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 まず、ご来賓の経済産業省製造産業局産業機械課の池田課長
補佐が紹介され、同氏より「令和２年度概算要求のポイント」
および「2019 年版ものづくり白書（経産省、厚労省、文科省
が毎年共同執筆）のポイント」の説明があった後、ＪＡＩＡ里
見治会長が挨拶。続いて、以下の審議に入った。 
１．新規会員入会に関する件 
 入会希望の６社（右記）に関し、それぞれの推薦役員から説
明があり、いずれも全会一致で入会を承認した。 
２．ゲームセンターの条例における営業時間規制に関する緩和

について 
 ゲームセンターの深夜営業実現に向けた環境整備のため、政
府が推進するナイトタイムエコノミー政策の中心的な存在で
ある自由民主党時間市場創出推進議員連盟の河村健夫会長宛
にＪＡＩＡ里見治会長名で「ゲームセンターのナイトタイムエ
コノミー政策への参画について（要望）案」を提出することが
柴田専務理事より提案され、説明内容を確認、承認可決した。 
３．出入国管理及び難民認定法に関する規制緩和について 
 昨今のインバウンドによりゲームセンターにも訪日外国人
の来店が増加する中、入管法の規制によってゲームセンターで
の外国人労働者（留学生の資格外活動）の就業が禁止されてい
るため、外国語をスキルとする接客対応に支障が出ている現状
も踏まえ、入管法の規制の見直しを求めるべく法務省出入国在
留管理庁の佐々木聖子長官宛にＪＡＩＡ里見治会長名で「出入
国管理及び難民認定法に関する規制緩和について（要望）」を
提出することが柴田専務理事より提案され、説明内容を確認、
原案通り承認した。 
４．景品に関するガイドライン見直しの件 
 景品提供営業に関する規程に関し、合併後も併存していた旧
ＡＯＵの要領と旧ＪＡＭＭＡのガイドラインを一本化すべく
ＡＭプライズ委員会が策定した新しい規程「アミューズメント
施設における景品提供営業のガイドライン」の案が提案され、
説明内容を確認、承認可決した。（※10 ページにガイドライン） 
５．報告事項（電子マネーシステムの標準化について、他） 

（株）アンダミロジャパン 正会員（ＡＭマシン事業部） 
◇東京都品川区  代表者／キムセジョン  
◎アミューズメント機器 開発、販売及びレンタル 

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 

辰巳電子工業（株）   正会員（ＡＭマシン事業部） 
◇奈良県橿原市  代表者／辰巳 聡  
◎アーケードゲーム機の企画・開発・製造・販売 
◎業務用ゲームソフトの企画・開発・販売 
◎スマートフォンアプリの企画・開発・販売 
◎デジタルコンテンツ配信サービスの企画・開発・販売・運営 

 

info@jaia.jp 

（株）ＣＵＥ （きゅー）   正会員（施設営業事業部） 
◇奈良県大和高田市  代表者／杉本さやか 
◎奈良資本として県内唯一のゲームセンターを２店舗運営 
◎新品・中古の業務用ゲーム機の売買 
◎業務用ゲーム機の買取特約付レンタルストラクチャー 
◎給与前払いシステムなどの開発運用販売 

 

ファシリティ-マネジメント（株） 
正会員（ＡＭマシン事業部） 

◇東京都足立区  代表者／秦 英彰 
◎ビルメンテナンス（管理・点検・メンテナンス・清掃・修繕、他）
◎施設の企画・施工 
◎飲食、物販店舗の運営   
◎たばこ卸売業 

第７回理事会 
日 時／２０１９年９月２６日（木） 

１５時～１６時１０分 
場 所／ＪＡＩＡ会議室 
出 席／里見治会長はじめ理事２３名 
      ＋監事２名＋事務局 

経済産業省 
製造産業局 
産業機械課 
池田課長補佐 

（株）アーネスト      正会員（施設営業事業部） 
◇大阪府東成区  代表者／望月千恵子 
◎アミューズメント機器販売（中古）・景品・レンタル店舗運営 

 

 ◇…所在地 ◎…事業内容 

（株）ＦＵＪＩ耕 ＦＵＪＩＣＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 
正会員（施設営業事業部） 

◇山梨県甲府市  代表者／伊藤公仁 
◎アミューズメント施設運営  ◎不動産業 

 



 
ジャパン アミューズメント エキスポ ２０２０ 第 3 回 実行委員会 

１．前回議事録の確認 
事務局作成の前回議事録案を原案通り承認。 

２．初出展申込社の出展審査  
 非会員企業（初出展）３社から出展申込みがあったことが
事務局より報告され、各社からの提出書類を審査。いずれも
出展申込みを受理することとした。なお、これに関連し、非
会員の出展申込会社（外国企業を除く）には、反社会的勢力
ではない旨、誓約書の提出を義務付けることとした。 
３．プライズフェアへのイベント運営委託について 
 前回実行委員会で正副実行委員長一任となっていたプライ
ズフェアへのプライズフリープレイイベントの運営委託の件
に関し、受託に際してのプライズフェアからの要望書が正副
実行委員長書面審議で承認されたことを事務局が報告。９月
17日付文書により実施委託を行ったことを了承した。 
４．広報宣伝計画について 

９月６日開催の広報宣伝担当分科会で審議された広報宣伝
計画の提案があり、了承。次いで、今回のメインビジュアル
のイメージ案が２パターン提案され、意見交換のうえ決定し
た。（※右写真） 
５．会場計画について 

ＪＡＥＰＯとしては初めて９・10ホールの使用となること
から、現時点で想定される諸室配置や開会式実施場所・受付
動線や待機列の流し方の案が説明され、了承。 
６．一般来場者への「お願い」について 

前回実行委員会での審議を受け、一般来場者に対する「お
願い事項」についての提案があり、審議の結果、次の通りと
した。 

①手荷物検査は実施する方向で検討する。 
②コスプレは積極的誘致も禁止もしない。 
③万が一のトラブル回避のため、「最終的には主催者の判断
で入場をお断りすることがある」旨の告知を追加する。 

④指定場所以外での飲食を禁止する項目を追加する。 
７．その他 

次回実行委員会には例年同様、概ね 30小間以上の出展社の
担当者に臨席いただき、小間割案策定作業を行うこととした。 

２０１９年１０月３日 

電子マネー決済端末統一に向けた現在の取組について 

ＱＲコード決済推進特別委員会 

メーカー分科会 
 

（一社）日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ）、ＱＲコード決済推進特別委員会（委員長：内田慎一）では、業界
内で２種類存在している電子マネー決済端末を統合、次世代システムにおいて仕様を標準化することを目的に、
電子マネー決済端末開発に関係する会員企業からなる付置機関として「メーカー分科会」を立ち上げ、協議を行
い、このたびシステムの標準化について合意に達しました。 
 
特別委員会では、本件の経緯及び目的を２０１９年９月２６日に開催された第７回ＪＡＩＡ理事会に報告し、承認と

理解をいただいたところです。 
 
新たな次世代電子マネー決済システムは、これまでアミューズメント市場に導入済みのシステムを極力流用し、

売上げ管理ソフトなどの後方支援の利用を維持した形での移行を検討しております。 
また、現在市場でご利用いただいている電子マネー決済システムは、継続して使用いただけるよう提供メーカー

が責任を持ってサービスを維持して参ります。 
 
なお、統一を図る次世代電子マネー決済システムの仕様やサービス提供時期などの概要に関しては、２０２０年

２月７日から開催されるジャパン アミューズメント エキスポ ２０２０（ＪＡＥＰＯ２０２０）において、ご案内できるよう協
議を進めて参ります。 

以上 
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◎アミューズメント施設の売上  
１，０４６億元（１７，７８０億円） 

◎アミューズメント機器販売高 
１６４億元（２，７９０億円） 

◎中国国内のアミューズメント施設店舗数 
１２，０００店舗超 

◎２０１５年度から４年連続で市場規模が拡大中 
（中国アミューズメント産業協会調べ、華立社情報提供） 

◎中国経済の減速は、今のところはアミューズメントには影
響していないとのこと。 

 

視察／２０１９年９月９日（月）～１２日（木） 場所／中国 広東省 広州市    

ＪＡＩＡアミューズメントマシン事業部 

◎プライスゲームがさらに存在感を示す。客付きも良かっ
た。 

◎リデンプションはチケットをポイント化する動きが始まってお
り、過熱気味の印象。個人的には規制など、当局の介入
が懸念される。 

◎キャッシュレスは進んでいるが、アミューズメント施設では、
キャッシュレスで購入したハウスカードでの課金が中心。 

◎プライズマシンのシングルロケが増えており、ＱＲコード課金
でのトークン運営が中心となっている。 

 

名 称／第１１回広州電子遊戯国際産業展（広州ＧＴＩ ２０１９） 
会 期／２０１９年９月１０日（火）～１２日（木） 
会 場／広州交易会館（８．０万㎡。ＪＡＥＰＯは１．３万㎡） 
出展社／約５００社（昨年比約１５０社減。ＪＡＥＰＯは４３社） 
来場者／約１０万人（人数は減少傾向にある） 

▲プライズ専門業者のブース ▲ガチャ機も多数出展 
▼大型景品用プライズ機 メダルイン-チケットアウトのメダルゲーム機▼ 

 

 最新のＶＲ製品から、遊園設備、部品まで業務用アミューズ
メントにかかるあらゆる製品が出展されていた。 
 ここ数年、ＶＲ（仮想現実）機器の出展が目立っていた本展
示会だが、中国国内でのプライズゲームの活況を背景に様々
なタイプのプライズマシンの出展割合が増えていた。また、景
品を展示する小間も増加している。 
 ＶＲ機器出展企業がさらに減少したことで前年度よりも出展
面積は減少。出展社者も減少した。 
  

 様々な提供方法のプライズマシンが増えており、景品メーカ
ーも増加。大型景品も目立つ。日本での運営可能な機械も
散見された。ガチャ機も増えている。 
 ただし、機械やプライズの品質はピンからキリまで。 
 メダルインチケットアウトのメダルゲーム機が、最近の規制緩
和により急増。しかし、市場ではメダルアウトも行われており（中
国では賭博とみなされ禁止）、規制強化が懸念される。 
 日本メーカーのノックダウン製品が増。日中同時発売商品も。 
。 
  

 第５回ＪＡＩＡ里見会長杯ゴルフコンペ ２０１９年９月２７日（金） 
スリーハンドレッドクラブ 

里見治会長を囲んで 
【優勝】 門 良一氏（左から２番目） 
【準優勝】東山大介氏（左端） 
【３位】 許田周一氏（右端） 
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(株)トラスト（遠藤信朗／有賀由紀奈） 

(株)マインズ（佐藤勇介／宮本利奈） 

(株)サファリゲームズ（佐藤辰弥） 

旭精工(株)（奥田昌孝） 

 

(株)バンダイナムコアミューズメント（正路千暁／皆川悠介）  ※敬称略 以下同じ 

  今冬稼働予定の「ジョジョの奇妙な冒険ラストサバイ
バー」を紹介。同機はプレイヤー最大２０名と NPC２０
体が入り乱れて戦うオンラインバトルロイヤルゲーム。
プロデューサーから開発意図やレイアウトを含めた運
営方法の提案があった後、ジョジョファンに向けたプロ
モーション展開として、『ジャンプフェスタ２０２０』への
展示、YouTube でのライブストリーミング、スクリーンシ
ョットコンテストなどについて説明した。 

 QRコード決済に特化することで安価にした「スマートセレ
クターSS-500」をはじめ、カメラ搭載で人が前に立つと
録画開始（手元も映り客の入れ間違いに対応可）となる
新型両替機「AC-５５００」、メンテナンスキー使用により
扉をあけずにエラー内容や履歴、取引状況など情報を
表示部で確認できる両替機「AC-５３００」等を紹介。ま
た、「困っていることを全てクリアできるであろうと考える」
新型両替機を JAEPO2020で展示することを発表した。 

 箱型の「ＶＲ絶叫ホラー」の新ソフトとして、子ど
も向けに知育要素も備えた「ＶＲアドベンチャー」
（昆虫、深海）の映像を紹介。また、発売中の
「みにっちゃ！プラス」（坪効率を誇る二段式クレ
ーンゲームの後継機）、定置式乗物「ゴーボーブ
ーブー」等の他、２０２０年夏発売予定のアーケ
ード機数種をイラストで発表した。（※右写真。こ
れらは JAEPO2020に出展予定） 

 コーエーテクモウェーブとの共同企画「ジャンピン
グバーぐるぴょん」、定置式乗物「ドキドキ海底らん
ど」をメインに紹介。「ぐるぴょん」はハンドル付ユニッ
トと、エア式バーがついたふわふわマットから成り、
ひとりがハンドルを回して時計の針のようにバーを回
転させ（速度変更可）、マット上のプレイヤーがバーに
当たらないようタイミングよくジャンプするというもの。
「海底らんど」は SNS映えも狙った知育型ライド。 

 カプセル径 150 ㎜、インパクト大のビッグカプセルベン
ダー（高さ 2980 ㎜）「まわして PON！カプセルタワー」を
はじめ、蜂の巣をイメージしたカラフルネットのアスレチッ
ク「ハニカムネット」（オーダーメイド）、オリジナル制作で
積み上げたノウハウを活かした「ふわふわ」、定置式乗物
などを紹介。また、同社がレンタル・販売を担当する熱中
症対策の「高圧ミスト」についての説明（アーチの他、朝
顔のグリーンカーテン等との組合せ等も可）も行った。 
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となる「冬商戦向け新製品合同発表会」を開催した。 

(株)コナミアミューズメント（寺本晃／北方智規） 

(株)セガ・インタラクティブ 
（阿部泰祐／太田雄平） 

(株)ジー・ピー・エー・コーポレーション 
（西田智海／松原紘洋） 

北日本通信工業(株)（大木康平／佐瀬学） 

 ＪＡＩＡでは 10 月 11日（金）14 時 30分～、「冬商戦向け新製品合同発表会」を開催した。 
 昨年に続き２回目。実機の展示ではなく、カタログや映像で新製品のアピールや運営方法の提案等を行うこの
発表会にはＪＡＩＡ会員メーカー10 社が参加し、集まったＪＡＩＡの施設営業事業部オペレーターに各社 20 分
の持ち時間で説明を行った。会場は、コーエーテクモウェーブの協力を得て、同社の九段明善堂ビルＢ１ホール。
台風 19号の接近によるキャンセルもあり、出席者は計 55名となった。 
 なお、終了後、メーカーとオペレーターの交流の場として懇親会を開催した（下・右写真）。 

(株)マーベラス（土手慎吾／中西敏浩） 

まず、10月 9日に東方アレンジの楽曲が追加さ
れた「WACCA」について説明。同社ならでは、音ゲ
ーではじめて 2.5 次元ミュージカルの楽曲を配信し
ロケにファン誘因を図ること等を発表した。また、「ト
ライポット」開発者が運営方法（クレーンではできな
い景品展示法など）を紹介。なお、同社ＨＰにて、
運営マニュアル、装飾 POP 等、紹介映像を用意し
ているとのこと。 

スイングアームで景品をゲットする「ドリームキャ
ッスル２」（左写真）は12年ぶりのリニューアルで、
限定 50 台の追加生産決定。その他、より小型に
なった２階建て「ジェミニマルチミニ」（中央写
真）、１つの端末で４ブース対応の「ちびクレα」。
デカクレの 2.6倍という最大サイズの「もっと！デカ
クレ」は筐体を２分割して搬入できるなど、同社の
各種プライズ機の説明を行った。 

９月のギフトショーに出展し、アミューズメント
業界外からも注目されたという特大ガチャガ
チャ（カプセルは 300 ㎜径、200 ㎜径が使え
る）「GIGATCHA」の展開事例（レンタル含め）
を紹介。また、カプセルを落として穴に入れる
プライズ機「バブルキャッチャー」（総販売元
(株)タイトー）の説明を行った。 

国内ＡＭ市場規模の推移を振り返り、
プライズの売上が 60％を超える店舗もあ
る状況下、累計販売台数３万超という主
力の UFO９シリーズの特徴を説明。また、
セガプライズの今後の展開（オリンピックア
イテムは今年１２月～来年７月）、３本爪
クレーンのお勧めアイテム等を紹介した。 

今冬発売の２製品を紹介。「ビート
マニア」の最新モデルは、倍速モニタ
ーでプレイヤーのニーズを捉えながら
競技性を高めているのが特徴で、大
会運営をサポートする機能付。また、
「カードコネクト」は、ガチャ、プロフィー
ル、メモリアルなどゲームとつながる
カードのオンデマンド印刷機。 
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開会挨拶を行った梶本部長は、まず参加者に謝意を
表した後、「消費税が１０％にアップしたことで店舗
によっては相当に影響の出るところもあるかと思い
ますが、前回の８％への引き上げ時と同様、みなさん
の独自の工夫で成長し生き残っていく店舗がきっと
多く、この業界もなかなかだぞということになるかと
思っております」とし、ネット販売の影響を大きく受
ける小売業を例にあげ、「『遊ぶ』ということを売って
いるＡＭ業界は、さらに一層お客様に受け入れられる
遊びを提供していくことで日本にとって必要な業界
と認識される」との見解を示し、２日間の研究会が充
実したものとなるようにと締めくくった。 

続いて、ＪＡＩＡ本部挨拶として、内田慎一常任理
事が登壇。「昨年比 105～115％のレベルに達している
会社も少なくなく、ここ数年の業界の伸びはまだ続い
ていると思われます」と見解を示し、なかでも３本爪
クレーン、坪効率の良い２階建てミニクレーンの貢献
をあげた。さらに、ＪＡＩＡのＱＲコード決済推進特
別委員会の委員長をつとめることから、業界のキャッ
シュレスの流れを説明。業界内で２種類存在している
電子マネー決済端末の統一化について説明（※２ペー
ジに詳細）するとともに、「方式も統一され、電子マ
ネーやＱＲをうまく取り組んでいくことで今後、ＡＭ
業界は大きく変わることと思います」と語った。 

また、柴田専務理事が最近のＪＡＩＡ本部の動きを
以下の通り３点報告。 
①自民党の時間市場創出推進議員連盟に対し、ナイト

タイムエコノミー政策への参画についての要望書
を提出。（東京の自民党幹部は動き出しており、や
がて地方に広がっていくと思われる） 

②入管法の規制により外国人（留学生の資格外活動）
のゲームセンターでの就業が禁止されているなか、
入国管理局に規制の見直しを求める要望書を提出。 

③旧ＡＯＵと旧ＪＡＭＭＡの景品提供営業の規定を
「１回 800円以内」として一本化。 
その後、メーカー１０社による製品発表（各社１５

分）。講評を担当した千葉県本部代表の(株)イオンフ
ァンタジー・清水実氏は、メーカー各社の説明に謝意
を表した後、「ネットを利用した販促活動を行ってお
り、一層の向上を図っている」「ガチャポンの活用に
も力を入れている」など同社の現状を説明した。 

第１回関東地区本部研究会
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 関東地区本部（梶修明本部長）は、１０月３日(木)～４日(金)、群馬県太田市のやぶ塚温泉「ホテルふせじ
ま」において、第１回研究会を開催した。 
 １０月１日の消費税率アップ直後という時期を捉え、その対応策等情報交換の場を設けるとともに、マシ
ン・景品類の最新モデルの研修を行うというもの。ＪＡＩＡ会員と取引のあるメーカー１０社が新製品発表を
行い、関東地区本部会員、ＡＭマシン事業部会員を中心に総勢５２名が参加した。 

18時30分～の懇親会では、新
潟県本部の吉田典夫本部長の挨
拶に続き、群馬県本部の浅野真紀
本部長が乾杯。埼玉県本部の泉
谷享本部長が中締めを行った。 
なお、懇親会後の２次会では栃木
県本部の岩木克彦氏が乾杯の音
頭をとり、引き続き貴重な情報交
換が続いた。 

１０月４日（金）、太田双葉カントリークラブにおいて情報交換会
としてのゴルフコンペを実施した。２２名が参加。 
（写真左から） 
関東地区協議会 梶修明本部長【ベスグロ】 
(株)ドリームゲート 山口努代表取締役【３位】 
SAM システム(株) 佐藤正美部長【優勝】 
(株)トライエンタプライズ 渡辺洋行取締役【準優勝】 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
最近の遊戯施設は、利用者の要求とともに多種多様となり、運動形態も多様化・高度化が進み、それに伴い大型

化する機種も増えてきております。 
これらの遊戯施設に対する安全確保には、遊戯施設を維持・管理する人々の日常の努力や確実な操作による運転

などに負う部分が大切であることはいうまでもありません。 
当協会では、設立以来遊戯施設の安全をテーマに「遊戯施設安全管理講習会」を開催してまいりました。本年も

以下の通り開催いたしますので、遊戯施設に携わる関係者及び遊戯施設の運行管理者・運転者など幅広くご参加下
さいますようご案内いたします。 

 
主 催／一般社団法人日本アミューズメント産業協会 
後 援／国土交通省、大阪府 
協 賛／（一財）日本建築設備・昇降機センター、西日本遊園地協会、東日本遊園地協会、 

日本ウォータースライド安全協会、（一社）近畿ブロック昇降機等検査協議会 
受講対象者／遊戯施設の運行管理者、維持保全管理者、維持保全技術者、運転者及び技術者 

などのすべての関係者 
開 催 期 日／２０１９年（令和元年）１１月２９日（金） 
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３Ｆ] 
定 員／１２０名 

講習科目及び時間〈予定〉 

１．開会挨拶 ［１０：００～１０：３０］ 
２．遊戯施設 定期検査マニュアル（補足）」 ［１０：３０～１２：００］ 
３．遊戯施設の維持保全計画と運行管理 ［１３：００～１４：００］ 
４．遊戯施設の技術概論 ［１４：００～１７：００］ 
  ①ベアリングについて 
  ②遊戯施設の塗装について 

講 師 
 （一社）日本アミューズメント産業協会 森田技術委員長 
 （一財）日本建築設備・昇降機センター 金田認定評価部副部長 
  日本精工（株）  大日本塗料（株）  
受講料 
 ◎（一社）日本アミューズメント産業協会会員………………６，０００円  円 
 ◎特定行政担当者、東日本遊園地協会、西日本遊園地協会、日本ウォーター 
  スライド安全協会会員及び定期検査報告書提出会社………９，０００円 
 ◎上記以外………………………………………………………１３，０００円 
 

 
ＪＡＩＡ遊園施設事業部

(担当：酒井) 
sakai@jaia.jp 

TEL03-6272-9071 
FAX03-3556-5524 
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2019 年度 会員懇談会

翌 10 月４日、「葛城ゴルフ倶楽部」山名コースにおいて親睦ゴ
ルフコンペを開催。優賞は中川実氏（三精テクノロジーズ（株）・
写真中央）、準優賞は高島＊＊氏（泉陽興業（株）・写真右）、３
位は森永＊＊氏（（株）岡本製作所、写真左） 

遊園施設事業部では 10 月３日（木）15 時～、静岡県
の葛城北の丸「桂・＊の間」において、「2019 年度遊園
施設事業部会員懇談会」を開催した。出席＊名。 

懇談会の内容は、次の通り。今回はＪＡＩＡ遊園技術
委員会の森田栄二委員長を講師とし、遊戯設関連の法規
に関する２つがメインのテーマとなった。 
１．遊戯施設の「維持保全計画書」及び「運行管理規程」

の改正（案）について   ＜講師／森田栄二氏＞ 
（一財）日本建築設備・昇降機センターの金田氏作成
の資料をもとに解説。 

２．遊戯施設関連法規の動きについて 
  「遊戯施設の離隔距離に関する告示化について」 

     ＜講師／森田栄二氏＞ 
国土交通省が告示予定の「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
構造方法を定める件」等について解説。 

３．遊戯施設定期検査報告書の受付状況について 
４．その他（フリートーキング） 



 

 

 

 

 

 

提出会員 ４号メーカー 機別 筐体名 機種名 発行日 

(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 2019/9/17 

(株)東プロ 三洋  パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語ＢＬＡＣＫ 2019/9/17 
(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 2019/9/17 

(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター ぱちんこＣＲ北斗の拳７ 転生 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(株)東プロ ビスティ パチンコ プロハンター ＣＲヱヴァンゲリヲン２０１８～響きあう心～ 2019/9/17 
(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 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(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. 2019/9/17 
(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- 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(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 2019/9/17 
(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 2019/9/17 

(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Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(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２ 2019/9/17 
(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 2019/9/17 

(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 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション サミー パチンコ Ｇ-ｓｔｙｌｅ２ ＣＲ北斗の拳５覇者ＨＶＡ 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション アムテックス パチンコ Ｇ-ｓｔｙｌｅ３ ＣＲ南国育ち羽根９ＢＵ 2019/9/17 
(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション アムテックス パチンコ Ｇ-ｓｔｙｌｅ４ ＣＲＡトキオプレミアム 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション 三洋  パチンコ Ｇ-ｓｔｙｌｅ５ ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ＭＴＣ 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション アクロス パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ６ ハナビＢＨ 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション エレコ パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ７ バジリスク絆ＭＫ 2019/9/17 
(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション ユニバーサルブロス パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ８ ミリオンゴッド-神々の凱旋-ＢＤ 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション ミズホ パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ９ アナザーゴッドハーデス－Ｘ 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション 三洋 パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ１０ パチスロスーパー海物語ＩＮ沖縄２ＫＫ 2019/9/17 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション 北電子 パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ１１ マイジャグラーⅡＫ 2019/9/17 
(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション 北電子 パチスロ Ｇ-ｓｔｙｌｅ１２ ニューアイムジャグラーＥＸ－Ｃ 2019/9/17 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ アナザーゴッドハーデス－奪われたＺＥＵＳ Ver. 2019/9/24 

(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 2019/9/24 

(株)マインズ ビスティ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 新世紀ヱヴァンゲリヲン～まごころを、君に～ 2019/9/24 
(株)マインズ 平和 パチスロ ブレイクⅡシリーズ アントニオ猪木自身がパチスロ機「2004年」 2019/9/24 

(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 2019/9/24 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ＢＬＡＣＫ 2019/9/24 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲＡ海物語アクア with吉木りさ 2019/9/24 
(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ爆走 大工の源さん外伝－京都もいただき編－ 2019/9/24 

(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 2019/9/24 

(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 2019/9/24 

(株)東プロ 大一  パチンコ プロハンター ＣＲ天下一閃 2019/9/24 
(株)東プロ 京楽  パチンコ プロハンター ぱちんこキン肉マン 夢の超人タッグ編 2019/9/24 

(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター ＣＲＦマクロスフロンティア３ 2019/9/24 

(株)東プロ サンセイＲ＆Ｄ パチンコ プロハンター ＣＲ牙狼 ＧＯＬＤＳＴＯＲＭ 翔 2019/9/24 

(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 2019/9/24 
(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 2019/9/24 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2019/9/24 

(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 2019/9/24 

(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 2019/9/24 
(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 2019/9/24 

(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- 2019/9/24 

(株)マインズ 三洋  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡ羽根物大工の源さん 2019/9/26 

(株)マインズ 三洋  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲクジラッキー 2019/9/26 
(株)マインズ タイヨーエレック  パチンコ ブレイクⅡシリーズ デジハネＣＲ逃亡者おりん３ＳＴＫＡ 2019/9/26 

(株)マインズ サンセイＲ＆Ｄ  パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ ＧＯＤ ＥＡＴＥＲ－ブラッドの覚醒－ 2019/9/26 

(株)マインズ 豊丸 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡ ＳＵＰＥＲ電役ナナシーＤＸ９９Ｖ 2019/9/26 

「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ています。 
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 ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 緑ドンＶＩＶＡ２   2019/9/26 

(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 2019/9/26 

(株)マインズ 三洋 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ スーパー海物語ＩＮ沖縄２ 2019/9/26 
(株)マインズ 山佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ スーパーリノ 2019/9/26 

(株)三田商事 三共  パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ パチスロ 涼宮ハルヒの憂鬱 2019/9/26 

(株)東プロ 高尾  パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/10/1 

(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- 2019/10/1 
(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター ＣＲ黄門ちゃま超寿 日本漫遊２７００㎞ 2019/10/1 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ悪代官 赤鬼ｘ 2019/10/1 

(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 2019/10/1 

(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 2019/10/1 
(株)東プロ 大都技研 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 2019/10/1 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/10/1 

(株)マインズ 三洋  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲドラム海物語ＢＬＡＣＫ 2019/10/2 

(株)マインズ サンセイＲ＆Ｄ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ牙狼冴島鋼牙ＸＸ 2019/10/2 
(株)マインズ 豊丸  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡ ＳＵＰＥＲ電役ナナシーＤＸⅡ 2019/10/2 

(株)マインズ ＤＡＸＥＬ  パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ百花繚乱サムライガールズ 2019/10/2 

(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Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/10/2 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ポーラスター ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2019/10/2 
(株)ユンカース 平和  パチンコ ベガズラックＡ ＣＲルパン三世ＬＡＳＴＧＯＬＤ Ｈ１ＢＺ１ 2019/10/2 

(株)ユンカース オリンピア パチスロ ベガズラックＡ パチスロ ガールズ＆パンツァー 2019/10/2 

(株)ユンカース メーシー パチスロ ベガズラックＡ ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ２／ＭＭ 2019/10/2 

(株)ジー･ピー･エー･コーポレーション 北電子 パチスロ Ｇ－ｓｔｙｌｅ２ ファンキージャグラー／ＫＫ 2019/10/2 
(株)ユンカース サミー  パチンコ ベガズラックＡ ＣＲ真･北斗無双ＦＷＮ 2019/10/9 

(株)ユンカース 三洋  パチンコ ベガズラックＡ ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ＭＴＣ 2019/10/9 

(株)アップワード ビスティ  パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ新世紀ヱヴァンゲリヲン～使徒、再び～ＳＦＷ 2019/10/9 

(株)アップワード 平和  パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ アントニオ猪木という名のパチスロ機 2019/10/9 
(株)マインズ 豊丸  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ餃子の王将３ 2019/10/9 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ宇宙戦艦ヤマト２１９９-反撃- 2019/10/9 

(株)マインズ アクロス パチスロ ブレイクⅡシリーズ バーサス 2019/10/9 

(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 ガールズ＆パンツァーＧ～これが私の戦車道です！～ 2019/10/9 
(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ロイヤルマハロ-３０ 2019/10/9 

(株)マインズ ベルコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 鬼浜爆走紅蓮隊 愛 2019/10/9 

(株)三田商事 三田商事 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ パチスロ エウレカセブンＡＯ 2019/10/9 

(株)三田商事 メーシー  パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ 魔法少女まどか☆マギカ２ 2019/10/9 
(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 2019/10/15 

(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 2019/10/15 

(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 2019/10/15 

(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 2019/10/15 
(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 2019/10/15 

(株)東プロ 高尾  パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/10/15 

(株)東プロ 高尾  パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/10/15 

(株)東プロ 高尾  パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/10/15 
(株)東プロ ビスティ パチンコ プロハンター ＣＲヱヴァンゲリヲン２０１８～響きあう心～ 2019/10/15 

(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター Ｐ藤丸くん 2019/10/15 

(株)オーシャン・エンタープライズ 三共  パチスロ サイクロン マクロスフロンティア２ Ｂｏｎｕｓ Ｌｉｖｅ Ｖｅｒ 2019/10/15 

(株)オーシャン・エンタープライズ 三共  パチスロ サイクロン 創聖のアクエリオンⅡ 2019/10/15 
(株)オーシャン・エンタープライズ オリンピア  パチスロ サイクロン 戦国乙女２～深淵に輝く気高き将星～ 2019/10/15 

(株)オーシャン・エンタープライズ メーシー パチスロ サイクロン 魔法少女まどか☆マギカ２ 2019/10/15 

(株)オーシャン・エンタープライズ アクロス パチスロ サイクロン ハナビ 2019/10/15 

(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 2019/10/15 
(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 2019/10/15 

(株)東プロ 平和  パチスロ プロハンター ＣＲ戦国乙女～花～ 2019/10/15 

(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 2019/10/15 

(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 2019/10/15 
(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 2019/10/15 

(株)マインズ ベルコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ スーパービンゴリバース 2019/10/16 

(株)マインズ ビスティ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 2019/10/16 

(株)マインズ 西陣  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲおばけらんど 2019/10/16 
(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＦゴルゴ１３ 2019/10/16 

(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＦクィーン 2019/10/16 

(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＦクィーンＺＥＲＯ 2019/10/16 

(株)マインズ 大一  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲひぐらしのなく頃に～祈～ 2019/10/16 
(株)マインズ 豊丸  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡ ＳＵＰＥＲ電役ドラゴン伝説７７ 2019/10/16 

(株)マインズ 豊丸  パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡ ＳＵＰＥＲ電役ドラゴン伝説７７ 2019/10/16  

※2019年 9月 17日～10月 16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。 

 

●ドリンクバー復活希望！（和歌山・２０代・♀） 
●タバコ部屋、アイコス等専用作れないか。クレ
ーンコーナーの店員さんがとても好対応、笑顔
が素敵。ただ、クレーム対応をバイトにまかせ
て出てこない店員がいるのは良くない。（和歌
山・４０歳・♂） 

●音ゲーのイヤホンジャックの調子が悪い。右側
のつまみも堅い。できれば直してほしいです。
（和歌山・２７歳・♂） 

●２階フロアは広いせいか空調が効いていても
音ゲーなど動くゲームをするとすぐ暑くなる
ので、大型の扇風機を何台か置いてほしい。（和
歌山・２２歳・♂） 

●子ども連れの客で、よく子どもが走り回ってい
るので店員が子どもの監視をしっかりしてほ
しい。（和歌山・５６歳・♂） 

●音ゲー（ダンスゲー）のところに遮蔽板ほしい。
音の環境にもっと気を配って欲しいと思う。
（三重・４９歳・♂） 

●メダルコーナーでメダルを盗まれてしまった
ことがある。土日の３０００枚制限はやめてほ
しい。メダルバンクに入れると出せなくなって
しまうため。（三重・５０代・♀） 

 

●プリクラ、加工しすぎ。（和歌山・３７歳・♂） 
●いろんな設定のクレーンゲームを作ってくだ
さい。（三重・３２歳・♀） 

●初心者向けに、もっとわかりやすく景品の取り
方がわかる案内があったら良い。（三重・２０
代後半・♀） 

●土日祝のビンゴゲームが楽しいと思います。夜
に来ることが多いので、夜にも何かイベントが
あるとうれしいです。メダルが詰まった時な
ど、近くに店員さんがいないと探すのが大変な
時があり、呼び出しボタンなどがゲーム機近く
にあればいいなと思ったことはあります。店員
さんは皆さん親切なので基本的には満足して
います。（和歌山・２５歳・♀） 

●子どもが２２時まで遊べるようになったのは
良いと思います。（三重・２９歳・♀） 

●子どもと一緒の時、２２時になった時にメダル
ゲームで当たっていて、途中で帰るのがもった
いなかった。（三重・３７歳・♀） 

●２２時より遅くまで遊べると、良い。（三重・
１６歳・♀） 

●メダル貸出の際、丁寧に教えていただけてうれ
しかったです。（北海道・２６歳・♀） 
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