（２０２２）年までに１２％とすることを成果目

標として掲げており、これらも踏まえ、積極的な取組をお願いします。 
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鹿児島本部 

お客様が安心して楽しめるよう配慮。 
昨年の緊急事態宣言解除後２店舗オープンで、前年対比アップ。 

来春、鹿児島の繁華街「天文館」の中心に延床４万㎡の新ビル開業 

「県内のＡＭ施設に関し、インバウンドの比重が高い店舗
はコロナ禍でかなりの打撃を受けています。ただ、ＳＣロケ
等もともと客層がファミリー中心の店はそこまでではない。
当社も既存店では前年度売上を割りましたが、新規に２店舗
オープンしたので、全体として対前年比アップしています」 

大見商事は、鹿児島県内を中心として宮崎、京都などで
現在３２店舗（うち４店舗はタイトーのＦＣ）を展開する。昨年
の緊急事態宣言で、３月と４月に開業を予定していた２店舗
は宣言解除後のオープン。「イベントもできませんし、とにか
く店舗を清潔に保ち、お客様が安心して楽しめるよう配慮し
ました」。行政等の指示に従うだけでなく、自主的な時短営
業や休業も行ったという。 

 
 

施設全体イメージ（断面パース） 

犬伏本部長は目下、(株)千日１・４開発の代表取締役社
長として「天文館」エリアの再開発事業に注力している。   

同事業は、南九州随一の繁華街「天文館」の中央に位
置する千日町１番街区・４番街区あわせて６０８７㎡に１５階
建て（延床面積３万６５４６㎡）の複合ビルを整備するもの
で、同社は施設の母体会社。ビル全体は下イラストのよ
うな外観となり、商業（飲食物販）・業務（オフィス）・ホテ
ル・ホール・市立図書館・広場等のゾーンで構成される。 

オープンは２０２２年春を予定。商業ゾーンには１００の
テナントが入り、ホテルはダイワロワイヤル(株)が運営。 
 

既に業務ゾーンには、大企業２社から打診があるという。 
 この再開発構想は犬伏本部長がかねてよりあたためて
きたもの。天文館のランドマーク的存在だった商業施設
「タカプラ」（高島屋開発(株)運営＝犬伏社長）を２０１８年２
月クローズさせ、周辺の地権者と７年前に合意形成。１０％
への消費増税（２０１９年１０月）前に発注した。建物（３０棟）
の解体だけで１年を要し、昨年１月着工。 

「ホールは着座で４００名収容。屋上庭園と連動した新た
な都市機能として整備します。是非、ＪＡＩＡ情報交換会は
また鹿児島で！」と犬伏本部長は笑う。 

▼大見商事が運営するＳＣロケ 

犬伏和章 本部長（5７歳） 
大見商事(株) 
代表取締役 
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大阪本部／京都本部／和歌山本部 

「辛抱の今」を乗りきれば、 
必ずアミューズメントは 

コロナ前より伸びると確信する 

上田 和弘本部長（４９歳） 
(株)アスモ 代表取締役社長 

アスモは大阪を中心に、兵庫、京都、和歌山、滋賀、静
岡で計２０店舗のロケを有している。 

「昨年４月に１回目の緊急事態宣言が発令された際は
全店で１か月休業。休業補償が出ると言っても、1 店舗分
の家賃にもなりませんし、給料は減らすことなく出しま
したから、きつかったですね」。 

それまで大阪繁華街のＡＭ施設は、「外国人でもって
いて、コロナ前は絶好調。対前年比で各店１００％を超え、
特にミナミは過去最高を更新していた」状況。外国人
（半数以上が中国人）観光客の動きとして、ＵＳＪ目当て
に大阪に来て、ミナミのビジネスホテルに宿泊し、大阪
城や道頓堀を巡る。その合間にＡＭ施設、ドラッグストア
を利用するのが一般的なパターンで、「来店された中国
人のお客様は、クレーンゲームの景品の質の良さ、精巧
さに驚かれ、みなさん熱心にプレイされていました」。 

昨年度のロケ部門の売上は、前年対比およそ７０％。 
「１か月間まるまる収入がなかったことを考えると、良か
った方だと思います。至るところにあったドラッグストア
は次々に閉店してますし」と上田本部長は言う。 

その要因について、「地方ロケの健闘」をあげる。大阪
以外、運営するロケのほとんどがＳＣロケというアスモ。
「大阪に地方から遊びにきていた人たちがコロナで自粛
するようになり、遊び場を地元に変えた」。とはいえ地方
には遊ぶ場所が少なく、身近なレジャーの筆頭はＳＣ。フ
ードコートあり、買い物もでき、ＡＭ施設で楽しめる。 

「だからコロナ禍でＳＣロケの売上は上がってるんで
す。アミューズメントは必要な存在だと改めて実感。コロ
ナが乗り切れたら何でもできるという気になりました。
コロナ後、業界は絶対プラスに転じると確信します」。 

「人生とはゲームのようなもの。遊び心というのは無限
の可能性を秘めている。遊び心＝創造力。新規ビジネスを
含め様々な分野にチャレンジしていく」と語る上田本部長。 

そうした想いで昨年４月、スポーツ系アパレルブランド
「ＡＳＭＯ ＧＡＭＥＳ（アスモゲイムス）」を立ち上げた。アイ
テムはＴシャツ、パーカー、キャップ、ヨガウェア、マスク、ゴ
ルフのウッドティなど。２０１９年夏前から準備に着手したが、
コロナの影響で計画通りに進まず、現在、ネット販売のみ。
ちなみに、上田本部長にはプロゴルファーの友人知人が
多数いることから、ゴルフの大会をはじめプライベートで
着用しＳＮＳにアップしてもらうという方法で「広告宣伝費
はかけていません(笑)」。 

なお、２００６年にペットショップ事業を行う子会社を設
立。現在、２ヶ所（豊中市、八尾市の商業施設内）でペットシ
ョップを経営しており、いずれも順調。「美容室と同じで、
気に入っていただくと毎回同じ店を利用されますから。エ
サ、服、アクセサリー、トリミング、ホテル。家族の一員にか
ける費用は惜しみませんよ」。そういう上田本部長も、コロ
ナ禍でブリティッシュショートヘアーを飼い始めたそうだ。 

▼アスモが運営するロケ 
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※ＬＩＮＥのビデオ通話にて取材 
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提出会社 ４号メーカー 機別 筐体名 筐体名 発行日 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/2/16 

(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 2021/2/16 

(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 2021/2/16 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2021/2/18 

(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 2021/2/18 

(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 2021/2/18 

(株)マインズ サボハニ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 吉宗３ 2021/2/18 

(株)マインズ 瓶座 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ディスクアップ 2021/2/18 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ スーパーミラクルジャグラー 2021/2/18 

(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロラブ嬢２ 2021/2/18 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ アナターのオット！？はーです 2021/2/18 

(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. 2021/2/18 

(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 2021/2/25 

(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 2021/2/25 

(株)マインズ マルホン パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡファインプレー 2021/2/25 

(株)マインズ オッケー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこウルトラ６兄弟 2021/2/25 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ スーパーミラクルジャグラー 2021/2/25 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2021/2/25 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/2/25 

(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 2021/2/25 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット ＳモンキーターンⅣ 2021/2/25 

(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 2021/2/25 

(株)東プロ サミー パチスロ ハイパースロット Ｓ交響詩篇エウレカセブン３ HI-EVOLUTION ZERO 2021/2/25 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｓ吉宗３ 2021/2/25 

(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- 2021/3/2 

(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 2021/3/2 

(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 2021/3/2 

(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 2021/3/2 

(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 2021/3/2 

(株)マインズ 三洋 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ笑ゥせぇるすまん３ 2021/3/2 

(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２ 2021/3/2 

(株)フロック 大都技研 パチスロ サイクロン 押忍！番長Ａ 2021/3/4 

(株)フロック 大都技研 パチスロ サイクロン 押忍！番長３ 2021/3/4 

(株)フロック アクロス パチスロ サイクロン ハナビ 2021/3/4 

(株)フロック 三洋 パチスロ サイクロン パチスロ大海物語４withすーぱーそに子 2021/3/4 

(株)フロック 三洋 パチスロ サイクロン パチスロ笑ゥせぇるすまん３～笑撃のドーン～ 2021/3/4 

(株)フロック 三洋 パチスロ サイクロン パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 2021/3/4 

(株)フロック メーシー パチスロ サイクロン 魔法少女まどか☆マギカ 2021/3/4 

(株)フロック メーシー パチスロ サイクロン 魔法少女まどか☆マギカ２ 2021/3/4 

(株)フロック メーシー パチスロ サイクロン SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ 新編 叛逆の物語 2021/3/4 

(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 2021/3/9 

(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Ⅲ 2021/3/9 

(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 2021/3/9 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ハッピージャグラーⅦ 2021/3/9 

(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 2021/3/9 

(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 2021/3/9 

(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 2021/3/9 

(株)マインズ パイオニア パチスロ ブレイクⅡシリーズ グレートキングハナハナ 2021/3/9 

(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 2021/3/9 

「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 Ｐ魔法少女リリカルなのは ２人の絆 2021/3/9 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ Ｓ吉宗３ ＥＡ５ 2021/3/9 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/3/9 

(株)東プロ A-gon パチンコ プロハンター ＣＲＲＡＩＺＩＮＭＡＮ ２０００×α 2021/3/9 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2021/3/9 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐホー助くん 2021/3/9 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター CR トキオスペシャル 2021/3/9 

(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２ 2021/3/16 

(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Ⅳ 2021/3/16 

(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) 2021/3/16 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ真・花の慶次２ 2021/3/16 

(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綱取物語 横綱７戦全力 2021/3/16 

(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. 2021/3/16 

(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 2021/3/16 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ Ｓ吉宗３ＥＡ５ 2021/3/16 

(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 2021/3/16 

(株)三田商事 ビスティ パチンコ REACHαシリーズ ミサイル７－７－６Ｄ 2021/3/16 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ 仮面ライダー 轟音 2021/3/18 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ大海物語４ 2021/3/18 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ真・花の慶次２ 2021/3/18 

(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) 2021/3/18 

(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) 2021/3/18 

(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 2021/3/18 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2021/3/18 

(株)アップワード サミー パチスロ APRECIVE パチスロディスクアップ 2021/3/18 

(株)アップワード サミー パチスロ APRECIVE パチスロ物語シリーズ セカンドシーズン 2021/3/18 

(株)アップワード サミー パチスロ APRECIVE 獣王 2021/3/18 

(株)アップワード オリンピア パチスロ APRECIVE パチスロラブ嬢２ 2021/3/18 

(株)アップワード 山佐 パチスロ APRECIVE ジャイアントパルサー 2021/3/18 

(株)アップワード 三洋 パチンコ APRECIVE ＣＲ大海物語ＢＬＡＣＫ 2021/3/18 

(株)アップワード 大一 パチンコ APRECIVE Ｐひぐらしのなく頃に～廻～ 2021/3/18 

(株)アップワード 西陣 パチンコ APRECIVE Ｐツインループ花満開 2021/3/18 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ大海物語４withアグネス・ラム游デジ 2021/3/18 

(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＦ戦姫絶唱シンフォギア２ 2021/3/23 

(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～復活のマモー 2021/3/25 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ真・黄門ちゃま 2021/3/25 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡポチッと一発！おだてブタ 2021/3/25 

(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真・北斗無双 第２章 2021/3/25 

(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 2021/3/25 

(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Ⅳ 2021/3/25 

(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 2021/3/25 

(株)マインズ ビスティ パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ヱヴァンゲリヲンＡＴ７７７ 2021/3/25 

(株)三田商事 メーシー パチスロ REACHαシリーズ SLOT 劇場版魔法少女まどか☆マギカ 
[新編]叛逆の物語 

2021/3/25 

(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 2021/3/25 

(株)ＪＩＮ ユニバーサルブロス パチスロ G-STYLE2 ミリオンゴッド-神々の凱旋-ＢＤ 2021/3/25 

(株)ＪＩＮ 三洋 パチスロ JIN Ｓ聖闘士星矢 海皇覚醒 SP-KF 2021/3/25 

(株)ＪＩＮ 平和 パチンコ JIN ＣＲターミネーター２ Ｓ６０００Ｖ４ 2021/3/25 

(株)ＪＩＮ 三洋 パチンコ G-STYLE2 ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ＭＴＣ 2021/3/25 

(株)ＪＩＮ サミー パチンコ JIN ＰあのはなＳＬＪＡ 2021/3/25 

(株)ＪＩＮ サミー パチンコ G-STYLE2 ぱちんこＣＲ北斗の拳５覇者(一発モード) 2021/3/25 

(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ＬＩＧＨＴ ver 2021/3/25 

(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 2021/3/25 

(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 V 女神盛-ＭＥＧＡＮＩＲＩ- 2021/3/25 

(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) 2021/3/25 
 

※２０２１年２月１６日～２０２１年３月２５日の期間に発行されたものを掲載。いずれも盤面販売。 
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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。 

 

●老人でも楽しく遊べる場所です。（大阪・７７
歳・♂） 

●もう少しメダルが出るように。（大阪・７７歳・
♂） 

●店員さんが良い（挨拶）。だから気軽に来れる
（大阪・６４歳・♀） 

●掃除のおばちゃんがすごく丁寧に掃除してく
れていました。スタッフさん、優しいから好き。
（大阪・２１歳・♀） 

●ゲームに録画機をつけてください。（大阪・２５
歳・♂） 

●いつも優しく対応してもらっています。悪い点
などは思いつきません。何回呼んでも笑顔で対
応してもらっているのでうれしいです。（大阪・
３１歳・♂） 

●クレーンゲームの景品を見ていたら、店員さん
が気づいて声かけてくれて、ほしいものを良い
場所においてくれた。親切だった。おもしろい
クレーンゲーム希望。（大阪・２８歳・♀） 

●子どものメダルゲームが欲しい。（大阪・３２
歳・♂） 

●二人でできるクレーンゲームなどがほしい。
（大阪・２３歳・♀） 

 

●同じゲームでも、店によって人気があるものと
びっくりするほど人気のないものがある。設定
面と配置等の問題だと思うので、それを見直し
てもらって、常連さんはもちろん、一見の方に
も遊んでもらえるような工夫をしていただき
たいなぁと考えています。（大阪・２２歳・♂） 

●自分のプレーを撮られていることがある。店内
動画撮影禁止にしてほしい。（大阪・２１歳・♂） 

●ゲームセンター特有の体感型のゲームの強み
を活かすような形のもの（ガンシューティング
など）がたまに欲しくなる。（大阪・３０歳・♂） 

●朝６時からやっているので、たくさん遊べるこ
とや機種が多くてうれしいです。（北海道・４６
歳・♂） 

●朝一でのチャンス配置（ボール２つスタートな
ど）希望。（埼玉・１５歳・♂） 
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