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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 

施設営業事業部 第７回研修委員会 
１．令和３年度青少年指導員養成講座について 
 令和３年度青少年指導員養成講座（東京会場＝９月１５日～

１６日予定、大阪会場＝１１月１０日～１１日予定）に関し、集合研
修は中止とすることを決め、次回委員会で開催方式を検
討することとした。 

２．令和４年度青少年指導員養成講座について 
 東京会場は９月１４日（水）・１５日（木）、大阪会場は１１月９日

（水）・１０日（木）で会場予約することとした。 
３．次回研修委員会について 
 ６月３０日（水）１６時～ＪＡＩＡ事務局で開催予定とする。 
４．その他 
 全国情報交換会ＩＮ沖縄（１０月２０日～２１日）に関し、仲順恵

里子沖縄県本部長から「非常に難しい現状だが、６月末に
もう一度判断したい」との意向が示された。 

日時／２０２１年５月１３日（木）１６時～１７時 
場所／ＪＡＩＡ事務局＋各委員拠点（リモート） 

出席／内田慎一委員長はじめ委員８名＋事務局２名 

 

遊園施設事業部 第１２９回技術委員会・近畿ブロック昇降機等検査協議会第９２回技術委員会 

日時／２０２１年５月１４日（金）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委員３名＋事務局３名 

 

１．令和３年度遊戯施設安全管理講習会の開催について 
 講習会の技術概論のテーマについて検討。「遊戯施設の知

っておきたいメンテナンスの基礎」「ウレタンローラー」の２
点を候補とし、次回委員会で最終検討、８月６日開催予定の
企画・国際委員会に予算を含めた開催案を提案することと
した。なお、例年通り会場での講習会を計画しているが、新
型コロナウイルス感染症の状況次第で昨年度と同様「オン
ライン形式」の開催も検討することを申し合わせた。 

２．遊戯施設安全管理マニュアルの改訂について 
 前回委員会に引き続き、マニュアル改訂について検討。今

回は「遊戯施設に要する『注意看板マニュアル』」に関して
の検討・変更を行った。 

３．次回委員会について 
 ７月２１日（水）近畿ブロック会議室で開催予定とする。 
 

２０２１年５月１０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 
緊急事態宣言期間延長に伴う「アミューズメント施設営業」の対処方針について 

 政府は、５月７日新型コロナウイルス特別措置法に基づく「緊急事態
宣言」の期間を延長し、対象地域を４都府県（東京、大阪、京都、兵庫）
に愛知、福岡の拡大することを発表した上で「まん延防止等重点措
置」８道県に北海道と岐阜、三重両県を加え５月３１日まで延長するこ
とが決まりました。 
 また、緊急事態宣言地域では、感染拡大措置として大型商業施設
への休業要請が営業時間の短縮要請に緩和されましたが、感染状況
の悪化及び懸念から、東京、大阪は特措法に基づく知事の権限による
休業要請の継続を発表しました。さらに京都、兵庫では土日に限りの
休業、一方で平日の時短要請、他の地域では政府の方針に沿って、
営業時間短縮の要請となりました。 
 これらのことから、当協会としての方針は４月２３日通達（ＪＡＩＡ第１
号）の通り（右記基本方針）ですので、対処の程、よろしくお願いします。 

（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．まん延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。 
※自治体による措置が異なっておりますのでご注意戴
くと共に、対象期間、区域などの延長・追加となる場
合には同様の対処を行って下さい。 

※引き続き、業種別ガイドライン等に基づく適切な感染
防止の徹底をお願い致します。 

当件に関するお問合せはＪＡＩＡ本部事務局まで 



 

年度 開催数 開催都道府県（地区） ※開催順 

２００７ 

（平成 19） 
20 

新潟（関東）／熊本（九州沖縄）／大阪・奈良・和歌山合同（近畿）／滋賀・京都合同（近畿）／鹿児島（九州沖

縄）／香川（四国）／長野（東海甲信）／三重（中部北陸）／山梨（東海甲信）／広島（中国）／山形庄内・坂田地

区（東北）／埼玉（関東）／茨城（関東）／佐賀（九州沖縄）／山口（中国）／山形山形市（東北）／愛知（中部北

陸）／東京／兵庫（近畿）／群馬（関東） 

２００８ 

（平成 20） 
40 

岡山（中国）／長崎（九州沖縄）／福岡（九州沖縄）／宮城仙台市松陵地区（東北）／静岡（東海甲信）／茨城水

戸市（関東）／宮城仙台市七田地区（東北）／山梨（東海甲信）／滋賀（近畿）／熊本（九州沖縄）／奈良（近畿）

／北海道／鹿児島（九州沖縄）／神奈川（東海甲信）／大阪（近畿）／大分（九州沖縄）／山形天童市（東北）／

宮城（東北）／長野（東海甲信）／京都（近畿）／広島（中国）／愛媛（四国）／福岡（九州沖縄）／山形米沢市

（東北）／茨城日立市（関東）／千葉（関東）／埼玉（関東）／三重（中部北陸）／山口（中国）／佐賀（九州沖縄）

／宮崎（九州沖縄）／岡山（中国）／和歌山（近畿）／愛知（中部北陸）／石川（中部北陸）／福井（中部北陸）

／東京／沖縄（九州沖縄）／群馬（関東）／兵庫（近畿） 

２００９ 

（平成 21） 
33 

茨城（関東）／大分（九州沖縄）／福岡（九州沖縄）／栃木（関東）／滋賀（近畿）／京都（近畿）／静岡（東海甲

信）／大阪（近畿）／神奈川（東海甲信）／熊本（九州沖縄）／佐賀（九州沖縄）／北海道／奈良（近畿）／長野

松本市（東海甲信）／鹿児島（九州沖縄）／山口（中国）／長野長野市（東海甲信）／茨城（関東）／山梨（東海

甲信）／長崎（九州沖縄）／群馬（関東）／広島（中国）／東京／埼玉（関東）／山形新庄市（東北）／宮城（東

北）／兵庫（近畿）／沖縄（九州沖縄）／山形山形市（東北）／愛知（中部北陸）／岡山（中国）／宮崎（九州沖

縄）／和歌山（近畿） 

２０１０ 

（平成 22） 
31 

長崎（九州沖縄）／大分（九州沖縄）／山梨（東海甲信）／東京台東区／愛知清須市（中部北陸）／静岡（東海

甲信）／大阪（近畿）／滋賀（近畿）／香川（四国）／愛知名古屋市（中部北陸）／京都（近畿）／奈良（近畿）／

兵庫（近畿）／鹿児島（九州沖縄）／熊本（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）／宮城（東北）／長野長野市

（東海甲信）／茨城（関東）／岡山（中国）／福岡（九州沖縄）／秋田（東北）／北海道／山口（中国）／東京大田

区／愛知豊橋市（中部北陸）／群馬（関東）／広島（中国）／埼玉（関東）／宮崎（九州沖縄）／沖縄（九州沖縄） 

２０１１ 

（平成 23） 
25 

大阪（近畿）／長崎（九州沖縄）／滋賀（近畿）／大分（九州沖縄）／静岡（東海甲信）／東京／奈良（近畿）／

香川（四国）／京都（近畿）／山梨（東海甲信）／兵庫（近畿）／熊本（九州沖縄）／岡山（中国）／北海道／沖

縄（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）／鹿児島（九州沖縄）／福岡（九州沖縄）／愛知岡崎市（中部北陸）／

長野長野市（東海甲信）／宮崎（九州沖縄）／茨城（関東）／埼玉（関東）／愛知一宮市（中部北陸）／広島（中

国） 

２０１２ 

（平成 24） 
26 

滋賀（近畿）／奈良（近畿）／長崎（九州沖縄）／大分（九州沖縄）／大阪（近畿）／静岡（東海甲信）／鹿児島

（九州沖縄）／京都（近畿）／山梨（東海甲信）／熊本（九州沖縄）／兵庫（近畿）／北海道／沖縄（九州沖縄）

／長野長野市（東海甲信）／茨城（関東）／愛知半田市（中部北陸）／佐賀（九州沖縄）／長野松本市（東海甲

信）／宮崎（九州沖縄）／福岡（九州沖縄）／埼玉（関東）／愛知名古屋市（中部北陸）／岐阜（中部北陸）／広

島（中国）／岡山（中国）／東京 

２０１３ 

（平成 25） 
20 

滋賀（近畿）／京都（近畿）／大分（九州沖縄）／兵庫（近畿）／静岡（東海甲信）／東京／大阪（近畿）／茨城

（関東）／鹿児島（九州沖縄）／山梨（東海甲信）／宮崎（九州沖縄）／熊本（九州沖縄）／沖縄（九州沖縄）／

長野長野市（東海甲信）／福岡（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）／埼玉（関東）／愛知（中部北陸）／広島

（中国）／群馬（関東） 

２０１４ 

（平成 26） 
15 

大分（九州沖縄）／静岡（東海甲信）／長野長野市（東海甲信）／長野松本市（東海甲信）／香川（四国）／愛知

（中部北陸）／宮崎（九州沖縄）／北海道／埼玉（関東）／熊本（九州沖縄）／長崎（九州沖縄）／福岡（九州沖

縄）／茨城（関東）／鹿児島（九州沖縄）／東京 

２０１５ 

（平成 27） 
13 

岡山（中国）／大分（九州沖縄）／静岡（東海甲信）／高知（四国）／長野長野市（東海甲信）／鹿児島（九州沖

縄）／茨城（関東）／長野松本市（東海甲信）／北海道／福岡（九州沖縄）／埼玉（関東）／熊本（九州沖縄）／

宮崎（九州沖縄） 

２０１６ 

（平成 28） 
9 

大分（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）／長野長野市（東海甲信）／静岡（東海甲信）／鳥取（中国）／鹿児

島（九州沖縄）／宮崎（九州沖縄）／福岡（九州沖縄）／東京 

２０１７ 

（平成 29） 
13 

埼玉（関東）／大分（九州沖縄）／香川（四国）／宮崎（九州沖縄）／熊本（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）

／長野長野市（東海甲信）／北海道／鹿児島（九州沖縄）／福岡（九州沖縄）／長崎（九州沖縄）／佐賀（九州

沖縄）／沖縄（九州沖縄） 

２０１８ 

（平成 30） 
11 

大分（九州沖縄）／香川（四国）／熊本（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）／長野長野市（東海甲信）／鹿児

島（九州沖縄）／静岡（東海甲信）／宮崎（九州沖縄）／鳥取（中国）／沖縄（九州沖縄）／茨城（関東） 

２０１９ 

（令和１） 
7 

大分（九州沖縄）／鹿児島（九州沖縄）／長野松本市（東海甲信）／長野長野市（東海甲信）／鳥取（中国）／沖

縄（九州沖縄）／水戸（関東） 

 のあゆみ 

2021.5② 

2018.6② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＡＩＡ施設営業事業部（旧ＡＯＵ）では、地域・行政の方々との積極的な対話により相互理解を深めることで青少年

健全育成に向けた強固な協力体制を築くべく、「地域懇談会」を主要事業の１つとして位置付けている。 

 しかしながら、コロナウイルス感染症の影響により、２０２０年度に予定されていた「地域懇談会」はすべて中止となった。 

 ＪＡＩＡでは、２０２１年度の施設営業事業部の事業計画に本部事業として「地域懇談会」を全国展開することを盛り込

み、コロナの終息を待って積極的に再開する構え。ここで改めて、「地域懇談会」のこれまでの歴史を振り返る。 

 第１回目となる「地域懇談会」が開催されたのは１９９７（平
成９）年１１月、大阪。府警本部、青少年指導員連絡協議会、少
年補導センター等７団体から１４名をお招きして各々ゲーム
センターに関する苦言や提言などをいただき、それを聴講
した会場の店舗管理者約８０名（主に大阪、兵庫）が「ゲーム
センターの実情」を説明して理解を求めるスタイルだった。 
 広報委員会所管で「地域懇談会」として本格的に事業計
画に盛り込まれたのは翌年度。東北地区協議会（１９９８年１２
月、宮城）、近畿地区協議会（１９９９年１月、大阪）にて実施と
なったが、どちらの形式も、コーディネーターとパネラーを
壇上にお迎えして、ＡＯＵメンバー６０～８０名が会場に集まる
というものだった。 
 より率直な意見交換ができる場を目指し、業界側の出席
者をしぼって来賓の方々と膝をつきあわせるかたちとなっ
たのは１９９９年４月の栃木県＆関東地区協議会（来賓７名＋
業界４名＋オブザーバー７名）から。 
 その後、２００７年度から「地域懇談会」はＡＯＵ（当時）の主
要事業の１つとして位置付けられ、２ページ表の通り、２００７
年度は２０ヶ所での開催。翌年度は４０ヶ所と、全国的な展開
が実現した。 
 なお、「地域懇談会」は現在、研修委員会所管となっている。 

風適法改正に伴う２０１６年の条例改正（規制緩和） 
要因の１つに、地域懇談会の実績 

 
 ２０１６（平成２８）年６月２３日、風適法改正に伴う改
正条例が施行となり、多くの都道府県で保護者同伴
時の１６歳未満の立入規制時間緩和が実現した。 
 その６月に行われたＡＯＵ通常総会において当時
の飯澤幸雄ＡＯＵ会長は、「小さな地域懇談会から始
まり、地域・行政の方々に我々業界の健全性をご理
解いただくなかで、こうして規制緩和となったのは
会員の皆さんの力によるもの」と感謝の意を表し、
また、鈴木剛夫専務理事（当時）は、「当局に過去約
３００件の地域懇談会開催記事を持参しご覧いただ
いた」と説明した。 
 地域懇談会の主な内容を４ページにまとめた。当
初、「ゲームセンターが東京にあるのは理解できる
が地方にあるのは理解できない」「親子同伴でも行
くのは禁止している」等地域・行政側からの厳しい意
見も少なくなかったが、業界では２６３回（２００７年度
～）にわたる懇談会で健全営業に向けた努力を説
明、相互の協力が徐々にかなっていった。 

2021.5③ 

2018.6② 



 

 

２００７（平成１９）年度       開催 20 
 「地域懇談会」がＡＯＵ（ＪＡＩＡ施設営業事業部の前身）
の主要事業の１つとして位置づけられた年度は、府県合
同での開催、同一県において異なる２地区の開催もあり、
計２０か所で実施。兵庫県では２部構成とし、１部にセミナ
ー「教育的見地から見たＡＭ施設〈健全な青少年育成の
知恵とコツ〉」、その後、懇談という形式で行われた。 
 ＡＯＵの認知度はかなり低く、「こういう組織があるこ
とを初めて知った」という意見多数。「この会場に来る
までにはゲームセンターなど不要と思っていたが、話を
聞くとキチンと対応されている」と驚く声もあり、「問題
なのはモンスターペアレント」とする方も。 
 なお、鹿児島では地元テレビ局４社、新聞社が取材。 
 
２００８（平成２０）年度       開催４０ 
 実施４０か所の地区のうち、半数近くで初開催。 

昔のイメージを払拭されていない来賓からは「ゲー
ムセンターには行ったことはないが、行く大人には良い
人間はいない」「ゲームセンターに子どもを連れていく
大人は良い人間ではない」等、厳しい意見も。 

一方、全国初、来賓を教員とＰＴＡに絞るという懇談会
では、「ゲームセンターに苦情を言おうと思って勇んで
来たが、業界の取り組みを聞くうちに考えが変わった」
との意見が。また、少年鑑別所の専門官からは「ゲーム
センターに出入りしている少年が鑑別所まで送られてく
るケースは無いに等しい」として、ルールを守って管理し
ているゲームセンターへの評価もあった。 
 質疑応答も活発に行われ、なかには「老人たちが最
近、ゲームに群がり夢中になっているが、特別な魅力が
あるのか？」という質問があり、業界側の現場スタッフ
が「医者からボケ防止のためモグラ叩きを勧められた
というお客様がいらした」「脳卒中で倒れた方がゲーム
を続けることで回復されたケースがあるとお客様から
お聞きした」という生の声をお伝えした。 
 
２００９（平成２１）年度       開催３３ 
 ２回、３回と回を重ねている地域も、来賓の出席者に
は初参加の方が少なくなく、引き続き業界の青少年健
全育成に向けた各種取組を説明。 
 「自分はゲームセンターに行ったことがないので、行
ってそうな子どもに聞いたところ『ゲームセンターは厳
しい』と返ってきた。それだけキチンと指導してくれてい
るのかと感じた」という意見がある一方で、「学校の教
育方針として、親子同伴でもゲームセンター禁止として
いる」「青少年の健全育成に当たり、子どもを近づけた
くない環境」といった厳しい意見も少なからずみられた。 
 なお、現場スタッフから最近の事例として「夜間、ひと
りで遊んでいる子どもを店員が発見、警察に連絡したこ
とで虐待が発覚し無事保護された」ことが報告された。 
 
２０１０（平成２２）年度       開催３１ 
 地道に回を重ねることで、徐々に業界に対する認識
が変化し始め、当初は厳しい意見が相次いだ地域にお
いても和やかに進行するケースが増えた。 
 さらに、愛知県では、県防犯協会主催という新しい形
が現れ（清須市、豊橋市）、防犯協会専務理事が司会、地
元警察署が会場となり、ＡＯＵは来賓の方々とともに、招
かれる立場となったことも大きな前進。その愛知では
「懇談会の開催自体、水と油だと考えていたが、今回、
相互理解が図られた」として、協力体制を確認しあった。 
 なお、長野（松本）では『市民タイムズ』が取材。 

 
 
２０１１（平成２３）年度       開催２５ 

懇談会をきっかけに、札幌市の「校外における生徒指
導の目安」が改訂。札幌市学校教護協会（中学校、高等
学校あわせて１６８校加盟）が作成する目安のうち、ゲー
ムセンターに関する項目が改まり、「出入り禁止」が削除
となっている。 

愛知県での県防犯協会主催の懇談会も岡崎市、一宮
市で開催。岡崎市では地元ケーブルテレビ局が、一宮市
では新聞社がそれぞれ取材に訪れた。 
 
２０１２（平成 24）年度       開催２６ 
 「ＡＯＵの加盟店は問題なし」「日頃の努力に感謝する」
などの声が主流となり、かつてのマイナスイメージが
徐々に払拭されてきた。『ゲームセンターが高齢者の社
交場に』といった各種マスコミ報道も追い風となり、大き
な問題提起もなく友好ムードで進行するケースがほと
んどとなった。 
 
２０１３（平成２５）年度       開催２０ 
 高齢者層の増加を背景に、「年寄りの居場所づくり」
「高齢者と子どもたちの交流の場、障碍児の遊び場」
「認知症予防に」などゲームセンターへの期待の声が上
がり始めた。 
 また、来賓から「田舎の小さな町の子ども会でゲーム
センターに行こうという話が持ち上がり、お金を貯める
ために子どもたちが廃品回収を始めた。それを見てい
た大人が『畑を貸すから芋を作って売れ』と。１つの目標
に向かいみんなが団結した」との温かなエピソードも。 
 
２０１４（平成２６）年度       開催１５ 
 地域懇談会継続による業界の認知度アップが進んだ
ことから、本部事業ではなく各都道府県協会事業に。 
 なお、香川県では、初めて（公財）香川県防犯協会連
合会と四国地区協議会との共催のスタイルで実施。 
 
２０１５（平成２７）年度       開催１３ 
 風適法改正に伴う条例改正に向け重要な機会となり
得ることから、再び本部事業として開催。 
 
２０１６（平成２８）年度       開催９ 
 ６月に風適法改正に伴う改正条例が施行となり、多く
の都道府県で立入規制時間緩和が実現。それに関連す
る話題も多かったが、ほとんどが「条例改正後もゲーム
センターで特に問題は見られない」というもの。「これ
はＡＯＵの日頃の努力の賜物」との評価もいただいた。 
 
２０１７（平成２９）年度       開催１３ 
 来賓からはゲームセンターに対する理解ある意見が
多数。問題として大きく取り上げられたのは「スマホ」に
よるトラブルだった。 
 
２０１８（平成３０）年度       開催１１ 
 ＪＡＩＡとしてスタートした地域懇談会。これを機に新た
な気持ちで様々な活動に積極的に取り組み、地域の
方々に喜んでいただける施設を目指すことを表明。 
 
２０１９（令和１）年度        開催７ 
 鹿児島、茨城が県防犯協会との共催で開催。 
 条例改正（保護者同伴時の年少者立入規制時間緩和）
が行われていない鳥取、茨城では、業界が健全営業へ
の真摯な努力をアピールし、理解を求めた。 
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群馬県本部 

アミューズメントの客層の広がりを実感し、機を待つ。 
インターネット事業部と２本立てで売上伸長 

浅野 真紀 本部長（４６歳） 
(株)アサノアミューズメント 
     代表取締役社長 

群馬県旅館組合に勤めていた先代（浅野本部長の父親）
がアミューズメント部門を買い取る形で独立し、ゲーム機
のリース・メンテナンス事業を行うアサノとして創業したの
は１９８４年のこと。その後、家業を継いだ浅野本部長により
２０１０年７月、(株)アサノアミューズメントが設立された。 

「旅館やホテルだけじゃなくて、まちなかに出たかった」
という想いで、ボウリング場、バッティングセンター、遊園
地、地元スーパーへと同社のロケは広がることに。それら
は基本的にシングルロケだ。 

「シングルロケは母体あってこそ。ロケのある遊園地３つ
のうち２つは市営だから、コロナ禍で当然、臨時休園です。
他もクローズか、クローズせずとも時短営業。群馬県は独
自のガイドラインがあり、ＧＷ途中に警戒度が４に引き上げ
られて客足がパタリと止まったのは、痛かったですね」。 

それでも、売上を昨年、一昨年と比較すると、意外にも
大差ないという。 

これは１つに「採算の良いロケだけを残し、さらにその機
種構成をプライズ中心に変えたこと」が奏功したから。加
えて、「営業再開時のすごいリカバリー」。特に１回目の緊急
事態宣言が解除された際は、待ってましたとばかりに多く
の人で賑わった。「『鬼滅の刃』人気もあり、“景品の入り待
ち”というお客様も見られました。声を大にして言う程では
ありませんが、会社全体の売上は毎年上がっています」。 

浅野本部長が最近感じるのは、「ＡＭの客層の広がり」。
「高齢の方が慣れた様子でプレイされていますよね。昔
は、お孫さんに景品を取ってとせがまれても拒絶するのが
当たり前だったのに。そして、ゲームにお金を使うことに抵
抗がなくなってきている。ワクチン接種が進み、世の中が
動き出したら、ＡＭはどんどん良くなると思います」。 

浅野本部長は大学卒業後、「これからはインターネット
の時代」としてＩＴ系企業に就職した。「雇われない生き方」
を求め立ち上げた自らの会社では、２０１３年にインターネッ
ト事業部を新設。通信販売をスタートさせている。 

自身がサッカーを続けていたこともあり（現在は小中学
生のクラブチームスタッフ）、当初の取扱商品はサッカー
をはじめとするスポーツ用品。「ただ、大手の参入もあり、
他に良い商品はないかと模索する中、友人の手掛ける
“花”を加えたら予想以上に売れた。これは特別なものに
なり得るかなと」。その後、県内の著名な農園（(有)さかも
と園芸）と契約。同社は、品種改良を重ねたオリジナルの
高級鉢植えを専門とし、農林水産大臣賞をはじめ、フロリ
アード（オランダで１０年に１度開催される花のオリンピック）
金賞（世界一）等々を受賞、全国に根強いファンを持つ。 

ちなみに、花に関しては浅野本部長の妻・香織さんが担
当。「群馬の鉢花ギフト・カオプストア」として、楽天市場、
Amazon、Yahoo!ショップで販売している。 

「知名度を高めるため、最初にインターネット広告を出し
ましたが、一度購入された方は高い確率でリピーターとな
り、毎年、母の日やクリスマスなどの予約が増えています。
今年は半分以上がリピーター。また、『素晴らしい花だった』
と喜ばれたお客様からプレゼントが贈られてくることも」。 

高額なインターネット広告は一度きりで、あとは香織さ
んが Facebook、Twitter、Instagram を駆使して宣伝。「コツ
コツ努力する人だから、インターネットも自分で作りこみ、
プロに依頼すると小回りがきかないからと本人がユーチ
ューバーになって商品をアピールしています（笑）」。 

ＡＭ事業で培ったお客様を楽しませ喜ばせる精神は、イ
ンターネット事業部にも浸透している。 

※ＬＩＮＥのビデオ通話にて取材 
(写真はＬＩＮＥ画面) 
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提出会社 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 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ エウレカセブン３ 2021/3/30 

(株)マインズ サンスリー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ清流物語３ ＷＣＢ 2021/3/30 

(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 2021/3/30 

(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 2021/4/1 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐスーパー海物語 IN  JAPAN２ 2021/4/1 

(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 桜バージョン 2021/4/1 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO 2021/4/1 

(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 2021/4/1 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ CYBORG009 2021/4/1 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ちょいパチ AKB48バラの儀式完全版 39 2021/4/1 

(株)マインズ ジェイビー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲうちのポチーズ 2021/4/1 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ R2 2021/4/1 

(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 2021/4/1 

(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 2021/4/1 

(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 2021/4/1 

(株)マインズ 三佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ニューパルサーSPⅡ 2021/4/1 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴギルティクラウン 2021/4/1 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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- 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター ＣＲＡ祭りだ！サブちゃん 2021/4/6 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐトキオブラック４５００ 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｓ押忍！サラリーマン番長２ 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐスーパー海物語ＩＮ ＪＡＰＡＮ２ 2021/4/6 

(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 桜バージョン 2021/4/6 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ ＣＹＢＯＲＧ００９ 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ交響詩篇エウレカセブン 3 HI-EVOLUTION ZERO 2021/4/6 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ちょいパチＡＫＢ４８バラの儀式完全盤３９ 2021/4/6 

(株)マインズ サンセイ R&D パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲジューシーハニー２ 2021/4/6 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐぶいぶい！ゴジラ かいじゅう大集合 2021/4/6 

(株)マインズ ジェイビー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲうちのポチーズ 2021/4/6 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ R2 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

「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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(株)マインズ 三佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ニューパルサーＳＰⅡ 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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 2021/4/6 

(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～おみくじ ver極 2021/4/8 

(株)三田商事 サミー パチンコ REACHαシリーズ Ｐ真・北斗無双３ＳＦＪ 2021/4/8 

(株)ＪＩＮ 三洋 パチスロ ＪＩＮ Ｓ聖闘士星矢 海皇覚醒ＳＰ－ＫＦ 2021/4/13 

(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～おみくじ ver極 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(株)三田商事 サミー パチンコ REACHαシリーズ Ｐ真・北斗無双３ＳＦＪ 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(株)マインズ サンスリー パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｓ笑ゥせぇるすまん絶笑 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(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 2021/4/13 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ真・必殺仕置人 TURBO 2021/4/13 

(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 2021/4/16 

(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 2021/4/20 

(株)東 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 2021/4/20 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｓ押忍！サラリーマン番長２ 2021/4/20 

(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 3HI-EVOLUTION ZERO 2021/4/20 

(株)東プロ カルミナ パチスロ ハイパースロット Ｓスナイパイ７１ 2021/4/20 

(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－冥王召喚－ 2021/4/20 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ BLACK 2021/4/20 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐ戦国乙女５ 2021/4/20 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2021/4/20 

(株)東プロ サンセイ R&D パチンコ プロハンター Ｐ GOD EATER－ブラッドの覚醒－ 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(株)マインズ サンセイ R&D パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ巨人の星 情熱編 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(株)マインズ ユニバーサルブロス 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- 2021/4/20 

(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 新・吉宗 2021/4/20 

(株)マインズ アクロス パチスロ ブレイクⅡシリーズ アレックス 2021/4/20 

(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 桜バージョン 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(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綱取物語 横綱７戦全力 2021/4/20 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ Ｓ吉宗３ＥＡ５ 2021/4/20 

(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～おみくじ ver極 2021/4/20 

(株)三田商事 オリンピア パチスロ REACHαシリーズ パチスロガールフレンド(仮)Ｇ４ 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(株)マインズ ビスティ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 新世紀エヴァンゲリオン～シト、新生 2021/4/20 

(株)フロック 三洋 パチスロ サイクロン 聖闘士星矢海皇覚醒Ｓｐｅｃｉａｌ 2021/4/20 

(株)フロック サミー パチスロ サイクロン 猛獣王 王者の咆哮 2021/4/20 

(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綱取物語 横綱７戦全力 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ花の慶次～蓮 2021/4/20 

(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 2021/4/20 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ アイムジャグラーEX AnniversaryEdition 2021/4/20 
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※２０２１年３月２６日～２０２１年４月２０日の期間に発行されたものを掲載。いずれも盤面販売。 



 

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。 

 

●メダルゲームで、５年ほど前は穴ふさぎイベン
トなどが行われていたので、もう一度やってみ
ても良いのではと感じます。前向きに検討して
いただきたいです。それから、メダルゲーム機
がエラー（メダル切れや詰まり）になっている
状態にも関わらず、それに気づかない、または
気づいているのに放置している店員さんが多
いです（お客さんが少ない時でも）。エラーの台
を見つけたら放置せず、自主的に対応するよう
心がけてほしいです。店内巡回の時、エラーの
台がないか探すくらいの意識をもってほしい
と思います。でも、全体的に、いつも楽しく遊
ばせていただいて感謝しています。長文失礼し
ました。（大阪・22歳・♂） 

●良い点：いつ来てもゲーム機がとてもキレイに
なっており、楽しくプレイすることができてい
ます。悪い点：メダルの補充等で呼び出しボタ
ンを押した時、来てくれるまでの時間が長い気
がします。聞こえているのか不安になり、よく
連打しています。あと、メダルの貸出単価が昔
より高くなっているので、設定を今より良くし
てほしいです。難しいとは思いますが、よろし
くお願いします。（大阪・24歳・♂） 

 

●無料プレイができたのが良かった。それをきっ
かけに次回も来店する人が増えると思う。（千
葉・２３歳・♂） 

●雨でもバッティングがしたいのでよく来ます。
（広島・１９歳・♂） 

●店員さんが親切なので孫が楽しんでいる。今日
はコナンのゲームを楽しみにプレイしに来ま
した。（千葉・６８歳・♀） 

●トイレの場所がわかりにくいのでよく聞きま
す。（広島・２１歳・♀） 

●音楽ゲームで録画用の台を置いてほしい。（千
葉・１６歳・♂） 

●みんなでワイワイやるゲームを増やしてほし
いです。（千葉・48歳・♀） 

●おしぼり機があるとゴミが多くなる。何とか方
法ないのか。（埼玉・20歳・♂） 

●実ボタン系のゲームの分解清掃のできるスタ
ッフが増えてほしいです。プレイヤーに与える
印象も変わってくると思います。あと、個人的
には音ゲーの旧作を稼働させてくれるとうれ
しいです。また、音ゲー設置台数が中途半端な
のが気になります（４台あると店内マッチング
需要が増えます）。（大阪・31歳・♂） 
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