
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 ２月７日（金） ２月８日（土） 計 

ビジネス来場者 ６，７５７名 ６３５名 ７，３９２名 

一般来場者 ―  ７，６２９名 7,629 名 

ＰＲＥＳＳ １７４名      ４６名 ２２０名 

計 ６，９３１名   ８，３１０名 １５，２４１名 

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 AIA 

 （一社）日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ）主催の
「ジャパン アミューズメント エキスポ２０２０」が、２月７日～
８日の２日間、幕張メッセ国際展示場において開催された。 
 ＪＡＥＰＯとして８回目。２０１７～２０１９は闘会議との合同開
催だったが、今回は４年ぶりに単独開催となり、会場もこ
れまでとは棟の異なる展示ホール９・１０を用いての実施と
なった。 
 ４１社５０９小間の出展（前回は４６社５４２小間）で、来場者
数は上表の通り。闘会議との合同開催だった前年との比
較数値を出していないが、初日のビジネス来場者は前年
を上回る結果となった。 

また、報道関係者の取材も前回より増え、初日夜のニュ
ース番組（テレビ東京系例『ワールドビジネスサテライト』、
フジテレビ系列『ニュースα』）に早速取り上げられるなど
注目度は高かった。 
 例年通り、一般公開日にはゲームファンが目当ての新
作ゲームやイベントを目当てに早朝より行列（３Ｐ参照）。
一方、前回目立ったＶＲはほとんど見られず、逆に、デジタ
ルにアナログを融合させたマシンが増加したことは１つの
特徴としてあげられ、新型コロナウイルスが懸念される中
においても、家族連れを含めた幅広い層がゲームセンタ
ーならではのリアル体験ゲームを楽しんでいた。 

９ホール側 

10ホール側 

会期：２０２０年２月７日(金)・８日(土) 
    ※両日とも１０：００～１７：００ 
会場：幕張メッセ国際展示場  

展示ホール９・１０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初日２月７日９時３０分より、幕張メッセ９ホール前特
設会場において、ＪＡＥＰＯ２０２０開会式が行われた。 
 まず、（一社）日本アミューズメント産業協会〈ＪＡＩ
Ａ〉の里見治会長が主催者を代表して挨拶。「今回単独開
催となったことで会場が変わりコンパクトになったが、そ
の分ビジネスとしての展示会の要素がより強まったかと
思う。アミューズメント業界の市場規模は２０１５年から
４年連続で昨対プラスの成長を続けている。新型コロナウ
イルスの感染拡大が懸念される中での開催となったもの
の、それを払拭し素晴らしい展示会にしたい」と語った。 
 続いて、来賓挨拶。 
 経済産業省経済産業局産業機械課の玉井優子課長（写
真・右上）は、アミューズメント産業について「個人に楽
しみを与えるというだけでなく、家族や友人とのつながり
を深める、あるいは新しい出会いにつながり、結果、心や
生活を豊かにして仕事や社会活動へのモチベーションを
高める重要な産業。市場規模が拡大を続けているのはまさ
にその現れ」としたうえで、オリンピック・パラリンピッ
クイヤーである今年を「スポーツの年であると同時に、新
しい技術・イノベーションが日本から世界へ発信される絶
好の年」と位置づけ、「スマホや家庭用ゲーム機とは違い
実際のマシンだからこそ提供できるリアルな体験、ＡＭ機
器の新しい魅力がＪＡＥＰＯ２０２０を通じて発信され
ることを期待している」と発言。さらに、接客サービスの
スキル向上を目的に企画された主催者イベント『ＡＭスタ
ッフ検定』に触れ「アミューズメント産業を支える人材の
育成に向けた取組も盛り込まれ、業界の持続的な成長につ

ながるもの」と評価した。また、キャッシュレスを推進し
ている経済産業省の立場からＪＡＩＡにおける電子マネ
ー決算端末システムの仕様統一化に向けた取組に感謝の
意を表し、「こうしたみなさんの尽力がインバウンドの取
り込み、消費者の豊かな時間・豊かな社会作りにつながっ
て日本の経済成長を支える力になっている」との考えを示
して挨拶を締めくくった。 
 国土交通省住宅局建築指導課昇降機等事故調査室の村
田英樹室長（写真・右下）は、「アミューズメント産業は
“コト消費”ということで市場拡大しているということ。
政府全体で推進しているインバウンド政策としても大変
有効な産業と考えている」とし、進化し続けるアミューズ
メントマシン、ｅスポーツ等にも言及して、「アミューズ
メント産業は、中長期的に発展性のある産業」との見解を
示した。一方、国土交通省の管轄する建築基準法について
「コースターやメリーゴーランド等遊戯施設が対象でゲ
ームマシンは対象ではないものの、参考までに」と前置き
して、いわゆるハーネスなどの身体保護装置、安全離隔距
離に関し説明。「身体を動かして加速度を感じるゲームマ
シン、ＶＲも見られることから、遊戯施設の基準を参考に
して安全性を十分に考慮していただき、皆さんが安全に楽
しめるようなマシンの開発をお願いしたい」と協力を呼び
かけた。 
 その後、ＪＡＩＡ里見治会長、来賓２氏に加え、ＪＡＩ
Ａ石井光一副会長、ジャパンアミューズメントエキスポ実
行委員会山下滋委員長の計５名によりテープカット。ＪＡ
ＥＰＯ２０２０が開幕した。 

＜テープカット＞ （左から）ジャパン アミューズメント エキスポ 2020実行委員会・山下滋委員長、Ｊ
ＪＡＩＡ・石井光一副会長、 ＪＡＩＡ・里見治会長、 経済産業省製造産業局産業機械課長・玉井優子氏、 
国土交通省住宅局建築指導課昇降機等事故調査室室長・村田英樹氏 
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懐かしのインベーダーゲームがアナログになって登場 

ＶＲは数えるほどに激減 

付帯機器もキャッシュ
レスの流れに対応 
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 初日終了後、１９時～東京・港区の「東京プリンスホテ
ル」プロビデンスホールにてＪＡＥＰＯ２０２０実行委員
会主催により『ＪＡＥＰＯ２０２０懇親パーティー』が開
催された。出席３００名。 
 まず、挨拶に立ったＪＡＩＡ里見治会長は、ビジネスデ
ーの入場者数が昨年を上回ったことを報告し「会場はコン
パクトになったものの中味の濃い展示会」と会場を見てま
わっての感想を漏らし、特にプライズに関して「８００円
という上限価格でよくあれだけのものが作れるなと感心
した。上限価格の引き上げが実現すればもっと素晴らしい
ものをお客様にお届けできる」と規制緩和に向け引き続き
努力していく構えを見せた。また、新型コロナウイルスの
影響で韓国・仁川で展開するセガのＩＲ施設の客足が今月
に入り半減した（家族連れが来なくなった）ことに触れ、
「韓国は日本よりはるかに敏感。日本も東京オリンピック
を控え、早期の収束で影響がないようにと願う。今日のこ
のパーティーに大勢の会員に出席していただき、ある種の
余裕を感じ、是非今年も昨対で売上が伸びることを願うし、
たぶんそうなるのではと考える。いずれにしても、展示会
では皆さんの努力を感じた。オリンピックイヤーに益々が
んばって売上を伸ばし良い１年にしたい」と締めくくった。 
乾杯の挨拶はＪＡＩＡ石井光一副会長。「今年の干支は

『庚子（かのえね）』。庚子が表す意味は『新たな芽吹きと
繁栄の始まり』ということで、新しいことを始めると大吉
な年」と切り出し、展示会場を見た感想として「メダルゲ
ームを出展する企業が多かったとの印象を受けたが、メダ
ルゲームはモバイルや家庭用ゲームでは体感できないゲ
ームセンターならではの体験」とし、さらに「昨今流行っ
ているｅスポーツの源はゲーセン。スペースインベーダー
の頃から上手なプレイヤーのゲームを見たり、ゲーセンと
いう場で新たなコミュニティができたりしていた。デジタ
ル時代だからこそ、リアルな場でのコミュニティの交流が
求められているのではないか。このへんもヒントに店舗づ
くりをしていくと、ＪＡＥＰＯのキャッチコピーにもある
ように『ゲーセンの未来』が見えてくるはず」と力強く語
り、「庚子の今年、業界の益々の発展、会員各社のご隆盛、
出席の皆様のご健勝を祈念して」乾杯の発声を行った。 
 歓談の中、鈴木隼人衆議院議員が来賓挨拶。マスクの入
手が困難になっている昨今、マスクとティッシュを併用し
ティッシュを使い捨てにしてマスクを繰り返し使うとい
う主婦の案を紹介し、「このアイデアはある種のイノベー
ションだと思った。さらなる成長のために必要なのはイノ
ベーション。ＪＡＥＰＯでは画期的な新製品が展示された 

ことと思うが、もっと飛躍的なイノベーション
を起こして、アミューズメント業界から日本の
経済を引っ張っていってもらいたい」とエール
を送った。 
 中締めはＪＡＥＰＯ２０２０実行委員会の山
下滋委員長。「新型コロナウイルスの影響を心配
していたが来場者は前年より増加し、特に報道
関係者は昨年の 1.6 倍となった。このようにマ
スコミの注目を集めたのは、業界が４年連続で
右肩上がりに推移しているから。これからも皆
さんと一丸となって市場を伸ばしていきたい」
として一本締めを行った。 
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一番乗りは前日夜９時に海浜幕張に到着。高校生～
社会人の１１人の仲良しグループは、待機列スペース
が開くのを待つ当日朝７時までの間に意気投合した初
対面同士。山梨、山形、千葉、埼玉などから。 

１階の待機スペース（上写真。約１８００人収容）は１０時の開場１５
分前にいっぱいになり、２階の待機列（下写真）へ一般来場者を
誘導。１階からの来場者は１０時２０分過ぎにすべて会場へ。 
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 アミューズメントスタッフ検定 

 

 

認定バッチ 

日時／２月７日（金）10:00～16:30 場所／ＪＡＥＰＯイベントスペース 
店舗活性推進委員会開催の初企画。入社して２年ほどの社員を対象とした基礎検定（３級）
で、各社の教育担当者が監修、標準的なオペレーションの知識として問題を作成した。 
４回の検定（45分間）に計 207名が参加（無料）。全 50問で平均 42.87点（即採点。35
点以上合格）。合格者は 204名で、それぞれ合格証と認定バッヂ（左写真）が贈られた。 
 

日時／２月８日（土）10:00～17:00   場所／ＪＡＥＰＯイベントスペース 
ゲームセンターで稼働中の人気メダルゲーム、これから登場するメダルゲーム
大集合。30 分でどれだけメダルを増やせるかを楽しむ店舗活性推進委員会主催
の企画。全９回。予想を上回る人気に急遽 40名の定員を 50名に増やした。 
【マシン協力】(株)アムジー (株)エンハート (株)コナミアミューズメント 
(株)セガ・インタラクティブ (株)バンダイナムコアミューズメント 
 

メダルゲーム体験会 

一般来場者向け 

業界関係者向け 

日時／２月８日（土）10:00～17:00   場所／プライズフェアブース 
プライズフェア６社によるクレーンゲームのフリープレイゾーン。取れやすく
設定された台で、欲しい景品をゲットしてクレーンゲームの楽しさを体験。 
なお、全６社のブースをまわってスタンプを集めると抽選で賞品（各社のプラ
イズ）が当たるスタンプラリーも用意された（全員に参加賞）。上右写真は、
抽選が行われたプライズフェアインフォメーション。 
【参加６社】（株）エイコー システムサービス（株） （株）セガ・インタ
ラクティブ （株）タイトー （株）ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳ フリュー（株） 

プライズフェア クレーンゲーム体験コーナー 

 

一般来場者向け 

ＪＡＥＰＯショップ 

一般来場者向け 

日時／２月８日（土）10:00～17:00    
場所／10ホール ＪＡＥＰＯショップ 
アーケード関連グッズなど、ここでしか手に入らないア
イテムも登場するとあって、開場直後から行列。会場に
入らないため、２階に順番待ちの列を作って順次案内。 
【参加】（株）コナミアミューズメント （株）エイコー 
システムサービス（株） （株）セガ・インタラクティブ 
（株）タイトー（株）バンダイナムコアミューズメント 
（株）フリュー 
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会 場   「ホテル コレクティブ」 ※那覇国際通りの中心部に位置するフルスペックシティホテル 
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾２丁目５－７   
TEL０９８－８６０－８３６６ FAX０９８－８６０－８３７８ 

懇親ゴルフ  「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」※青木功プロ改造監修の東シナ海を見下ろす丘陵地にあるコース 
        〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村冨着１０４３ 
        TEL０９８－９６５－１１００ FAX０９８－９６５－５５８４ 
 観 光   「首里城」「斎場御嶽（せーふぁうたき）」「三庫理（さんぐーい）「おきなわワールド」 

 

 

 

開催日／2019年 12 月 20日（金）    場所／ＪＡＩＡ会議室  
 2017 年 10 月、2018 年 6 月に続き第３回目となるアミューズ
メント施設運営セミナー。このセミナーは、施設事業を始めて
５～10 年の中堅社員層を対象とし、施設事業の日常業務の具体
的な内容を各分野の専門の方を講師としてお招きして学ぶとい
うもので、今回は社内研修制度などが整っていない会員企業か
ら要望の多かった以下の２つがテーマとなった。 
 参加者 33名。セミナー修了後、業界内の若手社員の交流の場
を設けるべく懇親会を開催した。 
〈第１部〉13 時 40分～14時 40 分 
「アミューズメント施設運営におけるプライズ経営の基     
礎知識と実例」（講師：（株）ドリームワン代表 永井隆嗣氏） 
 第１回、２回と好評だったプライズ運営セミナー。今回はよ
り踏み込んだ内容となり、また、同社がコンサルタントを担当
する企業からプライズの売上がアップした状況が報告された。 
〈第２部〉14 時 50分～17時 
「メダルオペレーション情報交換会」 
 売上高・設置台数ともに減少傾向にあるメダルゲームオペレ
ーションにスポットを当て、その活性化を図るべく企画された。
参加の各オペレーターが自店舗の運営データを予め提出、それ
らをまとめたデータを元に、店舗活性推進委員会の畦田在隆委
員長の司会進行で活発な情報交換・議論が行われた。 

ＪＡＩＡ施設営業事業部の「第３回全国情報交換会」が２０２０年１０月
２１日（水）・２２日（木）の日程で沖縄県にて開催予定となりました。 
全国の会員が一堂に会し、情報交換、懇親を深める絶好の機会。是非
ご予定に入れ、お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。 
なお、開催概要についての詳細が決定次第、改めてご案内しますが、
現在、以下の通りの予定となっています（内容は変更の可能性あり）。 
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JAIA 店舗活性推進委員会主催      

第３回アミューズメント施設運営セミナー 
新型コロナウイルス感染症に備えて 

政府により新型コロナウイルスを含めた基
本的な感染症対策に関するチラシが作成さ
れました。施設内等において、人の目にと
まりやすい場所に掲示するなど、基本的な
感染症対策に努めて頂きますようお願いい
たします。 
下記ＵＲＬにて新型コロナウイルス感染症
に関する緊急対応策、Ｑ＆Ａ（厚生労働省
ＨＰ）とともに各種チラシが掲載されてい
ます。自由にダウンロード・印刷が可能（加
工・改変等は不可）。ご利用下さい。 
 
 
 

首相官邸 HP 
https://www.kantei.go.jp/jp/
headline/kansensho/coronav
irus.html 
 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html


 

 

 

 長野県本部では平成２１年度より毎年、長野市、松本市
での２カ所で地域懇談会を開催しており、松本市は今回
で 11回目。宮本本部長の開会挨拶、松本警察署・小谷氏
の来賓挨拶に続き、プロモーションＤＶＤでＪＡＩＡの
事業活動等を紹介した後、積極的な意見交換がなされた。
来賓は６名全員が初出席。 
 なお、業界から「ほとんどの学校でゲームセンター禁
止となっているが、今後、緩和される可能性はあるのか」
と質問をする場面もあり、これに対し「校則という形で
はなく市内中学校の申し合わせ。自分で考え行動できる
生徒を育てていくことが大事だと思うし、実際にはゲー
ムセンターでお世話になっている子どももいるので、そ
の点を含め保護者の考えを入れる必要性を感じる」（中学
校長会）、「ゲームセンターに行ってはいけないではなく、
今後考えていかなくてはいけない課題として校長会で話
題にしたい」（小学校長会）といった意見をいただいた。 
 その他、主な内容は次の通りとなっている。 

◇     ◇ 
◎「ゲーム」というと抑えにかかってしまう。何でも禁
止するのではなく健全に活用するのが大事だとは思う
が、子どもだけで遊んでいると心配になることがある。
面白いものには夢中になってしまうので線引きが必要。
時間がきたら機械が動かなくなるとか何か工夫をして
もらえるとありがたい。（市こども会育成連合会） 

＜業界＞長い時間遊ばれているお子さんには「お父さん
お母さんいる？」等、遊べる時間帯であっても聞いた
り、お金大丈夫？と声かけ。スタッフにはよくお客様
を見るように指導している。また、警察署のご指導を
いただき、かなりの数の防犯カメラを店舗内に設置し
ており、例えばお子さんだけで来店し高額紙幣を両替
した場合などは必ずスタッフが声かけしている。近年
防犯カメラの性能も良くなり、一定期間は映像の保存
ができる状態にもなっているので、店舗内の防犯につ
いても安心していただけたらと思っている。 

◎地域の見守り活動をしている補導委員から、年齢の低
い子どもがひとりで遊んでいるという心配の声が上が
っていたが、実際はスタッフの目が行き届いていて意
識して声かけをしてくれているので、引き続きお願い
したい。その声かけの中でトラブルになることはある
のか。（市こども育成課） 

＜業界＞我々の業界ではお子さんがひとりで長時間いる
ことを疑問に思うことが常識になっているので、声か
けもさらに徹底していく。最近はおとなしいお子さん
が多く、逆に心配になる面もあるが、トラブルはなく
楽しく遊んでいただいている。 

◎来店する子どもたちに対しスタッフが自分の子どもの
ように接する姿を目の当たりにし、頭が下がる思い。
以前、授業時間中に来店した子どもに的確な対応をし
ていただいたこともあり、これからも引き続き子ども
たちのため、楽しく遊べる場所、環境づくりをしてい
ただきたいと思っている。（市青少年補導員協議会） 

◎生徒への声かけ、法令遵守、未成年者への喫煙対策、「こ
ども１１０番」等、良い環境づくりを進めていただい
ていることが理解できた。ゲームセンターの出入りに
ついてもう少し学校でも寛容になってもいいのではと
考えるＰＴＡ役員がいることも承知しており、今後の
課題だと思っている。家出をして一晩行方がわからな
い生徒がゲームセンターの協力で保護されたこともあ
り、本当にありがたいと思った。（中学校長会） 

◎ＪＡＩＡの自主規制、青少年健全育成に向けた取組な
どを理解した。ここ 10年くらいで学校現場では、スマ
ホなど家でゲームに没頭し、小中学生でも依存症では
ないかと心配になることもある。ゲームがダメという
ことではなく、正しく理解して楽しくゲームをするこ
とが大事だと思う。（小学校長会） 

＜業界＞ゲームセンターに居場所を見つけた子どもは、
（学校をサボるなといって）追い出されると家に引き
こもって仲間すらいなくなるので退店を強制しないで
欲しいと要望されたことがある。ゲームセンターは不
良がいる所というイメージがあるかも知れないが、今
は決してそんなことはない。死角を作らないようにし
て、おかしな行動をとっていればスタッフがすぐ気づ
く。もしひとりでどこにも行くところがなければ、変
な場所に行くよりゲームセンターに来てくれないかな
と思う。また、今の子どもたちは礼儀正しく挨拶もし、
ありがとうと声をかけてくれる。これは学校の先生方
や協議会の皆様の指導が行き届いているからだと思う。 

◎みなさんが意識を高く持って営業されていて、ありが
たいと感じている。家の中にこもって際限なくゲーム
するより外に出て家族や友だちとコミュニケーション
をとりながらゲームを楽しむことは良い。これからも
安全で遊べる場所であってほしい。（市こども育成課） 

◎話を聞いてゲームセンターは安心だと思った。あたた
かい見守りをしていただき感謝している。（市子ども会
育成連合会） 

◎ゲームセンターが子どもたちの「居場所」として機能
しているというお話を聞き、居場所のある学校づくり
をしていかなければならないと今日参加して反省した。
（中学校長会） 

◎ＪＡＩＡという団体の存在を初めて知った。今回参加
させていただきありがたく思う。校長会で報告したい。
（小学校長会） 

◎青少年健全育成のために業界が色々努力していること
を改めて感じた。今後もこちらからお願いすること、
確認させていただく機会があると思うので、協力をお
願いしたい。（松本警察署） 

来賓（６名） 

松本警察署生活安全第一課 防犯指導係 
特務 小谷 智子氏 

松本市子ども会育成連合会 会長 臼井 和夫氏 

松本市こども育成課 主事 池田 彩音氏 

松本市青少年補導委員協議会 副会長 山田美恵子氏 

松本市校長会 中学校長会 副会長 
（鎌田中学校 校長） 一志 正人氏 

松本市校長会 小学校長会 副会長 
（島内小学校 校長） 増田  正氏 

主催者（１２名）  

（一社）ＪＡＩＡ 専務理事 柴田  健 

（一社）ＪＡＩＡ 長野県本部 本部長 宮本 和彦  

（一社）ＪＡＩＡ 長野県本部事務局 小林辰年 他 
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と き／２０２０年４月１７日（金） ９：３８ OUT・ＩＮ同時スタート 
     ※計８組  フロント受付は８：５０までにお願いします。 
ところ／茨城ゴルフ倶楽部 東コース 
     〒３００－２３５２ 茨城県つくばみらい市小島新田 
     TEL０２９７－５８－１２１６（代） FAX０２９７－５８－１９６１ 
会費／１０，０００円（賞品およびパーティ費用）  
     ※当日ご持参ください。 

※プレー代（税込約￥２０，０００）、食事代等は各自精算。 
 
 

 

 

 

 前日の松本市に続き、長野県本部の今年度２回目の地
域懇談会。長野市での開催は今回で１５回目となる。 
宮本本部長の開会挨拶、長野県防犯協会連合会の伊藤

専務理事の来賓挨拶に続き、プロモーションＤＶＤでＪ
ＡＩＡの事業活動等を紹介した後、積極的な意見交換が
なされた。来賓７名のうち５名が初参加。 
 主な内容は次の通りとなっている。 

◇     ◇ 
◎街頭やゲームセンター等に補導に行っているが、今は
ゲームセンターでのトラブルや問題はない。スタッフ
が子どもたちをよく見てくれているのでありがたいと
思っている。（県少年警察ボランティア協会） 

◎ゲームセンターの業界は本年も含めて行政処分、軽微
の違反はほとんどない。平成 28年の法改正により保護
者同伴時の年少者の立入時間規制が緩和されたが、そ
れ以降も大きな問題は見受けられない。施設側の努力、
気配りの成果だと思う。なお、ゲームセンターに限ら
ず置き引き関係の相談が散見されるので、その防止を
引き続きお願いしたい。（県警） 

◎最近、少年補導でタバコを所持している子が非常に多
く、中には高校生でもアイコス等のタバコ類を所持し
ているケースが見られるので注意してほしい。また、
ゲームセンターでゲームに熱中している女子生徒が後
ろから身体を触られたという事案があった。防犯カメ
ラは非常に重要。ただ、機械が大きいので死角になっ
て見えなかったりという心配があるので、例えば通路
を映すような角度で設置していただけるとありがたい。
（中央警察署） 

＜業界＞県警本部からの依頼もあり、駐車場、店舗内と
防犯カメラを設置。ほぼ店舗内には死角のないよう作
動している。近年の防犯カメラの録画機能は一年近い
ということで、改めて見直すなど機能を最大限に使っ
ている。今後も最新のものに順次取り替えていく構え。
若干死角ができてしまう部分に関してはスタッフがイ
ンカムで重点的に見回りをしている。また、タバコの
問題は最重要視している。 

◎総じてゲームセンター側の青少年への指導がよくなさ
れていると考えられるが、一定数の不良行為があるの
で、店舗内外の巡回、声かけ、防犯カメラの整備を引
き続きお願いしたい。（県警） 

＜業界＞少年に対しては、各店舗で非常に敏感になって
いる。例えば、授業のある時に来店した場合には必ず
学校に問い合わせ。いつも来る少年なのか、初めて来
た少年なのかもチェックしているし、グループで来た
場合には、いじめや犯罪等おかしな状況がないか防犯
カメラ・インカムを活用して確認を徹底している。ま
た、立入規制時間について、年齢がわからない場合は
身分証・学生証を確認し、持っていない年少者に関し
ては退店させている（「次回来店される時には年齢がわ
かるものを持ってきてね」と一言添えている）。 

◎学校、ＰＴＡ、地域の方と一緒に巡回指導するが、ゲ
ームセンターではスタッフに笑顔で声をかけられ協力
的だと安心している。市内の小中高、特別支援学校の
毎月の行事一覧を配布しているので、それで学校行事
を把握するなど利用してほしい。（県少年育成センター） 

＜業界＞実際、行事等もなく学校のある時間に来店され
るお子さんがいて、事情を聞くと、イジメ等で学校に
居場所がないということも過去にあった。無理に追い
出すとスマホゲームで家に引きこもってしまう心配は
ある。 

◎街頭活動の際、土曜日の午後でも子どもたちがいない。
駅周辺、デパート、ゲームセンター、カラオケ店にも
いない。自宅や友だちの家でゲームをしているのでは
ないかと予想され、こういう傾向はますます増えてく
るのかなと感じている。（県少年育成センター） 

来賓（７名） 

長野県県民文化部次世代サポート課  
青少年指導主事 丸山 溝史氏 

長野県警察本部生活安全企画課  
許可事務担当室 係長 下山 弘嗣氏 

長野県警察本部生活安全部少年課 
少年サポートセンター室長 小島 伸之氏 

長野県防犯協会連合会 専務理事 伊藤 聡志氏 

長野県少年警察ボランティア協会 
長野中央少年警察ボランティア協会会長 上林  一氏 

長野中央警察署生活安全第一課 少年係 
係長 五味 伸也氏 

長野市少年育成センター 指導主事 小林 寛二氏 

主催者（１３名）  

（一社）ＪＡＩＡ 専務理事 柴田  健 

（一社）ＪＡＩＡ 長野県本部 本部長 宮本 和彦  

（一社）ＪＡＩＡ 長野県本部事務局 小林辰年 他 
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第６回 JAIA里見会長杯ゴルフコンペ開催のご案内 

【お問合せ】JAIA事務局（担当：片岡） TEL０３－３５５６－５５２２ 
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2019年で第 25回目を迎えた「ゲームの日」。今回もアミューズメント業界の
社会奉仕活動として、「ゲームの日」に前後してＡＭの出前やＡＭ施設への
招待を行う＜アミューズメント ラブ・エイド＞が例年同様、各県本部の主導
で企画・実施された。（2019年 11月号から順次掲載） 

 

 

アミューズメント ラブ・エイド ｉｎ 広島 

日時：2019 年 12 月 4日（水曜日）10時 30 分～15 時 
場所：「フィエラ ディ プローバ」（広島市安佐南区緑井） 
    各施設＜ゲーム・ボウリング・カラオケ＞ 
    ※プローバグループ運営 
招待：きょうされん広島県支部傘下 作業所 
 「ふれあいフェスティバル」と銘打って（株）プローバホールディ
ングス（代表取締役社長：平本直樹氏）と共催の恒例イベント。きょ
うされん広島支部の協力の下、61名（引率者含む）を招待した。 
 開会式では、プローバホールディングスの平本社長およびＪＡＩＡ
広島県本部の近藤本部長が主催者挨拶を行い、記念品贈呈（作業所代
表に「車椅子１台」と「お土産」の目録）。プローバグループのキャ
ラクター着ぐるみ（ピノッキー）ショーに続き、参加者を３グループ
に分け、アミューズメント（７階）、カラオケ（３階）、ボウリング（７
階）に順次ご案内した。終了後、袋詰めしたお土産を参加者ひとりひ
とりにプレゼント。 

アミューズメント ラブ・エイド ｉｎ 秋田 

日時：2019 年 12 月 4日（水曜日）14時～17時 
場所：児童養護施設「聖園天使園」（秋田市） 
参加：幼児、児童約 20名 

（中高生約 10名はプレゼントのみ配布）  
  
 

今野 創 
本 部 長 

身体を使って遊ぶ各種ゲームを出前し、『ブラウゴンと遊ぼう！一足早く
メリークリスマス！』と称して地元Ｊ３サッカーチーム「ブラウブリッツ秋
田」のマスコットキャラクターと一緒に楽しむ恒例イベント。最後に参加者
全員にぬいぐるみ、おもちゃ、お菓子などのプレゼントを贈った。 
 

【景品提供】 
（株）ソユー 

 北日本通信工業（株） 
【合同企画】 

（株）ブラウブリッツ秋田 

日時：2019 年 12 月 17日（火曜日） 
16時～17時 

場所：障害児入居施設「若竹学園」 
（秋田市） 

 秋田県本部スタッフが同施設を訪問。サン
タクロースから約 25 名の子どもたちひとりひと
りに、ぬいぐるみ、お菓子、雑貨などのクリスマ
スプレゼントを手渡した。 
 〈本部事務局コメント〉２カ所約 55 名の子どもたちへのプレゼントは時間と労力

のかかるイベントですが、たくさんの子どもたちが毎年楽しみにしており、純粋に
喜んでいる姿が大変印象深く、今後もできる限り継続したいと考えています。 



 

 

提出会員 ４号メーカー 種別 筐体名 機種名 発行日 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ悪代官 赤鬼Ｘ 2019/12/6 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/12/6 

(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 ＪＡＰＡＮ 2019/12/6 

(株)東プロ 大一 パチンコ プロハンター ＣＲ天下一閃 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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Ｓｐｅｃｉａｌ 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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- 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(株)東プロ サミー パチスロ ハイパースロット Ｓあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(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 2019/12/6 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ獣王 王者の覚醒 2019/12/6 

(株)マインズ 高尾 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ沼 2019/12/6 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡスーパー海物語ＩＮ沖縄４withアイマリン 2019/12/6 

(株)マインズ ビスティ パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲマジカルカーペット 2019/12/6 

(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 2019/12/11 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハーパースロット Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2019/12/11 

(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 2019/12/11 

(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 2019/12/11 

(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ ドロンジョにおまかせ「２００３年」 2019/12/11 

(株)マインズ 山佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ メフィスト 2019/12/11 

(株)マインズ 三洋 パチスロ 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 2019/12/11 

(株)三田商事 京楽 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ ぱちんこ新･必殺仕置人 2019/12/11 

(株)三田商事 エレコ パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ バジリスク～甲賀忍法帖～絆 2019/12/11 

(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 2019/12/11 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2019/12/12 

(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 2019/12/19 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ北斗の拳 天昇 2019/12/19 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ 新･必殺仕置人 2019/12/19 

(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 2019/12/20 

(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 2019/12/20 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＣＲ悪代官 赤鬼Ｘ 2019/12/20 

(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 2019/12/20 

(株)東プロ 京楽 パチンコ プロハンター ＣＲぱちんこ必殺仕事人Ｖ 2019/12/20 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2019/12/20 

(株)ＪＩＮ アムテックス パチンコ ＪＩＮ ＣＲ南国育ち 羽根 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 三共 パチンコ ＪＩＮ ＣＲフィーバーマクロスフロンティアお前達が俺の翼だ！ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 平和 パチンコ ＪＩＮ ＣＲ不二子 ２Ｈ１ＢＺ１ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 三洋 パチンコ ＪＩＮ ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ＳＴＢ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 三洋 パチンコ ＪＩＮ ＣＲ天龍∞ＶＳ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 三洋 パチスロ ＪＩＮ Ｓ聖闘士星矢 海皇覚醒ＳＰ－ＫＦ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ サミー パチスロ ＪＩＮ パチスロツインエンジェルＢＲＥＡＫ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ エレコ パチスロ ＪＩＮ ミリオンゴッド-神々の系譜-ゼウス UV GODver. 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 三共 パチスロ ＪＩＮ パチスロマクロスフロンティア ２Ｇ 2019/12/24 

(株)ＪＩＮ 北電子 パチスロ ＪＩＮ ニューアイムジャグラーＥＸ－Ｃ 2019/12/24 

(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 2019/12/26 

(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 2020/1/14 

(株)東プロ 京楽 パチンコ プロハンター ＣＲぱちんこ必殺仕事人Ⅴ 2020/1/14  

「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。 
 

※2019年 12月 6日～2020年 1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。 

 

●ゲーム場は初めて来たけど、思っていたより健
全な場所で良かった。従業員の明るい対応がと
ても良いと思う。トイレがもっと近くにあると
良いなと思いますが。それから、自販機に温か
いドリンクがほしい。夏場も冷房で身体が冷え
るので。（埼玉・６０歳代・♀） 

●朝、開店前に並んだ順番に台を取れるようにし
てくれたスタッフの心遣いがうれしかった。若
者は走って年配者を追い抜いていくので。これ
からも楽しく遊ばせてください。（埼玉・５０
歳・♂） 

●店員の方が皆さん優しい。外で会っても挨拶し
てくれる。（東京・４５歳・♀） 

●年寄り向けの台を増やしてください。簡単なゲ
ーム。（埼玉・６４歳・♀） 

●マナーの悪い人が時々いますので、注意してい
ただけたらと思います。（千葉・５８歳・♀） 

●パチンコ・パチスロタイプのメダルゲームの台
数が多いので、そのイベントをもっとやってい
った方が良いと思います。（埼玉・２２歳・♂） 

●メール会員になることでクーポンがあり、お得
に遊べるところがよいです。営業時間をも少し
伸ばしてほしいです。（沖縄・２３歳・♀） 

●エアコンが音楽ゲームの真上にあるため、クー
ラーが強い時は指が動かなくなるほど寒いで
す。温度自体は問題ないのですが、風がちょう
どプレイ中の手元を直撃しています。もし可能
であれば何か対策をお願いします！ それ以
外は音ゲーユーザーにとってとても良い環境
だと思います。これからも利用させていただき
たいです。（沖縄・２１歳・♀） 

●もっと遅くまでオープンできないのか。（沖
縄・３０歳・♂） 

●子どもと入れる時間を増やしてほしい。（沖
縄・２５歳・♂） 

●ストレス解消に利用してます。楽しいです。で
も少し寒いかな。時間帯でメダルが増えたらう
れしいかな。（沖縄・５５歳・♀） 

●タバコを吸う人吸わない人の分煙は非常に良
いが、表示がない（わかりにくい）ため、禁煙
の場所でタバコを吸っている人を時々見ます。
（愛媛・４１歳・♂） 

●分煙のはずができていないので、いっそ全て禁
煙にしてほしい。台を揺らす客が多数いるがま
ったく注意しないので悪質な客は増える一方。
カップ麺の自販機希望。（愛媛・４２歳・♂） 
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