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 新年あけましておめでとうございます。 

 旧年中は警察行政の各般にわたり格別の御理解と

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、ゲームセンター業界にも予想をしなかった影響が

及びましたが、業界では、各営業所における感染防止

対策の徹底など、各種取組をされていると承知してお

ります。 

 貴協会におかれましては、ゲームセンター等営業の

適正化を図る活動はもとより、青少年の健全育成を目

指した活動や、全国アミューズメントラブ・エイドの活

動などの社会貢献活動にも積極的に取り組まれており、

心から敬意を表する次第であります。 

 

 さて、最近のゲームセンター等営業を取り巻く情勢

をみますと、依然として、ゲーム機等を使用した賭博事

犯のほか、風営適正化法の違反行為も見られるところ

です。 

 警察としては、違法行為に対する厳正な取り締まり

を行うことにより、ゲームセンター等営業の一層の健全

化に努めてまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

 国民がより安心して楽しむことのできる娯楽を提供

する者としてアミューズメント業界が発展するために

は、貴協会による取組が不可欠であります。貴協会に

おかれましては、風営適正化法の趣旨を十分に御理

解いただくことはもとより、国民からの厳しい声も真摯

に受け止め、地域との良好な関係を保ちつつ、アミュ

ーズメント業界の更なる健全化のため、一層力を発揮

していただきたいと思います。 

 

 なお、地球温暖化対策に関しましては、２ ０ １ ３ 年

度に策定した「低炭素社会実行計画（２ ０ ２ ０年度の

Ｃ Ｏ 2 排出量を２ ０ １ ２ 年度比 8.9％削減、２ ０ ３ ０年

度のＣ Ｏ 2 排出量を２ ０ １ ２ 年度比 16.6％削減）」を

着実に実行に移し、大きく目標を達成している中、更

なるＣ Ｏ 2 排出量の削減に取り組まれていると承知し

ております。 

 今後も継続したＣ Ｏ 2排出量の削減に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 

 最後になりましたが、貴協会のますますの御発展と

会員の皆様の御健勝、御多幸を祈念申し上げて、年

頭の御挨拶とさせていただきます。 

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 

警察庁生活安全局保安課長  小堀 龍一郎 

年頭ご挨拶 



令和３年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。 

 

昨年は、新型コロナウイルスが全世界に激震をもた

らした一年でした。新型コロナウイルス感染症でお亡く

なりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとと

もに、健康面や生活面などで影響を受けておられる

方々に、心からお見舞い申し上げます。また、産業界

の皆様からは、医療・生活物資の増産など、様々な形

で貢献いただいており、改めて敬意を表し、感謝申し

上げます。 

この未曾有の危機を乗り越えるため、私たちは、生

活様式のみならず、産業構造や社会システムを転換さ

せていかなければなりません。これは大変なことであ

ると同時に、大きなチャンスでもあります。特に、「グリ

ーン社会」への転換、「デジタル化」、サプライチェー

ンの再構築をはじめとする「レジリエンス」の強化につ

いて重点的に取り組んでいく必要があります。 

 

昨年、我が国は「2050年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現を目指す」ことを宣言致しました。「グ

リーン成長戦略」に基づき、洋上風力産業、水素産業、

自動車・蓄電池産業などの各分野での取組に加えて、

各分野を支える産業機械・装置についても取組を進め

ていく必要があります。世界でも、先進国を中心に多く

の国や地域がカーボンニュートラルの旗を掲げて動

き出しています。カーボンニュートラルの実現は、経

済成長の制約ではなく、むしろ成長戦略そのものです。

あらゆる政策を総動員し、経済と環境の好循環を実現

してまいります。 

 

また、デジタル社会の急激な進展への対応も不可

欠です。非接触や非対面といった「新たな日常」の拡

大や、地政学的リスクや自然災害等の不確実性の高ま

りに対応し、我が国製造業の国際競争力を強化する観

点からも、デジタル技術は一つの重要なツールです。 

産業機械業界においては、昨年、様々なデジタル技

術を活用した動きが見られました。製造現場へのロボ

ット導入や IT 活用による工場の自動化や遠隔監視の

導入の加速に加え、立ち会いや据え付け業務のオンラ

イン化、遠隔での機械の保守・予防保全サービスの提

供、オンライン・ショールームやウェブ展示会の展開

など、新たな可能性が拡がりました。 

また、近い将来、製造現場においても、５ G等の通

信技術の本格活用も見込まれます。生産ラインの柔軟

性を高め、仮に不測の事態が生じた場合にも、製品の

増産や代替生産等を容易にする可能性が拡大します。

これを実現すべく、研究開発をはじめとした取組を進

めてまいります。 

さらに、コロナ禍を背景とした自動化・遠隔化への

ニーズは、ロボットやドローンを取り巻く環境も大きく

変化させています。従来の工場の人手不足や生産性

向上に対応したロボット等のデジタル技術の活用のみ

ならず、物流や小売業等でのロボット導入や、インフラ

点検や離島物流、災害対応でのドローン活用など、新

たな技術の活用の場が拡大しています。より豊かな社

会を実現していくためにも、ロボットを導入しやすい環

境の構築や、セキュリティの確保されたドローンの普

及を進めてまいります。また、「空飛ぶクルマ」につい

ても、2025 年の大阪関西万博での活用を目標に、制

度整備や社会実装を進めてまいります。 

 

今回のコロナ禍では、サプライチェーンの脆弱性が

顕在化しました。第３次補正予算案で閣議決定された

国内投資促進の補助金を活用し、生産拠点の集中度

が高い製品などのサプライチェーン強靱化を進めてま

いります。 

さらに、米中の技術覇権争いを背景とした米中の輸

出管理の動向も注視が必要です。産業界の皆様に、

タイムリーに情報を発信してまいりたいと思います。産

業界の皆様におかれましては、自社のサプライチェー

ン上のリスクの把握など、海外市場におけるビジネス

が阻害されることのないよう万全の備えをお願いいた

します。仮に、サプライチェーンが不当に分断されるよ

うなことがあれば、経済産業省が前面に立って産業界

の皆様をサポートしてまいります。 

 

福島の復興は、継続して経済産業省の最重要課題

の一つです。昨年、「福島イノベーション・コースト構

想」の中核となる福島ロボットテストフィールドが全面

開所致しました。地域の新たな雇用や取引拡大につな

がり、ロボット産業・ドローン産業を育む拠点となるこ

とを期待しております。 

 

日本の製造業は、急速に変化し続ける環境の中で、

複雑で困難な課題に多く直面しています。しかし、そ

れらに果敢に取り組みイノベーションを続けることで、

成長を続けられると確信しております。引き続き、皆様

の現場の生の声をお伺いし、それを政策に活かしてい

きたいと考えております。 

 

本年が、皆様にとって素晴らしい１年となることを祈

念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。 

経済産業省製造産業局  
産業機械課長 玉井 優子 
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新年あけましておめでとうございます。昨年は皆様よ

り格別のご支援、ご協力を賜りましたこと改めまして厚

く御礼申し上げます。 

２ ０ ２ 1年の新春を迎えるにあたり、所感の一端を申

し述べ、新年のご挨拶に代えさせていただきます。 

 

昨年は新型コロナウイルス感染症（COVID— 1 9）

の流行により、世界中が大きな不安と混乱に巻き込ま

れた一年となりました。世界での感染者数は６ ０ ０ ０

万人を超え（２ ０ ２ ０年 12月１日現在）、いまだ感染拡

大の勢いは衰えを見せておりません。世界各国で都市

封鎖や外出自粛などの行動規制を実施し、社会活動

においても感染対策の徹底やソーシャルディスタンス

の確保などを求められ、皆様の生活環境も大きく変化

したのではないかと思います。そのような状況下、医

療の最前線で働かれている医療従事者の皆様には、

この場をお借りして感謝の気持ちを表したいと思いま

す。 

 

さて、昨年の世界における経済環境を振り返ります

と、新型コロナウイルス感染症による影響で世界各国

の需要と供給の両面に大きな損失をもたらすことにな

り、IMFの昨年 10月時点での２ ０ ２ ０年世界経済予測

では、経済成長率がリーマンショックを超え１ ９ ３ ０年

代の「世界恐慌」以来最悪となる縮小幅になると算定

されています。今年も感染状況の見通しは依然不透明

であり、感染対策に留意した社会的距離を保たねばな

らない生活はしばらくの間継続するものと考えられま

す。世界経済は２ ０ ２ １ 年には回復基調に戻る見通し

ですが、ワクチン接種の広がりなど、どの程度まで新

型コロナウイルスを封じ込められるかによって、経済の

回復幅も変わってくると予想されます。 

昨年の日本経済も同じ状況で、特に政府が緊急事

態宣言を発出した４ 月から５ 月にかけては、１ ９ ８ ０

年以降で最大のマイナス成長となりました。国内外に

おける経済活動の再開や、政府による経済政策の実

施によって持ち直しつつあるものの、雇用や所得環境

が悪化していることやインバウンド消費の回復に依

然見通しがつかないことなど、様々な状況を鑑みると

２ ０ ２ １ 年も回復ペースは緩慢となることが予想され

ます。延期になっております東京オリンピックが、今年

予定通り無事開催されるかという点も経済回復のポイ

ントになるかと思われますので、引き続き注視してまい

りたいと思います。 

レジャー産業全体では、イベントの中止や延期、イ

ベント会場への入場制限、施設の休業要請、海外・国

内への移動の自粛などにより、観光やスポーツ観戦、

コンサートや演劇、映画、カラオケといった人の移動や

リアルな場所への集客を伴うビジネスが、いずれも大

きな損害を受けることになりました。一方でステイホー

ムによる巣籠効果により、家庭用ゲーム、アプリコンテ

ンツ、有料動画配信、有料音楽配信、電子コミック、

電子書籍など、ご家庭で楽しめるレジャーに関しては

売り上げを伸ばしています。 

 

そのような環境下での昨今のアミューズメント産業

界における市場動向に目を向けますと、２ ０ １ ４年度を

底に右肩上がりに市場規模を回復し、Ｊ ＡＩ Ａより昨

年 11 月に発表させていただいた「アミューズメント産

業界の実態調査（２ ０ １ ９年度）」によると、２ ０ １ ９年

度の市場規模は前年比 3.5％増の７ ，０ ５ ４億円で、

５ 年連続の増加となりました。そのうち業務用アミュー

ズメント機器製品販売高は前年比で 1.8％増の１ ，６

４６億円、オペレーションの売上高は前年比 4.0％増

の５，４０ ７ 億円と、いずれも前年実績を上回る業績拡

大となりました。 

このようにアミューズメント産業界の市場規模は順

調に成長しておりましたが、残念ながら昨年は新型コ

ロナウイルス感染症により甚大な被害を受け、大きく

落ち込むこととなってしまいました。新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に伴い、２ 月の下旬より徐々にテ

ーマパークや遊園地、アミューズメント施設などの休

業、時短営業の対応が始まり、緊急事態宣言が発出

された４ 月から５ 月にかけては対象地域の施設関連

が軒並み臨時休業の対応を行うことを余儀なくされま

した。５ 月から６ 月にかけ営業再開が始まりましたが、

テーマパークや遊園地などでは現在も引き続き入場

を制限した形での営業対応を行っており、アミューズメ

ント施設もまた店舗の売上は徐々に回復しております

が、いまだ以前のレベルに持ち直す見通しは立ってお

りません。今後も、感染者数の増加に伴い、外出自粛

や移動制限、営業短縮などの要請が発出される可能

性も残されており、しばらくは予断を許さない状況が

続くと思われます。 

年頭ご挨拶 
 
 
一般社団法人 
日本アミューズメント産業協会 

会長  里見 治 
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昨年のＪ Ａ Ｉ Ａの取り組みとしましては、まず２ 月

７ 日～８ 日に、幕張メッセ国際展示場において『ジャ

パン アミューズメント エキスポ２ ０ ２ ０』を開催いた

しました。令和初の開催となった前回は、２ ０ １ ６年以

来４ 年ぶりの単独開催となり、41 社が出展。２ 日間

で１ 万５ ０ ０ ０ 人を超える方々にお越しいただきまし

た。初の試みとして、アミューズメント産業界に関わる

スタッフのアミューズメント事業の基礎知識を測る検

定〝アミューズメントスタッフ検定〟の試験を実施し、

その他にも各社のメダルゲームを体験できる〝メダ

ルゲーム体験会〟、フリープレイやスタンプラリーをお

楽しみいただいた〝プライズコーナー〟、さらには出

展社による多数のイベントなど、ご来場いただいたお

客様にお楽しみいただくことができました。 

またＪ ＡＥ Ｐ Ｏの初日には、Ｊ Ａ Ｉ Ａの〝キャッシ

ュレス決済推進特別委員会〟で進めておりますアミュ

ーズメント施設向け電子マネー決済端末の標準化に

関する取り組みについて、進捗状況を報告させていた

だきました。電子マネー決済端末の標準化により、シ

ステム本体の価格や決済手数料の低廉化および決済

端末取り付けの省力化などが全体的に加速化され、ま

たお客様への利便性の高いサービスの提供なども実

現することになります。標準化に対応した次世代決済

端末につきましてはなるべく早いタイミングで実証テ

ストを実施し、アミューズメント機器への実装を行って

いく予定です。詳細に関しては随時発表してまいります

ので、ぜひご注目いただけますようお願いいたします。 

 

今年のＪ ＡＥ Ｐ Ｏに関しましては、残念ながら新型

コロナウイルス感染拡大防止のため幕張メッセでの開

催を中止いたします。ご参加を予定いただいておりま

した出展社及び来場者各位には大変ご迷惑をお掛け

いたしますが、ご理解のほどお願いいたします。会員

各社の皆様に向けましては、展示会に代わりオンライ

ンによる商談会の開催を検討しております。実施内容

が決まり次第皆様にお知らせさせていただきますので、

何卒ご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

 

Ｊ Ａ Ｉ Ａでは、政府や行政機関から新型コロナウイ

ルス感染症対応策として発出された各種要請や緊急

事態宣言などの状況に合わせ、会員の皆様が効果的

な対応をとっていただけることを目的に各種指針を定

めてまいりました。特に５ 月 14 日には新型コロナウイ

ルス感染症対策専門家会議によるガイドライン作成の

求めに応じ、ゲームセンターにおける新型コロナウイ

ルス感染拡大予防対策として実施すべき基本的事項

を整理した『「ゲームセンター」における新型コロナウ

イルス感染拡大予防ガイドライン』を策定し、随時更新

も行っております。お客様はもちろん、店舗従業員スタ

ッフの皆様の健康安全配慮のため、今後も政府や行

政機関からの要請、社会情勢などに臨機応変に対応し、

アミューズメント産業界としての対応指針を策定して

まいります。 

 

今、世の中は新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、多くの方々に社会不安がもたらされております。

しかし、このような環境下だからこそ、私たちアミュー

ズメント産業界が提供するひと時のエンタテインメント

体験は、皆さまの生活の中で大きな価値を生み出すの

ではないかと思います。昨年は、アミューズメント産業

界にとっても非常に厳しい一年となりましたが、過去に

はいくつもの試練を乗り越えてまいりました。私ども

Ｊ ＡＩ Ａは、会員各社の皆様と一丸となり、一日も早く

復興し発展への道のりに戻れるよう取り組んで参ります。 

ぜひ皆様におかれましても、引き続きご指導ご鞭

撻を賜れますと幸いです。 

 

最後になりましたが、皆様のご発展とご健勝を心か

ら祈念いたしまして、私の新年のご挨拶とさせていた

だきます。 

２０２１年 1 月 8 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 
 

政府の緊急事態宣言に伴う 
「アミューズメント施設」に関する時短営業の協力について 

 
 １月７日、政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「緊急事態宣言」の再発出が、１都３県（東京、
神奈川、埼玉、千葉）を対象区域として、緊急事態の措置が発令されました。 
 そのような中にあって、ゲームセンターは、営業時間の短縮による協力依頼となりました。 
業界団体と致しましては、１都３県で住民へ午後８時以降の不要不急の外出自粛が要請されていることから、
対象となる会員の皆様には可能な限りにおいて、新型コロナウイルス感染症対策の強化への協力をお願い致
します。 

【対象区域】：東京都、神奈川、埼玉県、千葉県 

【対象期間】：１月８日～２月７日 

【対象措置】：可能な限りにおいて閉店時間前倒しによる協力 
※感染症拡大予防策として弊協会が策定した感染拡大予防ガイドライン、並びに都道府県による業種別ガイ
ドライン等に準じて、感染症対策の「再点検」もお願い致します。 

※今後、感染拡大から対象区域並びに期間が追加・延長となることが想定されますが、政府・行政機関の要
請措置に従い、対処して下さい。 

当件に関するお問い合わせは、ＪＡＩＡ本部事務局（03-6272-9401）まで 
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※１月１３日、新たに、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の２府５県が対象区域に追加となり、
１月１４日～２月７日までを対象期間とした緊急事態宣言が行われました。改めてご協力をお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきまして
は、令和３年１月７日に新型インフルエンザ等対策特別措
置法第３２条に基づく緊急事態宣言（以下「緊急事態宣
言」という。）が発出され、同日付で「新型コロナウイルス
感染症対策の基本的対処方針」（別添１）（新型コロナウイ
ルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」とい
う。）が改正されたところです。 
 基本的対処方針において、職場への出勤等につきまし
ては、①緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府
県については、「出勤者の７割削減」を目指すことも含め
接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）等を強力
に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き 20
時以降の勤務を抑制すること、②特定都道府県以外の
都道府県については、在宅勤務（テレワーク）、時差出
勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きか
けることとされたところです。 

 また、職場での感染防止を図るため、いずれも地域に
ついても、事業場の換気励行等の感染防止のための取
組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」
を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイド
ライン」の実践等について、周知等を行うこととされて
おります。 
 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
つきましては、各関係団体において作成された「業種ご
との感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働
者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り
組んでいただくことについて累次にわたりお願いしてき
たところですが、改めて、職場における新型コロナウイ
ルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての
留意事項等を取りまとめた下記事項について、周知をお
願いします。 

厚生労働省労働基準局長 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html 

 「消費者保護基本法（消費者基本法の前身）」が昭和４３年５月に施行されたことから、その施行２０周年を機に、昭和
６３年から毎年５月が「消費者月間」とされました。これまでの消費者月間統一テーマは以下ＵＲＬの通りとなっておりま
すが、令和３年度は下記の通り「“消費”で築く新しい日常」を掲げ、各種の関連事業に取り組むこととなりました。 
 １．テーマ   「“消費”で築く新しい日常」 
２．趣旨 
 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マス
クを始めとする生活用品の買い占め、買いだめなどが
発生しました。また、個人等による誤った風説や心理的に
不安定な状態となっている消費者に付け込む悪質商法
等により、合理的でない消費行動や新たな消費者被害
が発生しています。 
 このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分
だけ」の消費行動を控え、自分のことだけでなく社会全
体のことを考えた消費行動が求められています。 
 
 

 また、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫す
る中、新たな消費者被害を防止していくためには、行政
による正確な情報発信等の取組に加え、消費者の自立
と事業者の自主的取組の加速化など、消費者、事業者、
行政が一体となって取組を進めることが重要です。 
 そこで、消費者一人一人が「新しい日常」において、よ
り良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化
に適切に対応することができるきっかけとなるよう令和
３年度の消費者月間においては、「“消費”で築く新しい日
常」を統一テーマとして掲げます。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/
gekkan/2021/assets/consumer_education_cms202_201222.pdf 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催期間中、特に開会式と閉会
式が行われる日は、多くの大会関係者が移動するため、道路や鉄道の大幅
な混雑が見込まれます。そこで、アスリート、観客等の円滑な輸送と、経済活
動、市民生活の共存を図るため、祝日の移動を実施します。（※下記） 
 ３つの祝日の移動は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催さ
れる「２０２１年限定」の特例です。なお、国では、東京オリンピック・パラリンピ
ック競技大会期間中の交通量削減を推進すべく、２０１８年８月に、東京都、東
京２０２０大会組織委員会、経済団体などと連携し「２０２０ＴＤＭ推進プロジェ
クト」を立ち上げました。２０２０年１１月末時点で、既に約４９，０００社・事業所、
及び約７００団体の皆様にプロジェクトへの協力・登録をいただいており、大
会期間中、一般交通では都心部（重点取組地区）の交通量３０％削減など、
良好な交通状況の実現を目指しています。 
 

祝 日 日           例年         ２０２１年の特例措置 
海の日     ７月の第３月曜日 ➜ ７月２２日（木） 開会式前日 

スポーツの日  １０月の第２月曜日 ➜ ７月２３日（金） 開会式当日 
山の日        ８月 11日     ➜  ８月８日（日） 閉会式当日 
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「ゲームの日」に、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、各都道府県本部において遊園地・ＡＭ施設への招待
やＡＭの出前等を行う〈アミューズメントラブ・エイド〉。今年度は新型コ
ロナウイルス感染症の関係で中止を決めた本部が少なくなかったが、毎年楽
しみにしているという子どもたちのためにと、数か所の本部において、屋外
遊園地への招待の継続、接触なしで行えるプレゼント寄贈を実施した。 

 長野県本部（宮本和彦本部長、写真右）では、１２月１６
日（水）、３施設に赴きプレゼントの寄贈を行った。 
 同本部では、毎年、児童養護施設の子どもたちをアミ
ューズメント施設に招待（前年度までに２５回）していた
が、コロナ禍の状況を鑑み今年度の開催を中止。しか
し、「子どもたちが毎年この日を楽しみにしてくれてい
るため、何かできることはないかと考え、クリスマスプレ
ゼントを贈ることとした」。 
今回、趣旨に賛同し、協賛した景品メーカーは３４社。

ぬいぐるみ、お菓子、おもちゃなどたくさんのプレゼント
が集まった。 
長野県本部では「施設の方から、『ラブエイドは一年

の中で子どもたちが最も楽しみにしている行事。今年
は招待中止となり残念だが、大好きなぬいぐるみやお
もちゃなどをプレゼントしていただきありがたい。来年、
招待イベントを開催していただけるのであれば、是非ま
たお願いしたい』との言葉をいただいた。ラブエイドは
子どもたちにとって欠かせないものになってきており、
また、業界のイメージ向上に果たす役割は大きいと感じ
た」とコメントしている。 
【寄贈先施設】 
児童養護施設「三帰寮」 児童３１名 
児童養護施設「松代福祉寮」 児童４０名 
児童養護施設「恵愛学園」 児童４３名 
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１１月２３日は 

「ゲームの日」 

―第２６回― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「青少年の健全育成に深い理解を示さ
れた」として、２０２０年１２月１日、ＪＡＩＡ施設
営業事業部・埼玉県本部（泉谷享本部長）
に大野元裕青少年育成埼玉県民会議会
長（埼玉県知事）より感謝状が贈呈され
た。 

青少年育成埼玉県民会議では、毎年
「埼玉県非行防止リーフレット」を作成し
県内の中高生に配布して啓発を行ってい
るが、埼玉県本部ではそれに賛同するか
たちで、同リーフレット作成のための寄付
を行っており、それに対し感謝の意が表さ
れたもの。ちなみに、この協賛は今回で
連続１３回目となる。 

 

【景品協賛企業】 ※50音順 
(株)アミューズ／江崎グリコ(株)／(株)エスケイジャパン／(株)エス・トラスト／(株)MG／(株)エンシーマ／(株)オーエス（(株)エール）／(株)オスト
／(有)協和メルヘン／(有)ケイ・ポイント／(株)サンプラザ／(株)Ｊドリーム／システムサービス(株)／(株)ジャノ・エンタープライズ／(株)スクープク
リエーション／(株)スマイルカンパニー／(株)セガ／(株)ＳＯ－ＴＡ／(株)タイトー／東京食品(株)／(株)ドウシシャ／(株)トーシン産業／日本オー
ト玩具(株)／バンプレスト販売(株)／(株)ピーナッツ・クラブ／(株)ブレイク／(株)メジャー／(株)ヨシナ／(株)リアライズ／(株)リアン／(株)リード／
(株)リンク／(株)レインボー／(株)ワイ・エス・エヌ 

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
ご案内を行っています。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 



 

 
 
 

届出会員 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大海物語４ 2020/11/26 

(株)東プロ マルホン パチンコ プロハンター ＣＲシャカリーナ 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(株)東プロ ビスティ パチンコ プロハンター Ｐヱヴァンゲリヲン～超覚醒～ 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｓ吉宗３ 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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- 2020/11/26 

(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！～ 2020/11/26 

(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- 2020/11/26 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ニューアイムジャグラーＥＸ 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(株)マインズ エレコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 沖ドキ！ 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(株)マインズ 大一 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲダイナマイトキングｉｎ沖縄 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(株)マインズ 豊丸 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐすしざんまい極上５７００ 2020/11/26 

(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 2020/11/26 

(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４with アイマリン 2020/11/26 

(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真・北斗無双 夢幻闘乱 2020/11/26 

(株)三田商事 サミー パチンコ REACHαシリーズ Ｐあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 2020/11/26 

(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ黄門ちゃま 喝 2020/11/26 

(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 2020/12/2 

(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 2020/12/2 

(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 2020/12/2 

(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 2020/12/2 

(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 2020/12/2 

(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- 2020/12/2 

(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 2020/12/2 

(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 2020/12/2 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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- 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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- 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(株)東プロ エレコ パチスロ ハイパースロット ＳＬＯＴギルティクラウン 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(株)東プロ 高尾 パチンコ プロハンター Ｐ沼 2020/12/4 

(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 2020/12/4 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2020/12/4 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター Ｐ大工の源さん 超韋駄天 2020/12/4 

(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 2020/12/4  

「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。 
 

2021.1⑦ 

2018.6② 

※２０２０年１１月２１日～１２月１０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。 

 

●おもしろい。（兵庫・８０歳・♂） 
●メダルのクーポンがあってよかったです。（千
葉・３９歳・♂） 

●クレーンゲームは、スタッフの方の対応が良い
ので何回もチャレンジしたくなります。１回
100円でできるので、これも財布のひもがゆる
くなる原因です…。メダルゲームの音量がもう
少し下がるといいです（特に手元スピーカー
の）。おにぎり、サンドイッチなどの軽食をお手
軽価格で置いてくれるとうれしいです。（千葉・
４０代・♀） 

●クレーンゲームの種類があまり変わらない。店
員さんに動かしてもらわないと取れない設定
が多い。（千葉・３４歳・♀） 

●ゲーム機、きれいすぎるほどきれいに磨いてほ
しいです。（兵庫・２０歳・♀） 

●メダルゲームでメダルがとれやすくなったこ
とが良い。（千葉・４１歳・♂） 

●スマホゲームとアーケードゲームの連動企画
を望みます。アプリゲームには外を歩いてポイ
ントがたまるのが多いので、アーケードと連動
してくれると身体の動かしがいがある。（兵庫・
４０歳・♂） 

●やり方の簡単なゲームがいいですね。従業員の
方の応対は良いですね。（兵庫・６５歳・♀） 

●開店時間ですが、できれば 10時前に開けてほ
しい。２～３分遅い時があり、不満です。（兵庫・
６３歳・♂） 

●両替機が停止していることが多い。（兵庫・２０
歳・♂） 

●メダルが出なさすぎで遊んで楽しいと思う前
になくなってしまう。（埼玉・５１歳・♀） 

●全然パチンコが出ない。ほんまに金かかるわ。
（兵庫・５０歳・♂） 

●出禁の客がまた来てる。おそらく支配人が変わ
ったからだと思うが、管理体制をもっとしっか
りすべき。それから、ゲームで遊んでいないの
に、スマホでゲームをしている客がフロアにい
る。追い出してほしい。でも、店員さんは優し
いので良い。（兵庫・２４歳・♂） 

●トイレの手洗い用ソープは常になくならない
よう頻繁にチェックしてほしい。おしぼりもき
らさないでほしい。（埼玉・６０歳・♀） 

●皆様がやさしいので、いつも楽しんでいます
よ。悪い点はなしです。（埼玉・７０歳・♀） 

●マイクがうるさい。（大阪・２２歳・♂） 
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