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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 

ＪＡＩＡ第１１回理事会《書面審議》 
 ＪＡＩＡでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２４日に
予定していた第１１回理事会は対面での開催を中止し、書面審議（定款
第３４条第２項に規定された「一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律第９６条の規定に基づく理事会決議の省略」）を実施した。 
提議された議案は以下の通り。いずれも同意されるとともに、併せて

報告事項が確認された。 

ＪＡＥＰＯ２０２１の開催中止について（提案資料） 
 新型コロナウイルス感染症は未だ収束の気配が見えず、先行き不
透明な状況が続くなか、来年２月に幕張メッセで開催を予定している
ジャパンアミューズメントエキスポ２０２１（ＪＡＥＰＯ２０２１）について、大
規模イベント開催に伴う感染リスクが危惧されることに加え、一部会
員企業から「このような厳しい時期に開催されても出展する機械が
ない」「今はオペレーター様も大変厳しい状況なので、機械を購入頂
けるとは思えない」など、出展する立場から開催を危惧する声が寄せ
られるようになりました。 
 そこで、前回のＪＡＥＰＯに出展頂いた会員企業３６社に、出展の可能
性について緊急アンケートを実施し、この結果も踏まえて慎重に検討
した結果、 

①新型コロナウイルスが来年２月までに鎮静化しているとは考え難
く、国内外から不特定多数の人を集めるＪＡＥＰＯのような展示会
イベントが果たして開催できるのか極めて不透明であること。 

②もし実施できたとしても、開催には徹底した感染症対策が求めら
れ、全来場者の連絡先情報の取得や会場における感染防止対策
など、物理的・経済的に大幅な負担増が必要となること。 

③出展社アンケートの結果、新型コロナウイルスの影響により「出展
できない」と回答した会員数が、「出展したい」と回答した会員数
を上回っており、「出展できない」理由として「社員及びお客様の
安全確保のため」「出展する製品が用意できない」「施設事業者
様の状況を鑑みると開催は今ではない」等が挙げられていること。 

④現時点で開催することを前提に「出展したい」と回答した会員
が、仮に前回と同じ小間数で出展申込頂いた場合でも１００小間
ほどにしかならず、前回の５０９小間に比べ 5 分の１程度の規模に
しかならないこと。 

との理由から、ＪＡＥＰＯ２０２１を従来同様に開催することは極めて困難
であるとの結論に至りました。 
 なお、アンケートでは、主に中小規模の出展社から、リアル展示会が
中止になった場合はオンライン商談会を実施して欲しいとの要望が
寄せられております。 
 そこで、急遽、８月１７日付書面常任理事会（正副会長・専務理事・常
務理事・常任理事で構成）で検討した結果、「リアル展示会としてのＪＡ
ＥＰＯ２０２１の中止」及び「オンライン商談会実施の検討」が全員一致で
承認されましたので、本件についても理事会の承認を求めます。 

【第１号議案】 
年会費の一部減免に関する件（事後承認） 
 新型コロナウイルス感染拡大による影響に配
慮した緊急対応の一環として、正副会長の了解
を得て会費を一部減免（※７月号既報）。会員に
対し返還金の実行あるいは減額後の再請求を
行ったことについて、改めて諮り、承認された。 
【第２号議案】 
ＪＡＥＰＯ２０２１の開催中止に関する件 
 右記の通り提案された「ＪＡＥＰＯ２０２１」の開
催中止が承認された。 
【第３号議案】 
会員の入会承認に関する件 
 入会希望の３社（※２ページ参照）について、い
ずれも入会が承認された。 
《報告事項１》 
キャッシュレス決済導入促進事業について 
 キャッシュレス決済推進特別委員会では第１１
回理事会に上程するための準備を進めてきた
「アミューズメント業界におけるキャッシュレス決
済導入促進に関わる事業」に関し、コロナ感染症
によりＡＭ業界を取り巻く環境が厳しいことを踏ま
え、事業実施に必要となる予算を単年度で執行
することは適切でないと判断。２０２０～２０２１年
度の２年計画で事業を見直し、１２月の理事会
において改めて提案することとする。 
《報告事項２》 
事業執行状況の報告 
 定款第２３条第４項の規定に基づく業務執行
状況（２０２０年４月１日～９月２４日）の報告。 
《報告事項３》 
ＪＡＩＡ２０２０年度（下期）スケジュール 
 理事会等開催予定報告。（※２ページ参照） 



 

 

株式会社 ベストアンサー                   正会員（ＡＭマシン事業部） 
所在地／埼玉県川口市  代表者／代表取締役 石塚充利（いしづかみつとし）    設立／２０１０年９月１日 
事業内容 ◎パチンコ・スロットの新台及び中古機販売 
     ◎パチンコ中古機流通に関する運送倉庫管理 
     ◎店舗向けＢＧＭ配信サービス（ＵＳＥＮ代理店、株式会社フェイス代理店） 

デライト・コミュニケーションズ 株式会社           正会員（ＡＭマシン事業部） 
所在地／東京都北区  代表者／代表取締役社長 安藤博文（あんどうひろぶみ）  設立／２００４年９月１０日 
事業内容 ◎教育研修事業 
     ◎調査・コンサルティング事業 
     ◎講演・セミナー事業 
     ◎カスタマーセンター代行事業 

株式会社 Ｔ企画                       正会員 （施設営業事業部） 
所在地／埼玉県朝霞市  代表者／代表取締役 竹内治久（たけうちはるひさ）     設立／２０１９年１月３１日 
事業内容 ◎ショッピングセンター内ゲームコーナーの企画、運営、ゲーム機器の販売レンタル 

 

 

 

日  時 会 合 名 会  場 

２０２０年 １１月１２日（木）１４：００～１５：３０ 施設事業部会（対面＋リモート） 九段事務所＋委員拠点 

     １２月１０日（木）１４：００～１５：３０ 理事会（対面＋リモート） 九段事務所＋役員拠点 

２０２１年  ３月下旬 理事会  

     ５月 書面理事会  

     ６月８日（火）１５：３０～１５：５０ 理事会 ホテルオークラ東京 

        ６月８日（火）１６：００～１６：５０ ２０２１年度定時総会 ホテルオークラ東京 

    ６月８日（火）１７：００～１８：３０ 懇親会 ホテルオークラ東京 

    ６月９日（水） 懇親ゴルフコンペ （未定） 

※２０２１年１月１５日（金）１７：３０～予定されていた「ＪＡＩＡ２０２１アミューズメント産業新春賀詞交歓会」は開催中止。 
※予定は変更されることもあります。開催通知はその都度お送りしますのでご確認ください。 

 

北海道本部に、道防犯協会連合会から感謝状 
北海道本部（富田典宏本部長）に７月 15 日、

公益財団法人北海道防犯協会連合会から感謝状
が贈呈された。 
 同連合会は昭和 36 年に北海道防犯団体連合会
として創立。昭和 60 年に任意団体から法人格を
有する財団法人北海道防犯団体連合会となり、平
成 23 年、公益財団法人北海道防犯協会連合会へ
と移行しており、公益財団法人に移行後 10 年目
を迎えた。 
 これを機に、永年賛助会員である北海道本部に
対し、「犯罪のない安全で安心な地域社会の実現
を目指す北海道防犯協会連合会の防犯活動推進
に永年にわたり深いご理解と多大なるご支援ご
協力を賜った」として敬意と感謝の意が表された
もの。 

ご登録＆お問い合わせは･････fukawa@jaia.jp  TEL03-6272-9401 FAX03-6272-9411 

広報紙『JAIA  』発行をメールでお知らせします 

 
ＪＡＩＡプレス編集部では、ＪＡＩＡ会員に【ＪＡＩＡ通信】として『月刊ＪＡＩＡプレス』発行のご案内を 

行います。メールアドレスをご連絡ください。 
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 余暇活動種目 万人 

1 国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など） 5,430 

2 外食（日常的なものは除く） 4,180 
3 読書（仕事・勉強などを除く娯楽としての） 4,170 

4 ドライブ 4,160 

5 映画（テレビは除く） 3,610 

6 複合 SC、アウトレットモール 3,560 
7 音楽鑑賞（配信、CD、ﾚｺｰﾄﾞ､ﾃｰﾌﾟ、FMなど） 3,470 

8 動物園、植物園、水族館、博物館 3,340 

9 ウインドウショッピング（娯楽としての） 3,070 

10 ウォーキング 3,030 
11 温浴施設（健康ﾗﾝﾄﾞ、ｸｱﾊｳｽ、ｽｰﾊﾟｰ銭湯等） 2,990 

12 カラオケ 2,980 

13 ビデオの鑑賞（レンタルを含む） 2,710 

14 SNS、Twitterなどのデジタルコミュニケーション 2,620 
15 園芸、庭いじり 2,560 

15 宝くじ 2,560 

17 体操（器具を使わないもの） 2,410 

18 トランプ、オセロ、カルタ、花札など 2,370 
19 音楽会、コンサートなど 2,310 
20 ジョギング、マラソン 2,160 

 余暇活動種目 万人 

1 国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など） 5,400 

2 外食（日常的なものは除く） 4,350 
3 読書（仕事・勉強などを除く娯楽としての） 4,110 

4 ドライブ 3,960 

5 映画（テレビは除く） 3,740 

6 複合 SC、アウトレットモール 3,550 
7 音楽鑑賞（配信、CD、ﾚｺｰﾄﾞ､ﾃｰﾌﾟ、FMなど） 3,540 

8 動画鑑賞（レンタル、配信を含む） 3,510 

9 動物園、植物園、水族館、博物館 3,330 

10 ウォーキング 3,220 
11 カラオケ 2,980 

12 温浴施設（健康ﾗﾝﾄﾞ、ｸｱﾊｳｽ、ｽｰﾊﾟｰ銭湯等） 2,940 

13 ウインドウショッピング（娯楽としての） 2,920 

14 宝くじ 2,640 
15 SNS、Twitterなどのデジタルコミュニケーション 2,580 

16 園芸、庭いじり 2,500 

17 音楽会、コンサートなど 2,260 

18 トランプ、オセロ、カルタ、花札など 2,190 
19 体操（器具を使わないもの） 2,150 

20 テレビゲーム（家庭での）  2,070 

※■は前年に比べ順位の上昇、■は参加人口の増加があったことを示す。 
※「動画鑑賞（レンタル、配信を含む）」は、２０１８年まで「ビデオの鑑賞（レンタルを含む）にて調査。 

『レジャー白書２０２０』 
２０１９年の市場規模は７２兆２，９４０億円、前年比０．６％増 

日本生産性本部・余暇総研 
概要を発表 

<調査の概要> 
■調査方法 

インターネット調査 
■調査対象 
 全国 15 歳～79 歳の

男女 
■有効回収数 
 3,539 人 
■調査時期 
 2020 年 1～２月 

【お問い合わせ】 
公益財団法人 
日本生産性本部 

内容について（余暇総研）    TEL03-3511-4011 FAX03-3511-4019 
販売について（生産性出版）  TEL03-3511-4034  FAX03-3511-4073 
 https://www.jpc-net.jp/leisure/ 
 

余暇活動の参加人口上位 20 種目(2018 年～2019 年) 

 公益財団法人日本生産性本部の余暇総研
は、９月 30 日に発行予定の『レジャー白書
２０２０』概要を公表した。 
 余暇活動調査等をもとに我が国における
余暇の実態を需給双方の視点から総合的・
時系列的に分析・記録している同白書は、
1977 年創刊。今回で通算 44 号目となる。 
 なお、『レジャー白書２０２０』は 2019
年の余暇活動を取りまとめたものだが、新
型コロナウイルス感染症によりレジャー産
業を取り巻く環境が大きく変化したことか
ら、2020 年に入ってから緊急事態宣言が解
除された５月までのコロナ渦の影響と今後
の課題について巻頭で特集している。 
 同白書は、全国有名書店、ネット書店で
もお取り寄せ可能。 

 2019 年の余暇市場は 72 兆 2,940 億円で、前年比 0.6％増と
僅かであるがプラスとなった。パチンコ・パチスロを除くと前
年比 2.2％増で７年連続増加。 
〈『レジャー白書２０２０』の主なポイント〉 
◎日本人の余暇活動の現状 
 ９年連続で参加人口の首位となった「国内観光旅行」をはじ
め、上位種目は前年とほぼ同程度となった。 
◎余暇関連産業・市場の動向 
 インバウンド効果により観光・行楽部門が引き続き伸びた他、
４部門（スポーツ、趣味・創作、娯楽、観光・行楽）すべてで
プラスに。なお、近年好調であったゲームセンターがマイナス、
各種ゲーム関連市場は総じて横ばいにとどまった。遊園地・テ
ーマパークは天候不順で長年続いた増加に歯止めがかかった。 
◎2019年のトピックス 
 一人当たり平均参加種目数は、前年比 0.1 種目減少して 12.3
種目となった。部門別では趣味・創作のみ増加。 
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―お知らせー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休業した期間 受付開始日 締切日（郵送の場合は必着） 

令和２年４～６月 令和２年７月 10 日（金） 令和２年９月 30 日（水） 

令和２年７月 令和２年８月１日（土） 令和２年 10 月 31 日（土） 

令和２年８月 令和２年９月１日（火） 令和２年 11 月 30 日（月） 

令和２年９月 令和２年 10 月１日（木） 令和２年 12 月 31 日（木） 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する 
雇用調整助成金等の申請期限を延長しました 

 
１．雇用調整助成金等について 

 厚生労働省では、新型コロナウイル
ス感染症の影響により事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主に対して、雇
用調整助成金の特例制度を設けること
等により支援策を講じております。 
この度、本年６月 30 日までに開始し

た休業等に関する雇用調整助成金等の
申請期限について、令和２年９月 30 日
まで延長することにしました。 
 活用を検討されている事業主の方は、
お早目に最寄りの都道府県労働局また
はハローワークへご相談ください。 

令和２年９月 30日に申請期限を迎える休業等 
  令和２年１月 24 日（※緊急雇用安定助成金については令和２年
４月１日）から６月 30 日までに判定基礎期間の初日がある休業等
に関する雇用調整助成金の申請期限は令和２年９月30日までとな
ります。郵送でご提出する場合、支給申請書類は９月 30 日までに
到達していなければなりませんので、ご注意ください。 

令和２年 10月１日以降に申請期限を迎える休業等 
  令和２年７月１日以降に判定基礎期間の初日がある休業等につ
いては、通常の申請期限通り、支給対象期間の末日の翌日から２か
月以内となります。７月中に開始した休業等に関する雇用調整助
成金及び緊急雇用安定助成金の申請期限は、10 月以降順次迎えて
いくことになりますので、こちらについてもお早目に手続きを。 

２．新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について 
 

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及び
その蔓延防止の措置の影響により休業させられた中
小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を
受け取ることができなかった方に対して、当該労働
者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金を支給しています。 
 令和２年４月１日から６月 30日までの休業に係る
休業支援金・給付金の支給申請については、令和２年 

９月 30 日の申請期限までに申請受付先（※下記）に
到達していなければなりません。また、令和２年７月
１日以降における休業に係る休業支援金・給付金の
申請期間は以下の表の通りとなります。 
 休業支援金・給付金については、労働者本人が申請
をする制度ですが、申請に際しては、事業主が記載す
る欄があります。事業主におかれましても、適切なご
対応をお願いします。 

※〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置  
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 

３．ホームページでのお知らせ 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整
助成金及び休業支援金・給付金の特例情報や具体的
な手続きの流れについては、厚生労働省・都道府県労 
 雇用調整助成金に関する厚生労働省ＨＰ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 

  ０１２０－６０－３９９９（受付時間／9：00~21：00 土日・祝日含む） 
休業支援金・給付金に関する厚生労働省ＨＰ 

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

  ０１２０－２２１－２７６（受付時間／月～金 8：30~20：00 土日祝 8：30～17：15） 
 

働局のホームページでご案内しております。 
 ご不明な点がございましたらコールセンターまで
お問合せください。 
 

～雇用調整助成金等オンライン受付システムについて～           以下の４つのステップで完了します 

Step １ 雇用調整助成金等オンライン受付システムにアクセス（https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ 
Step ２ ログイン用のメールアドレスを登録（メールアドレスがマイページの IDとなります） 
Step ３ SMS認証用の携帯電話番号登録（マイページ開設、ログインの際、手元に用意できる携帯電話にして下さい） 
Step ４ マイページから申請書類をアップロード（ファイル形式は、原則 PDFまたは画像ファイルとして下さい） 
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日本ｅスポーツ連合、「参加料徴収型大会ガイドライン制定」 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

11 月末までの催物の開催制限等について 

 9 月１日以降の催物開催について、９月末までは現在の開催制限を維持
することとしその間においても状況に応じ目安の在り方を見直す場合があ
ることとされていたが、現在の感染状況やこれまで得られた知見を踏ま
えて、９月 19 日以降の催物開催については、上記 URL の通りとするので留
意されたい。 
また、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、取扱い

に変更があり得ることにも留意されたい。 
 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf 

総務省自治行政局公務員部福利課 
財務省主計局給与共済課 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課 
厚生労働省保険局保険課 

厚生労働省保険局国民健康保険課 
厚生労働省保険局高齢者医療課 

医療保険の被保険者等 
記号・番号等の 

告知要求制限について 
https:// www.jcci.or.jp/200708kokuchiyoukyuseigen.pdf 

 医療保険の被保険者証については、従来
から、様々な取引、届出等の場面において、
本人確認等を目的として用いられている
ものと承知しています。 
 今般、医療保険の被保険者等記号・番号
が個人単位化されることに伴い、医療保険
制度の適正かつ効率的な運営を図るため
の健康保険法等の一部を改正する法律
（令和元年法律第９号。以下「改正法」とい
う。）により、保険者番号及び被保険者等記
号・番号（以下「被保険者等記号・番号等」と
いう。）について、個人情報保護の観点か
ら、健康保険事業またはこれに関連する事
務の遂行等の目的以外で告知を求めるこ
とを禁止する「告知要求制限」の規定が設
けられました。 
 告知要求制限の規定は令和２年１０月１日
から施行され、同日以降、原則として、本人
確認等を目的として被保険者等記号・番号
等の告知を求めることが禁止されます。 
 告知要求制限の対象となる被保険者等
記号・番号等や、本人確認等のために被保
険者証の提示等を求める際の留意事項
は、右記のとおりです。 

記 
１ 告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等について 
          （ ～略～ ）  
 
２ 本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事

項について 
  １に掲げる記号・番号等については、各医療保険制度における

被保険者証に記載がなされている。今後も、本人確認等のため
に被保険者証の提示を求めることは可能であるが、告知要求制
限に抵触しないよう、以下の点に留意いただくようお願いする。 

 
 ◎被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保

険者等記号・番号等を書き写すことのないようにすること。ま
た、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者
等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。 

 ◎被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行
う場合には、あらかじめ申請者や顧客等に対し被保険者等記
号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施され
た写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等に
マスキングが施されていない写しを受けた場合には、当該写し
の提供を受けた者においてマスキングを施すこと。 

 ◎被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明
を行わないこと。例えば、ホームページ等において、「被保険
者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」
といった記載を行わないよう留意すること。 

日本ｅスポーツ連合（略称ＪｅＳＵ）は、参加料徴収
型の大会の範囲を明確化すべく「参加料徴収型大
会ガイドライン」を制定した。 
ＪｅＳＵでは 2018年２月の設立以降、日本のｅス

ポーツの法的課題について関係各所と検討を進
めており、同ガイドラインは、ゲームタイトルを用い
て競技大会を行う場合に参加者へ定められた参
加料を徴収することで、風適法第２条第１項第５号
営業としての規制を受けずに開催することが可能
となることを目的としている。 
 

〈ＪｅＳＵコメント〉ＪｅＳＵでは本ガイドラインに基づく参加料
徴収型大会の実施を推奨するため、認証制度を運用する
ことを予定しています。この制度は、届出を義務付けるも
のではありませんが、参加料徴収型大会を実施しようとす
る事業者・個人の皆様のうち希望する方は、所定の様式に
基づいてＪｅＳＵに対し届出を行うことにより、参加料徴収
型大会が本ガイドラインに従って運用されているか否かに
ついての審査を受けることができます。これが認められ
た場合には、ＪｅＳＵからの適合認証を受けることができ、よ
り安全・安心な大会を開催することができます。 

お問い合わせ https://jesu.or.jp/mailform/ ガイドライン https://jesu.or.jp/contents/terms/ 
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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)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 2020/7/20 

(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ＣＲＡ逃亡者おりん３ ＳＴＫＡ 2020/7/20 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ黄門ちゃま～神盛ＪＵＤＧＥＭＥＮＴ 2020/7/20 

(株)マインズ 豊丸 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ今日もカツ丼Ｚ２ 2020/7/20 

(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 2020/7/20 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ蒼天の拳 朋友 2020/7/21 

(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 亜人 2020/7/21 

(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 チェインクロニクル 2020/7/21 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ アラジンＡ 2020/7/21 

(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 2020/7/21 

(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麻雀物語～役満乱舞のドラム大戦～ 2020/7/21 

(株)三田商事 ミズホ パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ アナザーゴッドハーデス 2020/7/21 

(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ アイムジャグラーＥＸ～レインボーver 2020/7/21 

(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ アイムジャグラーＥＸ～５倍 BETver 2020/7/21 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター  ＣＲ大海物語４ 2020/7/21 

(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 2020/7/21 

(株)マインズ メーシー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐバジリスク～甲賀忍法帖～2 2020/7/28 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ちょいパチ大海物語スペシャル３９ 2020/7/28 

(株)マインズ サンスリー パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ戦国無双 くのいちバージョン 2020/7/28 

(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 2020/7/28 

(株)マインズ エマ パチスロ ブレイクⅡシリーズ イミソーレＸＸ 2020/7/28 

(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 2020/7/28 

(株)マインズ ロデオ パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ イースⅠ＆Ⅱ 2020/7/28 

(株)マインズ 高尾 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲおしおきくのいち忍法帖２８Ｖｅｒ 2020/7/28 

(株)マインズ 山佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ鉄拳４ 2020/7/28 

(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 2020/7/31 

(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 2020/8/4 

(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 2020/8/4 

(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 2020/8/4 

(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 政宗２ 2020/8/4 

(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 2020/8/4 

(株)マインズ 山佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ケロット 2020/8/4 

(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 2020/8/4 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロろくでなしＢＬＵＥＳ 2020/8/4 

「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 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- 2020/8/4 

(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 2020/8/4 

(株)マインズ ビスティ パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲヱヴァンゲリヲン７ 2020/8/4 

(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 LIGHTver 2020/8/4 

(株)マインズ 大一 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ天才バカボン４ 決断の瞬間 2020/8/4 

(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＦマクロス△ 2020/8/4 

(株)マインズ 西陣 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲぷらちなＧＬケロロ軍曹 2020/8/4 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ黄門ちゃま～神盛ＪＵＤＧＥＭＥＮＴ 2020/8/4 

(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 2020/8/4 

(株)三田商事 北電子 パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ アイムジャグラーＥＸ～レインボーver 2020/8/4 

(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 2020/8/7 

(株)ユンカース サミー パチンコ ベガスラックＡ  ＣＲ聖戦士ダンバインＥＷＮＢ 2020/8/11 

(株)ユンカース 京楽 パチンコ ベガスラックＡ  ＣＲぱちんこ冬のソナタＲｅｍｅｍｂｅｒ 2020/8/11 

(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 2020/8/21 

(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 2020/8/21 

(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター  Ｐ真・黄門ちゃま 2020/8/21 

(株)東プロ ニューギン パチンコ プロハンター  ＣＲ真・花の慶次２ 2020/8/21 

(株)東プロ ニューギン パチンコ プロハンター  Ｐ花の慶次～蓮 2020/8/21 

(株)東プロ ビスティ パチンコ プロハンター  Ｐ新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 2020/8/21 

(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター  Ｐ北斗の拳８ 覇王 2020/8/21 

(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 2020/8/21 

(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 2020/8/21 

(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 2020/8/21 

(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 2020/8/21 

(株)東プロ オーイズミ パチスロ ハイパースロット  パチスロ閃乱カグラ 2020/8/21 

(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Ａ 2020/8/21 

(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 エヴァンゲリオン フェスティバル 2020/8/21 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐガオガオキング３ 2020/8/21 
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※2020年 7月 20日～8月 21日の期間に発行されたものを掲載。いずれも盤面販売。 

お知らせ 



 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。 

 

●もうすこしわたしたちがあそべるやつをほし
い。（岐阜・９歳・♀） 

●新人バイトの教育が不十分。エラー内容も見
ず、メダルの補充のみやってる人がいました。
（岐阜・１４歳・♂） 

●ゲームセンターは初めてなので、ゲームの内容
が正確に把握できなかった。（岐阜・６８歳・♂） 

●毎日楽しませて頂いています。仕事の帰りに寄
ることが多く、ストレス解消です。いろいろな
ゲームに挑戦しています。（岐阜・６２歳・♀） 

●楽しませてもらってます。（岐阜・８３歳・♀） 
●何かイベントがあれば楽しめると思う。無料
の！！（岐阜・６２歳・♀） 

●客同士のトラブルが結構ある。誰かひとりのた
めに雰囲気が悪くなるのは困りもの。もう少し
楽しく遊べるといいと思うので、従業員はもっ
と見回って注意してほしい。（岐阜・７２歳・♀） 

●ロッカーがもう１つあったらいいなと思う。
（岐阜・６９歳・♀） 

●故障が多い。開店前にスタッフ全員でしっかり
とゲーム機を点検して調整しておくように希
望します。（岐阜・７０歳・♀） 

●室温設定に配慮を。（岐阜・４０代・♀） 

●良いこと、皆やさしいこと。悪いことはない。
（岐阜・６８歳・♀） 

●トイレが遠い。和式トイレはいらないと思う。
（熊本・１７歳・♀） 

●こどものメダル無料イベントはとてもありが
たい。ただ、こども用のメダル機がもう少しあ
ると良いとは思う。（熊本・３６歳・♀） 

●クレーンゲームで景品の配置にメリハリをつ
けて、もっと取りたいという感じにしてほし
い。（熊本・５０歳・♂） 

●店員さんのサービスが素晴らしい。店員さんが
全員楽しそうにしているので、こちらも楽しく
なって、毎日行きたくなる。行きつけになった。
いつ来ても店内が美しいのも良いです。（熊本・
２１歳・♂） 

●スタッフのみなさんの対応がやさしく丁寧で
した。望むことは、閉店時間がもう少し遅いと
ありがたいということです。（熊本・４２歳・♂） 

●お試しメダルでたくさん遊べたので良かった
です。（熊本・３７歳・♀） 

●全スタッフがかっこいい、かわいい、接客もし
っかりしている。（千葉・２０歳・♂） 

●ガチャガチャ増やして。（千葉・３０歳・♂） 
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