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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 

 ８月１７日付け書面常任理事会において、来年２月のＪＡＥＰＯ２０２１の
リアル開催を中止することが決議され、併せて、オンライン商談会の実
施について検討することが承認された（９月号参照）。 
これを受けて事務局では運営会社と協議を重ね「ＪＡＥＰＯ２０２１オン

ラインビジネスミーティング（案）」の開催企画書を作成し、常任理事
会（書面）に諮った結果、賛成多数で承認され、「ＪＡＥＰＯ２０２１オンラ
インビジネスミーティング」として開催することとなった。内容について
は２～３ページの通りとなっている。 

の
実施を承認（２～３ページに開催概要） 

   ＪＡＩＡ 
常任理事会 
<書面審議> 

第４回「施設営業事業部会」開催 
日時／２０２０年１１月１２日（木）１４時～１５時３０分 
場所／ＪＡＩＡ会議室（飛栄九段ビル）およびリモート拠点 
出席委員／内田慎一副委員長、山下滋副委員長はじめ 

１２名＋オブザーバー１名 
（うちリモート出席５名） 

１．施設営業事業部の組織体制について 
 事務局より、新任の委員、地区本部長、県本部長（以
下）について説明報告があった。 

 【新任委員】             ※敬称略 
岩屋口治夫（（株）バンダイナムコアミューズメント） 

 【新任地区本部長】 
北海道地区 富田典宏（エイトレジャー物産(株)） 
中国地区 筒井雅久（(株)アミパラ） 
【新任県本部長】 
宮城県 横山順一（(株)タイトー） 
    ※１２月１日より国松氏と交代予定 
栃木県 長田 圭（(株)タイトー） 
岡山県 筒井雅久（(株)アミパラ） 
広島県 津口大輔（(株)プロバックス） 
島根県 津口大輔（(株)プロバックス） ※兼任 

２．２０２０年度規制緩和要望の進捗状況について 
 当局への規制緩和要望に関する進捗状況につい
て、７月から９月までに計４回の委員会（正副会長、
常任理事及び常任理事会社委員）を開催して要望
書を作成し、提出したこと等、事務局より説明があ
った。 

３．キャッシュレス決済導入促進事業について 
 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ついて事務局が資料に基づ
き説明。各委員から意見が出され、それらを１２月開
催の理事会に提出することとした。 

 なお、同事業を推進するＪＡＩＡキャッシュレス決済推
進特別委員会の活動概要は１０月号に既報。 
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ＪＡＥＰＯ２０２１ 

オンラインビジネス 

ミーティング 

出展社募集 

【会 期】 
２月１７日（水）・１８日（木） １０：００～１７：００ 

【出展料】 
スタンダードプラン １３５，０００円（税別） 
プレミアムプラン   ２３５，０００円（税
別） 

 ※プレミアムは限定３社。常時最上段に掲示され
ます。申込多数の場合は過去３年間のＪＡＥＰＯ
出展実績により決定します。 

【出展資格】 
ＪＡＩＡ正会員で、ＡＭマシン事業部または遊
園施設事業部に所属する企業 

【主 催】 
（一社）日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ） 

【来場者入場料】 
 無料（来場対象は業界関係者のみ） 

アクセス （全体イメージは下図の通り） 

①出展社は来場して欲しい顧客等に来場登録サイトのＵＲＬを記載した招待メール等を送付する。 

②招待を受けた方は、招待メールに記載されたＵＲＬにアクセスし、来場者登録フォームから来場

申込を行う。 

③自動で発行されるＩＤ、パスワードを使用して来場する。 

来
場
申
し
込
み
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録
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を
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出展企業 

来場ユーザー 

イベント告知ＬＰ 

イベント告知ページ 
    
来場申込 
登録フォーム 

    

②申込 

③データ登録 

④ＩＤ・ＰＷ発行(自動) 

オ
ン
ラ
イ
ン
展
示
会 

（
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ッ
プ
ペ
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〈ページ構成〉 

ＴＯＰページ➜製品案内の表紙（画像・映像など５点）➜製品・サービスに

ついて➔製品のご案内３つ➜製品の詳細説明➜導入実績（ない場合は

使用しない）➜資料のダウンロード➜お問合せフォーム➜企業紹介 

◎チャット ◎ＷＥＢ商談            

※外部サービスとの連携となり、アカウント登録が必要（一部有料プラン有）。 

アクセス 

レポート 
 
来場者の 
行動可視化 

 来場者との 
コンタクト 

出展企業 

出展社の展示ページについて… 
●提供するプラットフォームの形式に合わせ
て内容を作成いただきます。プラットフォ
ームのカスタマイズはできません。 

●内容の登録はワードプレスで行っていた
だきます。写真の加工や登録作業はご希
望により代行させていただきます。（有料） 

※できるだけコストをかけない方式での実施を目指し、 
既存のオンライン展示会のプラットフォームを利用。 
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出展品は、アミューズメント及びエンターテインメント関連の製品で、あらかじめ主催者の承認

を得たものに限ります。 

次に掲げるものは、出展・カタログ配布・小間内表示等ができません。下記各項に抵触する恐
れがあるものまたは不明な点がある場合は、出展申込前に事務局にお問合せください。 
➊ 公序良俗に反するもの 
➋ 他の知的財産権を侵害するもの 
➌ （一社）日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ）の「健全化を阻害する機械基準」「健全

化を阻害する機械基準の運用規程」に違反しているもの。 
➍ ＪＡＩＡの「アミューズメント施設における景品提供営業ガイドライン」に抵触する機械お

よび景品。 
➎ 日本国内での営業に使用できない景品類及び知的財産権を有する者からの日本向けの許諾を

得ていない景品類（景品類は、実行委員会による書類審査の際に、ライセンサーまたは許諾
の権利を有する代理店などからの日本向けアミューズメント用景品としての許諾を確認でき
る書面を提出していただきます。また、景品の制限価格〈８００円〉を超えるものは出展で
きません）。 

➏ メーカーの許諾を得ていない中古品。 
➐ ＪＡＩＡ倫理表示マークの貼付がない４号転用機。 
➑ ＪＡＩＡ倫理表示マークの貼付がないメダルゲーム機。 
➒ 映像、デザイン、音声等による表現が、青少年の健全育成上好ましくないと考えられるもの

（例：脱衣シーン等の卑猥な表現及び残酷な表現等）。 
➓ 上記の他、主催者が不適当と認めたもの。 
 ※当たり付き自動販売機等、アミューズメントマシンと誤解を招く恐れがあると主催者が判断

した製品の出展はできません。 
 ※日本国内での営業使用が認められない可能性のあるリデンプションマシン等の製品の出展

は、海外仕様の表示が義務づけられます。 
 ※景品提供機については、風俗営業適正化法解釈基準に適合しないものは出展できません。新

製品や機能の追加などで適合しているか否かが不明な場合は、ＪＡＩＡ法規部において、そ
の構造、提供方法を確認させていただきます。法規部で確認していない景品提供機について
は出展できない場合がありますのでご了承ください。 

  なお、該当する機械を出展予定の場合は協会事務局までお問合せください。（kataoka@jaia.jp） 

出展品 

出

展

で
き
な
い
も
の 

出展申込・入金締切 

【出展申込締切】 ２０２０年１２月 ４日（金） 

【入金締切日】 ２０２０年１２月２１日（月） 

【キャンセル料】 出展料の１００％ 

〈申込の流れ〉 
① 出展申込フォームを印刷して申込書に記入 
② メールで送付 
③ 事務局による申込内容確認 
④ 出展受理通知メール 

お問合せ先 

一般社団法人 日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ） 担当：浅見 
〒１０２－００７４  東京都千代田区九段南３－８－１１ 飛栄九段ビル８Ｆ 

ＴＥＬ：０３－３５５６－５５２２  ＦＡＸ：０３－３５５６－５５２４  Ｅ-mail：info@jaepo.jp 

広報紙『JAIA press』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。メールアドレスを下記アドレスにご連絡ください。 

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

2020.11③ 

2018.6② 
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コロナ渦の子どもたちに素敵な思い出を。 

１１月２３日は 

「ゲームの日」 

ＡＯＵ、ＪＡＭＭＡ、ＮＳＡの業界３団体によって制定された 11 月 23日（勤労感謝の日）
の「ゲームの日」。ＪＡＩＡとして事業を引継ぎ、今年で第 26年目を迎えるこのイベントは、
〈ファン感謝デー〉〈アミューズメントラブ・エイド〉〈アミューズメントアンケート〉の３本
の柱で構成してきたが、今回は新型コロナウイルス感染症の関係で〈ファン感謝デー〉〈アミ
ューズメントアンケート〉とも中止、各都道府県本部主導で開催される〈アミューズメント ラ
ブ・エイド〉のみ各本部の判断で実施された。 

日頃、アミューズメント施設で遊ぶ機会の少ない方々に楽しんでいただくべく、遊園地・ＡＭ施設への招待やＡ
Ｍの出前等を行う〈アミューズメントラブ・エイド〉は、毎年の恒例行事として招待先・出前先から楽しみにされ
るようになったところも少なくなく、定着したイベントへと育った感がある。より快適な気候を意識して毎年時期
を前倒しして実施する大分県本部（遊園地招待）ではコロナウイルス感染拡大の懸念から開催そのものについて検
討を重ねた結果、「社会福祉事業の一環としてその意義は大きい」として、屋外への招待ということもあり、感染
防止対策を徹底のうえでの開催を決めた。開催内容は以下の通りとなっており、招待施設からの礼状（次ページ）
でも明らかなように、自粛を余儀なくされていた子どもたちにとって格別な思い出となった。 

なお、秋田県本部では恒例の児童養護施設へのゲーム機の出前は屋内ということもあり中止としたものの、２施
設へのお菓子・ぬいぐるみ等のプレゼントは子どもたちが楽しみにしているとして継続を決めている。 

山
梨
県
本
部
、
ラ
ブ
・
エ
イ
ド
の
一
環
と
し
て
フ
ー
ド
バ
ン
ク
に
寄
付 

 年に２回（１月・８月）認定ＮＰＯ法人フー
ドバンク山梨への寄付活動を行っている山
梨県本部（日達健本部長、写真）では、コ
ロナの影響による困窮家庭の一助になれ
ばと、今年度は通常時期に加え６月の寄付
も実施、以下の感謝状を受領した。 
 フードバンク山梨は、貧困世帯の子どもが
置かれた状況調査結果などから２０１５年
夏、日本初となる「フードバンクこども支援プ
ロフェクト」を立ち上げ、学校給食のない長
期休みに食品を届け、冬に食品とクリスマ
スプレゼントを贈る活動を開始した団体。そ
の内容に感銘を受けた山梨の日達本部長
が県内のＪＡＩＡ加盟店舗に募金箱を設置
することから始め、毎回３万円を同団体に
寄付するようになった。なお、今回の寄付
は会員の善意によるもの。これまでの活動
に加え、定期的な寄付を上回る今回の寄
付に感謝の意が表された。 

 大分県本部（尾崎隆本部長）では毎年、遊園地（別府市「城島高原パ
ーク」）に児童養護施設の子どもたちを招待しており、第２４回を数えた
今回は、１０月１０日（土）、「別府平和園」「栄光園」「別府光の園」の３施
設から計１６０名が参加した。 
 例年通り、１０時からの開会セレモニーの後、フリーパスで園内を自
由に楽しむという内容。途中の昼食は、通常であればカレーバイキン
グ（フリードリンク付き）となっているものの、バイキングは接触が多い
ことから、予めカレーとトッピング（サラダ、唐揚げ等）を配膳しておく
スタイルに。ちなみに、おかわり自由で、希望者がレストランスタッフに
挙手で知らせて、それぞれ好きなものをリクエストできるようにした。
また、貸切にしたレストランの定員は２００席だが、参加者を８０名ずつ２
グループに分け別の時間帯で食事をとるようにし、加えて、園スタッフ
が徹底的に消毒したテーブルとイスは対面ではなく教室形式に配置
された。１６時３０分、これも恒例のお楽しみ抽選会で一日を終了。 
 大分県本部では「新型コロナ渦で開催そのものが懸念され、さらに
は台風１４号の九州接近による影響で一時はどうしたものかと気をも
んだが、前日の台風の進路が向きを変え、当日は嘘のように天高く行
楽日和。子どもたちは各種アトラクションに緊張しながらも笑みを浮か
べ興じていた」とコメントしている。 

毎年恒例のお楽しみ抽
選会（ハズレなしの三角ク
ジ）は、今回、密を避け、
屋外で実施。 
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招待施設から届いた礼状 
※一部抜粋 

 城島でのご招待本当にありがとうございました。コロナ渦の中で子

どもたちも自粛という言葉に慣れ、園内で過ごすことを余儀なく受け

入れてくれました。それでも文句一つ言うことなく園内でできる遊び

を職員と一緒にすごしていました。 

 そんな時の城島でのご招待でした。 

子どもたちも天にも昇る嬉しさで当日を迎えました。最近入所して

きた子どもの中には「初めて城島に来た」と、とても喜んでいた子ど

もも。「何もかもが新鮮で、思いっきり楽しんだ。こんなに楽しかっ

たのは初めてだ」と言ってきました。 

 尾崎様から子どもたちに、「どんなに困難苦難があっても希望をも

って素直で明るく元気に暮らして、立派な大人に成長し社会の一員と

して役割を果たすことを願っています」とのお言葉をいただきまし

た。私たちも同じ思いでこれからも子どもたちと過ごしていきたいと

思っております。本当にありがとうございました。 

 

追伸：子どもたちから手紙を預かりましたので同封いたします。気持

ちをお納めください。（※高校生からの手紙を右に紹介） 

 台風の影響が心配されましたが、よ

い秋晴れとなりました。コロナ渦の中

で私たちはなかなか外出できずにい

ましたが、ご招待いただき、幼児から

高校生までみんな楽しめ、おかげでと

ても楽しい良い１日となりました。 

コロナの影響で行事ごとが減ってい

ましたが、よい思い出となりました。 

本当に快適に過ごせました。 

本当にありがとうございました。とて

も楽しかったです。 

お体にお気を付けてお過ごし下さい。

私たちも学校生活などがんばります。

ありがとうございました。 

 日本アミューズメント産業協会様におかれましては栄光園をいつも気にかけてくださり、今回、城島高原パ

ークへの招待をしてくださり心より感謝を申し上げます。 

天候も心配していましたが、子どもたちの願いも叶い最高の天気、そして最高の一日となりました。コロナ

渦でどこにも行けていなかった子どもたちですので、今回の招待行事は、特別な思いでした。子どもたちの目

の輝きに心をうたれました。お土産までいただき、企画や準備に力を注いでくださった皆様の思いも含めまし

て、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 さて、子どもたちはコロナ渦と対峙しながら生活を送っています。 

小学校６年生の修学旅行も１泊２日の県内旅行となり、些か残念な様子でした。 

新しい様式とともに、それぞれの学校で運動会は開催されました。子どもたちはダンスの練習や長縄跳びの練

習に奮闘し、いつもとは違った運動会でしたが、コロナ渦での運動会も生涯忘れることができない思い出の一

つとなると思われます。 

 何かの目標に向かって頑張る子どもの姿は、我々にエネルギーを与えてくれています。大人の方が悲観的な

思いに駆られるわけですが、子どもたちは、今の状況を十分理解し工夫しながら何でも前向きに取り組んでい

ます。また、コロナ渦により、本を読んだりニュースをみたりする子どもや、今まで以上に自分自身の体や、

命の大切さを考える子どもたちが増えていることは、なんともありがたいことです。 

 子どもたちが我々に、希望を与えてくれていることは確かでえあり、苦しい体験を味わいながらも希望をも

って生き抜いている子どもたちの懸命に頑張る姿、元気よく育ちゆく姿に、神様の愛と皆さまのご支援を大変

ありがたく感じつつ、いっそうの使命のもとで子どものしあわせのために取り組んでいく所存です。 

 皆様の健康が守られ、神様の祝福が豊かにありますようお祈り申し上げ、心温まるご寄付のお礼とさせてい

ただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策 
 警察庁生活安全局保安課を通じ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より「来年２月末までの催
物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」（令和２
年１１月１２日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）、「寒冷な場面における感染
防止対策の徹底等について」（令和２年１１月１１日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務
連絡）について協力依頼がありましたのでお知らせいたします。なお、内容は以下ＵＲＬをご参照ください。 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf 
https://corona.go.jp/proposal/#coldRegion 
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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 サンセイＲ&Ｄ パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＡ設定付牙狼ＧＯＬＤＳＴＯＲＭ翔ＲＨ 2020/10/13 

(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戦国乙女５ 10th Anniversary 2020/10/13 

(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- 2020/10/13 

(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 2020/10/13 

(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 2020/10/13 

(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 2020/10/13 

(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 2020/10/13 

(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 2020/10/13 

(株)三田商事 ユニバーサルブロス パチスロ REACHαシリーズ ミリオンゴッド-神々の凱旋- 2020/10/15 

(株)三田商事 サミー パチスロ REACHαシリーズ パチスロ化物語 2020/10/15 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ マイジャグラーⅢ 2020/10/15 

(株)三田商事 北電子 パチスロ REACHαシリーズ ハッピージャグラーⅦ 2020/10/15 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2020/10/15 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ 必殺仕事人総出陣 2020/10/15 

(株)マインズ ニューギン パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐうる星やつら～ラムのＬｏｖｅＳｏｎｇ 2020/10/15 

(株)マインズ ディ・ライト パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ織田信奈の野望 2020/10/15 

(株)マインズ バルテック パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ベン・トー半額弁当争奪戦！ 2020/10/15 

(株)マインズ アクロス パチスロ ブレイクⅡシリーズ サンダーＶリボルト 2020/10/15 

(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ガオガオキング２ 2020/10/20 

(株)マインズ 大一 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐひぐらしのなく頃に～廻～ 2020/10/20 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2020/10/20 

(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～おみくじ ver 2020/10/20 

(株)三田商事 エレコ パチスロ REACHαシリーズ ＳＬＯＴギルティクラウン 2020/10/20 

(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 2020/10/20 

(株)三田商事 三洋 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲスーパー海物語ＩＮ沖縄４ 2020/10/20 

(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 2020/10/20 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット セイクリッドセブン 2020/10/20 

(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 2020/10/20 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲぱちんこ必殺仕事人Ｖ－Ｓ４ 2020/10/20 

(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 2020/10/20 

(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 2020/10/22 

(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- 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

(株)東プロ オリンピア パチスロ ハイパースロット パチスロガールフレンド(仮)～聖櫻学園メモリアル～ 2020/10/22 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

「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)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 2020/10/22 

(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 漆黒の衝撃 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター ＰＦ戦姫絶唱シンフォギア２ 2020/10/22 

(株)マインズ ディライト パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＡ怪盗おそ松さん 2020/10/22 

(株)マインズ ジェイビー パチンコ ブレイクⅡシリーズ 羽根モノ スカイレーサー 2020/10/22 

(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 2020/10/22 

(株)マインズ ネット パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ闇芝居 2020/10/22 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2020/10/22 

(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 2020/10/27 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2020/10/27 

(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 2020/10/27 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲぱちんこ仮面ライダーフルスロットル闇のバトル Ver 2020/10/27 

(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～おみくじ ver 2020/10/27 

(株)マインズ ビスティ パチンコ ブレイクⅡシリーズ 新世紀エヴァンゲリオン～シト、新生 2020/11/6 

(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 2020/11/6 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐビッグドリーム２ 激神 2020/11/6 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ真・北斗無双 第２章 頂上決戦 2020/11/6 

(株)マインズ 藤商事 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲ ＲＡＶＥ この世界こそが真実だ 2020/11/6 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲルパン三世 ＬＡＳＴ ＧＯＬＤ 2020/11/6 

(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 2020/11/6 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2020/11/6 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット 沖ドキ！ 2020/11/10 

(株)東プロ オーイズミ パチスロ ハイパースロット ひぐらしのなく頃に 祭 2020/11/10 

(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 2020/11/10 

(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 2020/11/10 

(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット 聖闘士星矢 海皇覚醒 2020/11/10 

(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 2020/11/10 

(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 2020/11/13 

(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- 2020/11/13 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ仮面ライダー 轟音 2020/11/13 

(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 2020/11/13 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ元祖大工の源さん １９９ver 2020/11/13 

(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 2020/11/13 

(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・怪獣王ゴジラ 2020/11/13 

(株)三田商事 サミー パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこＣＲ聖戦士ダンバインＦＷＮ 2020/11/13 

(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～おみくじ ver 2020/11/13 
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※２０２０年１０月１１日～１１月１３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。 

 

●ゲームはぼけ防止につながり、楽しく遊んでい
ます。ただ、ちょっと寒いです。こまめに店内
の温度を調整してください。お願いします。（静
岡・５９歳・♂） 

● 音量が大きい台があるので調整をお願いしま
す。楽しかったので、孫とまた来ます。（千葉・
５２歳・♂） 

●いつも家族で楽しませていただいてます。あり
がとうございます。気になることといえば、機
械トラブルがあったときに、スタッフさんをな
かなかつかまえることができないことです。呼
び出しボタンを押しても結構待ちます。（茨城・
４６歳・♀） 

●一部の筐体のメンテナンスがやや不足してい
ると感じる。また、スタッフを呼ぶボタンを押
したとき、手ごたえや音の関係で本当に呼べて
いるのか少しわかりにくい。（静岡・２５歳・♂） 

●ATM の設置をお願いします。お金をおろすと
ころがなくて、もっと遊びたかったのに困りま
した。（千葉・２３歳・♀） 

●メダルの保管期間が１か月は少し短いと思う。
（千葉・３８歳・♂） 

●待ちイス欲しいなぁ。。。。（神奈川・１９歳・♂） 

●子どもがメダルを拾ってプレイしているのを
やめさせてほしい。（神奈川・６０歳・♀） 

●トラブルに関してはすぐに対応していただい
ていますので気持ちがいいです。余計なお世話
ですが、競馬のおおがかりなゲーム機は平日ほ
とんど使われていないので、もったいないと感
じます。（東京・８１歳・♂） 

●館内の音が他のゲームセンターよりうるさく
て館内放送や大会進行のアナウンスが聞こえ
づらい。（岐阜・４８歳・♂） 

●ゲームをしながらアイスが食べたいとよく思
う。（東京・２０歳・♀） 

●海外のゲームを遊べるところがほんとに少な
いので置いてほしいと思う。（東京・２０歳・♂） 

●良い点…音楽ゲーム全体のメンテナンスが良
い。ゲームをプレイするにあたってやりやす
い。悪い点…音ゲーのキャプチャー機があれば
より良いと思います。（北海道・１６歳・♂） 

●おしぼりの水が足りないのか乾いている事が
多く手の汚れがとれない。（北海道・２７歳・♀） 

●いつも丁寧な接客で楽しく遊ばせてもらって
います。ゲームセンター＝サービス業を実感。
（北海道・３７歳・♀） 

ユ
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