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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 

開催概要決定 

出展募集開始 

写真は「ＪＡＥＰＯ２０２０」 

●名  称  ジャパン アミューズメント エキスポ ２０２３ 
          （JAEPO２０２３）  

●会  期  ２０２３年２月１０日(金) １０：００～１７：００ 
         ２０２３年２月１１日(土) １０：００～１７：００  
●会  場  幕張メッセ 国際展示場 ＨＡＬＬ９～１０  
●主  催  一般社団法人日本アミューズメント産業協会 

                         （ＪＡＩＡ）  
●開催趣旨 業務用アミューズメント製品、関連製品、サー

ビスを一堂に集めて展示し、アミューズメン
ト施設営業者との健全な商取引の促進と業
界関係者の交流をはかるとともに、アミュー
ズメント業界について広く一般に周知し業
界の一層の発展と青少年の健全育成その他
公共の安全と秩序維持に資することを目的
として開催する。  

●対  象   ビジネス来場者…事前登録制・無料 
         一般の方…………有料（入場料検討中） 

※11日(土)のみ入場可 
※チケットサイトのみで販売 
※小学生以下無料 

 （一社）日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ）は、２０２３
年２月１０日(金)、１１日（土・祝）の２日間、幕張メッセにおい
て「ＪＡＥＰＯ２０２３」を開催します。２０２１年、２０２２年は新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により開催が中止され
たため、今回は３年ぶりの開催となります。 

今回も、初日は業者招待日としてお客様とのビジネス
の場を提供し、２日目は一般の方にもご来場頂きますの
で、ビジネスとあわせて広く一般ユーザーの方々への絶
好のアピールの場としてご活用頂けます。 

なお、ご来場の皆様や出展社及び関係者にとって安
心・安全な展示会であるために、国や地方自治体、関係業
界団体や展示会場のガイドラインに基づき適切な感染防
止対策を実施します。 

出展申込締切 
非会員→２０２２年９月２０日（火） 
会員→→２０２２年９月３０日（金） 

 アミューズメント産業の最新情報がここに集結！ 

※２～３ページに出展案内 



●アーケードゾーン 
主な出展品が、ビデオゲーム機、プリントシール機、シミュレ
ーションゲーム機、プライズゲーム、メダルゲーム機等、一
般アーケードゲーム機の出展社で構成するゾーン。 

●プライズゾーン 
主な出展品が、プライズゲーム用景品の出展社で構成する
ゾーン。 

●ファミリーゾーン 
主な出展品が、小学生以下またはファミリー層を対象とする
アーケードゲーム機や、乗物・遊園施設機器の出展社で構
成するゾーン。 

●関連ゾーン 
主な出展品が、アミューズメント及びエンターテインメント関
連機器等の出展社で構成するゾーン（節電機器や通信機
器、部品機器、飲料食品、店舗管理システム等アミューズメ
ント施設に関連する様々な業種・業態を含む）。 

●出版ソーン 
主な出展品が、アミューズメント及びエンターテインメント関
連出版物の出展社で構成するゾーン。 

●海外ゾーン 
海外からの出展社で構成するゾーン。 

 ていただきます。また、景品の制限価格〈１０００円〉
を超えるものは出展できません）。 

⑥メーカーの許諾を得ていない中古品。 
⑦ＪＡＩＡ倫理表示マークの貼付がない４号転用機。 
⑧ＪＡＩＡ倫理表示マークの貼付がないメダルゲーム機。 
⑨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）。 

⑩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、主催者
の発行する注意書きを表示していただく場合があります。 

※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、主催者の発行する
「海外仕様」ステッカー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。確認申請の方法につ
いては、出展説明会でご説明いたします。 

※海外ゾーンに出展する外国企業の場合は、出展できないも
のの規定が一部異なります。  
出展品の検査 

①書類審査 
すべての出展品は、出展社により提出された出展品リスト
及び添付資料（景品類の出展は、ライセンサーからの許諾
を証明できる書面の提示が必要となります）に基づき、実行
委員会が事前に書類審査を行います。この審査で、出展不
適当と判定されたものは出展できません（判定基準は公表
いたしません）。なお、このために出展社が被る損害につい
ては、主催者は一切補償いたしません。 

②会場審査 
設営日である２月９日(木)夕刻、会場において実行委員会
による出展品の検査を行い、出展が不適当と判定されたも
のは撤去を求めます。なお、このために生じる費用や損害
において、主催者は一切補償いたしません。 

出展料 
 
 
 
 
 
 
※会員料金の「会員」とは、主催協会ＪＡＩＡの正会員および賛
助会員を指します。 

※一般料金の「一般」とは、関連ゾーンまたは出版ゾーンに出
展する非会員を指します。  
申込方法 

◎会員企業の場合 
申込締切日までに所定の「出展申込書」を事務局にご提出
のうえ、入金締切日までに出展料全額を指定口座にお振り
込みください（請求書の発行はいたしませんのでご注意くだ
さい）。            ※振込手数料はご負担ください。 

◎非会員企業の場合 
９月２１日までに所定の「出展申込書」に会社案内、出展予
定製品のカタログを添付して、事務局にご提出ください。主
催者にて出展審査を行い、申込書受理確認書と請求書を
ご返送します。請求書に基づき出展料全額を指定口座に
お振込みいただき、入金が確認できた時点で正式に出展
申込の受理とします。 

※アーケードゲーム機、乗物・遊園施設機器、プライズゲーム
用景品のいずれかに該当する製品を出展する場合は、主
催協会への入会が必要です。入会方法は、事務局（担当：
浅見・片岡）までお問合せください。 

 出展資格 
出展社は、この展示会の開催趣旨に合致すると主催者が認
めた企業に限ります。主催者が、この展示会の開催趣旨に合
致しないと判断した場合、出展をお断りすることがあります。な
お、この場合、判断基準、根拠などは公表しません。  
出展品 

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。但し、
アーケードゲーム機、乗物・遊園施設機器、プライズゲーム用
景品のいずれかに該当する製品を出展される場合は、主催協
会ＪＡＩＡのＡＭマシン事業部または遊園施設事業部に入会頂
くことが必要です（海外ゾーンに出展する外国企業を除く）。入
会には理事会審査がありますので、お早目に下記までお問合
せください。 

一般社団法人日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ） 
ＴＥＬ０３－３５５６－５５２２ ＦＡＸ０３－３５５６－５５２４ 
Ｅ-ｍａｉｌ ｉｎｆｏ＠ｊａｅｐｏ．ｊｐ  【担当：浅見】 
 

ＶＲ機等の出展に関しては、いかなる仕様・運営形態であっ
ても他の出展品と同様、ＪＡＩＡが制定した「健全化を阻害す
る機械基準」に従い、ＪＡＥＰＯ実行委員会にて審査を行い
ます。また、展示運営にあたっては出展社の責任において
年齢制限や安全管理等、プレイヤーへの安全配慮をお願
いいたします。  
出展できないもの 

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。 
①公序良俗に反するもの。 
②他の知的財産権を侵害するもの。 
③（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。 

④ＪＡＩＡの「ゲームセンター等における景品の取り扱いに関す
る要領」及び「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」に抵触する機械及び景品。 

⑤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
＿ 
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ゾーン区分 

募集要項 

出展申込 
 

１小間（間口３ｍ×奥行き３ｍ）につき 

  一般料金 １小間 ４８４，０００円（税込） 

  会員料金 １小間 ３３０，０００円（税込） 



 ③海外ゾーンへ出展する海外企業の場合 
 申込方法等が異なります。詳しくは外国企業向け出展 
案内をご覧ください。  

  出展社共同での出展申込 
①景品展示での共同出展 
景品の展示については出展社が共同で出展できるよう検
討いたします。事務局にご相談ください。 

②海外ゾーンでの共同出展 
海外企業の利便性のため、海外ゾーンでは、出展資格のあ
る販売代理店などの日本企業との共同出展が認められま
す。  
小間転売等の禁止 

出展社は、主催者の許可なく契約小間の全部または一部を他
社へ譲渡、貸与等（譲渡料、貸与料の有無を問わず）を行うこ
とはできません。  
申込締切日 

 
 
 
 
 
入金締切日 

 
 
  
開催の中止・変更等 

①主催者は、天災、戦争、テロ、疫病（感染症の広範囲にわた
る流行及び会場周辺での地域的な流行を含む）、社会イン
フラ（電力、通信、交通機関を含む）の重大な障害、政府・
行政および公的団体等による規制または要請、その他の
不可抗力により、本展示会の開催が困難と判断した場合、
開催前または開催期間中であっても、開催の中止、開催期
日・開催時間の短縮を決定できるものとします。 

②主催者は、前項に基づき本展示会の開催を中止した場合、
それに伴って出展社に生じた損害について何ら賠償する責
任を負わないものとします。但し、本展示会を事前に中止し
た場合は、中止決定日までに要した諸経費等（中止決定日
までに支払い義務が生じた経費を含む）を出展料金から差
し引き、残金があった場合は出展社に返金することがあり
ます。  
申込取消または変更について 

出展社の都合により申込みを取消または変更する場合は申
込締切日までの期間に書面によりお申出ください。この期間を
過ぎた場合の取消・変更はできません。また、一旦お支払い
いただいた出展料は払い戻しいたしません。  
お申込み・お問合せ先 
（一社）日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ） 
〒１０２-００７４ 
東京都千代田区九段南３-８-11 飛栄九段ビル８Ｆ 
ＴＥＬ０３-３５５６－５５２２   ＦＡＸ０３-３５５６－５５２４ 
E-mail  info@jaepo.jp 

①出展社による、部品、書籍以外の物販行為は禁止します。 
②展示会の効果を高めるため、会期１ヶ月前から会期終了ま
では、出展社によるプライベートショーは自粛頂きますよう
お願いします。 
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非会員  ２０２２年９月２０日（火） 

会 員  ２０２２年９月３０日（金） 

２０２２年１０月３１日（月） 

出展社説明会は下記の通り開催いたします。当日は、出展関
係規程の説明と小間位置の決定を行いますので、出展社は
必ず出席ください。 
 
 
 
 
 
なお、小間位置は実行委員会が決定し、同ゾーン内で同小間数
の出展社があった場合に出展社説明会にて抽選を行います。 
※小間は、原則として３ｍ×３ｍの正方形を１単位としてその
整数倍で構成しますが、会場の有効利用の必要上、面積
割をさせていただく場合があります。その場合、間口奥行が
３ｍ単位にならないことがありますのであらかじめご承知お
きください。 

 

出展社説明会及び小間位置の決定 
 

日時：２０２２年１１月１日（火）１４：００～１５：３０ 

場所：未定 

〇本展示会の開催を広くＰＲし、業界をアピールすると同時
に、一般公開日の動員を図るため、専門誌、一般新聞、雑
誌の他、各種マスコミ媒体を通じて広報宣伝に努めます。 

〇本展示会のホームページを開設し、開催概要や出展社リス
ト、イベント情報などを掲載します。 

会期初日の２月１０日（金）１９：００より東京プリンスホテルに
おいて懇親パーティを開催します。 

懇親パーティ 
 

広報計画 
 

会場内に、出展社のみ出店が可能な物販コーナー[ＪＡＥＰＯ
ショップ]を設置します。（自社ブース内では部品・書籍以外の
物販は出来ません）。出店条件は以下の通りです。 
①出店条件 
 ・アーケードゾーン／ファミリーゾーン／プライスゾーンの出
展社であること。 

 ・日本国内に消費者窓口を有し、販売後にアフターケアが行
えること。 

 ・販売人員、待機列整理、金銭管理等当日の運営に関して
はすべて出展（店）社側で完結できること。 

②出店区画と付帯設備 
 ・店舗の区画割は実行委員会で決定します。 
 ・スペースのみのお渡しとし、基礎壁面やリース備品など一
切の設備は付帯いたしません。 

③出店料 
 ・売上の一部を出店料としてお納めいただきます。 
④販売できないもの（事前に実行委員会にて確認） 
 ・アミューズメントゲームに関連しないグッズ、飲食物等全般。 
 ・版権使用許諾を取得していない非正規品。 
 ・その他、公序良俗に反するもの。 

物販コーナー[ＪＡＥＰＯショップ] 
 

その他細則 
 

出展社には、下記の通り出展社パスを発行します。 
  １小間につき３枚（１０小間未満の出展社は１社３０枚）まで
を無料で発行します。 

  ※追加希望の場合は、無料発行分を除き３００枚を上限と
し１枚５５０円（税込）で購入できます。 

なお、２０２０年まで発行していた「ビジネス入場券」は廃止し、
Ｗｅｂで事前登録を行った方のみ入場できる形に変更いたします。 

出展社パス 
 

詳細は出展社説明会で説明します。 
※２月９日(木)夕刻、実行委員会による会場検査を行い、小
間内の装飾および安全確保に関して検査を行います。検査
の結果、各種規程に抵触していたり、安全確保がなされて
いないと判断した場合には、ただちに改善を求めます。 

小間装飾について 
 

搬入日時 
   
 
※大型機械設置のために上記時間内で設置困難な場合は事
前の申請により搬入開始時間を配慮いたします。 
搬出日時 

   
  

搬出入スケジュール 
 

２０２３年２月９日（木）８：００～２０：００ 

２０２３年２月１１日（土）１７：３０～２２：００ 



 

 

 

 

 
日時／２０２２年８月１日（金） 

１６時～１７時３０分 
場所／ＪＡＩＡ会議室＋各委員拠点 
出席／山下滋ＪＡＩＡ会長、 

岩屋口治夫実行委員長はじめ 
委員１３名（うち６名リモート出席） 

   事務局３名、ＡＤＫ４名 

第１号議案 前回議事録について 
 事務局から、前回の議事録案が提案され、原案通り承
認された。 
 
第２号議案 開催趣旨（案）について 

前回実行委員会で策定することが提案された開催
趣旨について、事務局から文案が提案され、これを受け
て審議した結果、一部修正のうえ決定した。 
【１ページに「開催趣旨」】 

 
第３号議案 「出展のご案内」（案）について 
 事務局から「出展のご案内」（案）及び「出展申込書」
（案）が提案され、これを受けて審議。一部修正のうえ
承認された。 
 
第４号議案 外国企業向け出展のご案内について 
 事務局から外国企業向けの出展のご案内（案）が提
案され、原案通り承認された。 
 
第５号議案 主催者ブースについて 
 主催者事業担当分科会座長の畦田委員から、ＪＡＥＰＯ
２０２３の主催者ブースに関し、次の報告があった。 
◎今回は、従来行っていたような主催者事業は行わな

い。 
◎代わりとして、ＪＡＩＡのキャッシュレス推進特別委員会

（内田慎一委員長）事務局からキャッシュレス事業の進
捗に関する発表の場を設けたいとの要請があり、主
催者事業として同事業の進捗を発表する。なお、どの
ような形で発表を行うか、今後、同委員会から具体的
な実施案が示される見込み。 

 次いで、物販コーナー（ＪＡＥＰＯショップ）の実施について
提案があり、審議。出された意見を受け、事務局から次の提
案を行い、了承された。 
◎会員が出展を考える際の選択肢となるよう物販コーナー

（ＪＡＥＰＯショップ）の実施告知を出展案内に新たな項目と
して掲載する。 

◎掲載内容については事務局が畦田座長と相談して過去の
実施事例を参考に出展のご案内に入れ込んだ案を作成
し、再度、実行委員会に諮る。 

 
第６号議案 キービジュアルの制作について 
 出展募集を開始したタイミングで開設するＪＡＥＰＯ２０２３
のホームページのデザイン及び掲載内容案が提案され、了
承された。なお、今回の制作については、方法論も含め実行
委員長に一任して制作することで了承された。 
 
第７号議案 今後のスケジュールについて 
 次回実行委員会、出展説明会の開催日程について次の通
り決定した。 

〈第３回実行委員会〉 １０月１９日（水）１５時～１７時 
〈出展社説明会〉   11月１日（火） １４時～１５時３０分 

 
第８号議案 その他 
①プライズフリープレイイベントの実施について、近くプライ

ズフェアと事務局とで打ち合わせを行うこととし、方向性
が見えた時点で実行委員会に報告することとした。 

②今後の感染状況や社会情勢に応じて対応を迫られた場合
であっても、リアルをオンラインに切り替えて開催する選
択肢はおそらくないとの考え方で意見の一致をみた。 

ジャパン アミューズメント エキスポ２０２３ 第２回実行委員会 

出展案内・申込書がダウンロードできる
ティザーサイトを８月上旬開設。 
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http://www.jaepo.jp/ 

第１３４回技術委員会 近畿ブロック昇降機等検査協議会・第９７回技術委員会 
遊園施設事業部 

日時／２０２２年７月２２日（金）１５時～１６時５０分 
場所／近畿ブロック昇降機等検査協議会 
             会議室（大阪） 
出席／森田栄二委員長はじめ８名 

１．令和４年度遊戯施設安全管理講習会の開催について 
事務局提案の資料に基づき検討、決定した。（※５ページ参照） 

２．維持保全関係の新告示に伴う「遊戯施設 セーフティダイ
ジェスト」の改訂について 
 「遊戯施設 セーフティダイジェスト」の見直しに関し、今回

配布の「『遊戯施設の維持保全計画書』及び『遊戯施設の運
行管理規程』の作成手引き２０２２年版」「遊戯施設 手引き
表示例」についてを極力多く載せることとし、次回以降の委
員会で検討。各委員は事前に内容を検討のうえ事務局及び
委員長にメール連絡することとした。 

３．近畿ブロック令和４年度昇降機等検査員地域講習会について 
近畿ブロック主催の標記検査員地域講習会の講師について
検討した結果、次の通り決定した。 
9月１３日（火）北野副委員長／９月１４日（木）野本委員 

４．次回委員会の開催について 
 次回は１２月９日（金）近畿ブロック会議室において開催を予定。 



 
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。 
今回は、今年３月３１日に公布・施行されました遊戯施設の維持保全関係の告示関係と技術概論でドローンによ

る点検（仮題）、遊戯施設の水処理について（仮題）、一般の遊戯施設はもちろんのこと、ウォータースライダーも
含めてのメンテナンスを中心に講義を行います。 
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

標記講習会を次のとお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。 
また、新型コロナウイルス感染症の状況により開催方式をリモート開催に変更する場合がありますので、予めご

了承ください。リモート開催の場合は、申込者に別途ご連絡いたします。 
講習会当日は、必ず「マスク着用」でご参加下さい。 
 

主 催／一般社団法人日本アミューズメント産業協会 
後援（予定）／国土交通省、東京都 
協賛（予定）／（一財）日本建築設備・昇降機センター、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、（一社）東京都昇降機安全協議会 
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すべての関係者 
開 催 期 日／２０２２年（令和４年）１１月２５日（金） 
開 催 場 所／主婦会館（プラザエフ） スズラン９階 

[東京都千代田区六番町１５番地 ＴＥＬ０３－３２６５－８１１１（代）] 
定 員／９０名 

講習科目及び時間〈予定〉 

１．開講挨拶 ［１０：３０～１１：００］ 
２．知っておきたい遊戯施設の法令関係 ［１１：００～１２：００］ 
３．遊戯施設の維持保全計画と運行管理（仮題） ［１３：００～１４：００］ 
４．遊戯施設の技術概論 ［１４：００～１６：００］ 
  ①遊戯施設のドローンによる点検について（仮題） 
  ②遊戯施設における水処理について（仮題） 

講 師〈予定〉 
 （一財）日本建築設備・昇降機センター 認定評価部副部長 金田 宏氏 
 深空 株式会社 
 みず遊びの工房（元栗田工業株式会社 部長）代表 三海 正春氏 
受 講 料（税込） 
 ◎（一社）日本アミューズメント産業協会会員………………６，０００円   
 ◎建築行政担当者、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 
申込締切日 
 １１月１１日（金）（所定の申込書に必要事項記入の上 FAX または郵送にて） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEL03-6272-9071  
  FAX03-3556-5524 
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２０２２年度ＪＡＩＡ遊園施設事業部会員懇談会・懇親会 

開催日時／２０２２年１０月２０日(木)・２１日(金) 
開催場所／ホテルパサージュ琴海 

          〒８５１－３２１１ 
          長崎県長崎市琴海戸根原町１７１ 
          ＴＥＬ０９５－８８４－３９９１ 
   〈懇談会〉 １５時～１７時（会場「オリンピア」） 
   〈懇親会〉 １８時～（会場「琴海」） 
 
☆集合場所は長崎空港到着口とし、そこから船着き場に
移動となります。 

☆親睦ゴルフ（２１日）は、「パサージュ琴海アイランドゴル
フ倶楽部」にて実施します。（OUT９：０４スタート） 

☆キャンセルは開催２日前までとします。 
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 コロナ禍で３年間実施できなかったＪＡＩＡ視察
会が２０２２年７月２８日（木）～２９日（金）実施と
なり、会員３２社４７社が参加した。 
 視察先（初日）は北九州・福岡の２か所。 
 
●「THE OUTLETS KITAKYUSHU（ジ アウトレット
北九州）」 
４月２８日、北九州市八幡東区にオープン。 
九州最大級となる約１４０店舗のアウトレット店
を含め約１７０店舗で構成される。ＪＲスペース
ワールド駅から徒歩２分という好立地。 
 
同施設において(株)ワイドレジャーが運営す
るのが「ＡＳＯＢＬＥ」。「遊べば遊ぶほど未来
が良くなる場所」をコンセプトに、遊びを通じ
て未来を考えるきっかけになるゲームや遊具
を世界中から集めたアミューズメントパーク
として人気を集めている。 

 
●「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」 
 福岡県博多区に４月２５日オープン。全２２２店
舗が出店する九州初のららぽーと。 

 
 その４階に位置するのが、(株)バンダイナム
コアミューズメント運営の「ガンダムパーク
福岡」。実物大の動くガンダム（左写真）を中
心に『機動戦士ガンダム』シリーズの世界観を
楽しめる複合エンターテインメント施設で、ゲ
ームゾーンではゲーム機や内装をガンダム
と融合させ利用者を楽しませている。 
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Photo by numa ２日目の情報交換会 



沖縄にて、１１月 
１６日(水)・１７日(木) 
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ＪＡＩＡ「第３回全国情報交換会」は以下の通りの内容で準備
が進められています。 
同情報交換会は当初、２０２０年１０月を予定していましたが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で中止となった
経緯があります。 
開催概要についての詳細・参加申し込み等は９月初旬、改め

てご案内します。なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況、
台風等の天災の状況によっては開催を中止させていただく場
合がありますので、予めご了承ください。 

日程 

場所 

２０２２年１１月１６日（水）・１７日（木） 

「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  

  ＵＲＬ https://hotelcollective.jp/ 

１日目予定 〈講演〉１５時～１６時  〈会議〉１６時～１７時  〈懇談会〉１８時～２０時 

 2日目① 【親睦ゴルフコンペ】 
 
「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」 
※青木功プロ改造監修、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  

https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/ 

復元・復興が進む「首里城」、世界文化遺産で琉球の聖地である「斎場御嶽（せーふぁうたき）」「三庫理（さんぐーい）」、
南の島の洞窟体験、フルーツウォッチング、琉球ガラス、各種ショー等が楽しめる「おきなわワールド」等を予定。 

2日目② 【観光】 

内閣府地方創生推進事務局より、企業版
ふるさと納税を活用した官民連携による 
地方創生の取組を推進するため、「企業
と地方公共団体とのマッチング会」の開
催案内がありました。ご検討ください。 

警察庁 
より 

周知依頼 



 

 

 
  

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 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 2022/4/14 

(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・花の慶次２ 漆黒の衝撃 2022/4/14 

(株)マインズ マルホン パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＣＲＡシャカＲＡＰ Ｖ 2022/4/14 

(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～ 2022/4/14 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ マイジャグラーⅣ 2022/4/14 

(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロラブ嬢２ 2022/4/14 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ノーゲーム・ノーライフ ＴＨＥ ＳＬＯＴ 2022/4/14 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ デジハネＰＡガオガオキング３ 2022/4/14 

(株)三田商事 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐぱちんこ乃木坂４６ＫＪ２ 2022/4/14 

(株)三田商事 サンセイＲ&Ｄ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ牙狼 月虹ノ旅人ＭＡＸＸ－ＭＣ 2022/4/14 

(株)三田商事 ＪＦＪ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐとある魔術の禁書目録ＪＵＡ 2022/4/14 

(株)三田商事 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ アイムジャグラーＥＸ～５倍ＢＥＴｖｅｒ 2022/4/14 

(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 2022/4/14 

(株)東プロ ＪＦＪ パチンコ プロハンター Ｐとある魔術の禁書目録 2022/4/14 

(株)東プロ サンセイＲ&Ｄ パチンコ プロハンター Ｐ牙狼 月虹ノ旅人 2022/4/14 

(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 2022/4/28 

(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 2022/4/28 

(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- 2022/4/28 

(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-C～おみくじ極 ver 2022/4/28 

(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-C～ぶどう狩り ver 2022/4/28 

(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-C～ぶどう狩り爆連 ver 2022/4/28 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこ真・必殺仕置人 2022/4/28 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこ 必殺仕事人 総出陣 2022/4/28 

(株)三田商事 ビスティ パチンコ REACHαシリーズ Ｐ新世紀エヴァンゲリオン～シト、新生 2022/4/28 

(株)三田商事 ＪＦＪ パチンコ REACHαシリーズ Ｐとある魔術の禁書目録ＪＵＡ 2022/4/28 

(株)三田商事 三共 パチンコ REACHαシリーズ Ｐフィーバーマクロスフロンティア４Ａ 2022/4/28 

(株)三田商事 サンセイＲ&Ｄ パチンコ REACHαシリーズ Ｐ牙狼月虹ノ旅人絆ＸＸ－ＮＨ 2022/4/28 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ Ｐぱちんこ乃木坂４６ＫＪ２ 2022/4/28 

(株)三田商事 三洋 パチンコ REACHαシリーズ ＣＲ大海物語４ＢＬＡＣＫ 2022/4/28 

(株)ＪＩＮ タイヨーエレック パチンコ ＪＩＮ ＣＲビッグドリーム～神撃９９Ｖｅｒ．  2022/4/28 

(株)ＪＩＮ 平和 パチンコ ＪＩＮ ＣＲめぞん一刻３９ＡＵ 2022/4/28 

(株)ＪＩＮ メーシー パチスロ ＪＩＮ 魔法少女まどか☆マギカＡ 2022/4/28 

(株)ＪＩＮ 三共 パチスロ ＪＩＮ パチスロ マクロスフロンティア２Ｇ 2022/4/28 

(株)ユンカース パオン・ディーピー パチスロ ベガスラックＡ Ｓいろはに愛姫ＰＡ５ 2022/4/28 

(株)ユンカース パイオニア パチスロ ベガスラックＡ プレミアムハナハナ／ＤＸ-３０ 2022/4/28 

(株)マインズ 三洋 パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｓ聖闘士星矢冥王復活 2022/5/6 

(株)マインズ サポハニ 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 Apex Vacation 2022/5/6 

(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- 2022/5/6 

(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 2022/5/6 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ甲鉄城のカバネリ 2022/5/6 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＡスーパー海物語ＩＮ地中海ＳＢＡ 2022/5/6 

(株)マインズ 平和 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ ＪＡＷＳ ＳＨＡＲＫ ＰＡＮＩＣ～深淵 2022/5/6 

(株)アップワード ＪＦＪ パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐとある魔術の禁書目録 2022/5/10 

(株)アップワード 平和 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐガールズ&パンツァー劇場版 2022/5/10 

(株)アップワード ニューギン パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲ中川翔子～アニソンは世界をつなぐ～ 2022/5/10 

(株)アップワード 三洋 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐ聖闘士星矢４ 2022/5/10 

(株)アップワード ネット パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 十字架２ 2022/5/10 

(株)アップワード オーイズミ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロ 1000ちゃん 2022/5/10 

(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 月虹ノ旅人 2022/5/10 
 

「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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※２０２２年４月１１日～６月６日の期間に発行されたものを掲載。いずれも盤面販売。 

 



 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこウルトラセブン２ Light Version 2022/5/19 

(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 2022/5/19 

(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ２ 2022/5/19 

(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 2022/5/19 

(株)三田商事 サンセイ R&D パチンコ REACHαシリーズ ＣＲ牙狼魔戒の花ＸＸＸ－Ｘ 2022/5/19 

(株)東プロ メーシー パチスロ ハイパースロット ＳＬＯＴパックマン 2022/5/19 

(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 2022/5/20 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｓ政宗３ 2022/5/20 

(株)東プロ ジェイビー パチンコ プロハンター Ｐスーパーコンビ 2022/5/20 

(株)東プロ 西陣 パチンコ プロハンター Ｐデカビスカス 2022/5/20 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＰＡウイニングボール 2022/5/20 

(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 2022/5/20 

(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 2022/5/26 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター ＰＡウイニングボール 2022/5/26 

(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 ＪＡＰＡＮ桃太郎電鉄 2022/5/26 

(株)マインズ ディライト パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐパイレーツオブダイナマイトキング 2022/5/26 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ マイジャグラーⅣ 2022/5/26 

(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 2022/5/26 

(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- 2022/5/26 

(株)マインズ オリンピア パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ青の祓魔師 2022/5/26 

(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴ魔法少女まどか☆マギカ２ 2022/5/26 

(株)マインズ アクロス パチスロ ブレイクⅡシリーズ アレックス 2022/5/26 

(株)ユンカース サミー パチンコ ベガスラック A Ｐ北斗の拳９闘神ＧＦＧ 2022/6/6 

(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決戦 2022/6/6 

(株)東プロ 銀座 パチンコ プロハンター Ｐ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン 2022/6/6 

(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター Ｐガールズ&パンツァー劇場版 2022/6/6 

(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 2022/6/6 

(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 2022/6/6 

(株)東プロ ＪＦＪ パチンコ プロハンター Ｐとある魔術の禁書目録 2022/6/6 

(株)東プロ サンセイ R&D パチンコ プロハンター Ｐ牙狼月虹ノ旅人 2022/6/6 

(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター Ｐ緋弾のアリア～緋弾覚醒編～ 2022/6/6 

(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 2022/6/6 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４withアグネス・ラム 2022/6/6 

(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 2022/6/6 

(株)東プロ 三洋 パチスロ ハイパースロット Ｓ聖闘士星矢冥王復活 2022/6/6 

(株)東プロ スパイキー パチスロ ハイパースロット ブラックラグーン２ 2022/6/6 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロ ＴＩＧＥＲ ＆ ＢＵＮＮＹ 2022/6/6 
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警察庁より周知依頼です 

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220610002/20220610002-1.pdf 

令和４年６月１０日に開催された省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡
会議において「夏季の省エネルギーの取組について」（上記ＵＲＬ参照）が決定され
ました。 
今年度は夏季と冬季の電力需給が厳しい状況にあり、「２０２２年度の電力需給

に関する総合対策」（２０２２年６月７日「電力需給に関する検討会合」）において、
夏季から省エネルギー・節電の取組を積極的に進めていくこととなりました。 
国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取

組の推進が求められていることを踏まえて、 
○ より高効率な設備・機器の導入 
○ ディマンドレスポンス契約の活用 
○ 電力需給ひっ迫時に最大限の節電行動が取れるように、あらかじめ連絡体

制や電力需給状況に合わせた節電行動（10％削減が目安）の検討・確認 
など、熱中症予防に留意しつつ、これまで以上に省エネルギー・節電の推進に一
層御努力いただくとともに、本取組の推進に御協力いただきますようお願いい
たします。 



  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 
２０１４年３月２７日制定 
２０２２年３月１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1,000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物品を除き、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1,000円以下とする。 

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、食品衛生法の遵守及び他者の知的財産権を侵害す
ることがないようにすべきである。 

 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
どの記録メディア等） 

  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1,000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
扱いをおこな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
用いる場合においては、景品を提供してはならない。 

 
５．附 則 
 このガイドラインは、2022年3月1日から適用する。 

●店員の接客が良かった。ゲームには店員のアド
バイスが重要だとわかった。（福岡・１７歳・♂） 

●小中学生メダル無料キャンペーンがあるので
よく利用しています。小さい子ども用のメダル
ゲーム機がもう少しあってもいいと思います。
夏休みや連休などにいろんな楽しめるイベン
トがあるとうれしいです。（福岡・４２歳・♀） 

●いつもニギやかで活気があって楽しい。でもス
タッフさんがいつも走り回っていて、すごく忙
しそうで、見ててかわいそうだし、呼び止めに
くいです。どうにかしてほしい。そうすればも
っとカイテキに遊べます。（福岡・２８歳・♀） 

●店員さんの説明が優しくてカンドーしました。
（福岡・４０歳・♀） 

●子どもと一緒にクレーンゲームやメダルゲー
ムで遊べるのでよく利用しています。子ども向
けの簡単なメダルゲームがあったら、もっと楽
しく利用できるのにな。（福岡・４０歳・♀） 

●タバコの臭いを気にせずに遊べるように 
なったのが、良い。（東京・３１歳・♂） 

 

●ウエットティッシュを店内の数か所に置いて
ほしい。（東京・３３歳・♂） 

●少ないメダル枚数でもできるゲーム機を希望
します。（神奈川・４２歳・♂） 

●お菓子のゴミが落ちていた。汚い。（東京・２１
歳・♀） 

●にぎやかで楽しかったです。ビンゴゲームで４
等が当たり、すごくうれしかったです。担当の
おにいさんが笑顔で対応してくださり、より一
層うれしくて、このお店、好印象です。（埼玉・
４６歳・♀） 

●全体的に環境等申し分なく感じております。い
つもありがとうございます。しいて言うなら、
音楽ゲームのところの空調（送風機）がもう少
しパワーがあるものだとうれしいです。（埼玉・
２７歳・♂） 

●リクエストしていた待ちイスの設置、ありがと
うございました。（埼玉・３０歳・♂） 

●メンテナンスを迅速に行ってくれる点が非常
に良いと思います。（埼玉・３６歳・♂） 
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