
ＪＡＩＡ 

に、「クレーム予防にはスタッフの笑顔が最強の武器。しか
し、マスク着用により鼻から下が隠れてしまう。マスクがあ
るからこそ、よりしっかり口角を上げ、圧倒的な笑顔を作
り、声の表現力をあげていく必要がある」と強調した。 
  

営業自粛により大打撃を受けたアミューズメント業界。
開会式で主催者挨拶に立った内田慎一常任理事は、７月
に発表されたアミューズメント業界の実態調査（※７月号
参照）において５年連続で伸びていたオペレーション売上
高が激減したことに触れつつ、「人気ユーチューバーがク
レーンゲームをプレイするＹｏｕＴｕｂｅの影響もあり、この８
月９月はコロナ前を超える店舗も。この回復の早さに示し
されるように、ＡＭ業界は底堅く、まだまだ伸びる」とし
て、そのためにも青少年を健全に育てるという意識を持
ち、２日間勉強してほしいと訴えた。 

また、閉講挨拶を行った山下滋会長は、今年３月の風適
法関係の規制緩和（※３月号参照）に続き、今後も規制緩
和を実現させていきたいとし、「そのためには、お客様（国
民）の理解を得ることが重要。本講座で学んだ皆様が指
導的役割を果たし、店舗の健全な運営を。業界の発展の
ため一緒に力を合わせていきたい」と締めくくった。 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

開講式 主催者挨拶 
ＪＡＩＡ内田慎一常任理事 

閉講式 
ＪＡＩＡ山下滋会長 

令和４年度 アミューズメント施設管理者のための 

第５３回 
東京会場 

期 日／２０２２年９月１４日（水）～１５日（木） 

会 場／国立オリンピック記念青少年総合センター１０２号室 

主 催／（一社）日本アミューズメント産業協会〈ＪＡＩＡ〉 

共 催／（公財）全国防犯協会連合会 

受講者／６８名 

 「青少年指導員養成講座」の第５３回【東京会場】が６８名
の受講生を迎え９月１４日・１５日の２日間開催された。コロ
ナ禍で一昨年度、昨年度は実施が見送られており、３年ぶ
りの開催となる。〈ＪＡＩＡ施設営業事業部・研修委員会所
管〉 
 カリキュラムは２ページの通り。一部講師の変更はある
ものの、毎回の受講者アンケートで好評の従来の構成を
踏襲した内容で、特に、普段は競合相手である他社の受
講生と一丸となり、与えられたテーマについて初日夕刻
から検討してまとめる「グループディスカッション＆発表」
は、今回も盛り上がりを見せた。ちなみに、ディスカッショ
ンのテーマには、ＳＮＳの普及、コロナ禍など時代を反映す
る形で、「店舗内での動画・写真撮影のトラブルについて」
「コロナ禍のお客様のマスク着用の対応について」が設け
られている。 
 
 未だ新型コロナウイルスが終息しない状況下の今回
は、同様に、講義のなかでも「コロナ」というワードが随所
に現れた。２０１１年から「クレーム接客」の講義を担当する
保坂講師は、冒頭、人との接触が制限される中で「つなが
ること」や「ぬくもり」が求められていることを紹介。さら
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２０２２年９月１４日（水） 

●開講式……………………………………１２時３０分～ 
  主催者挨拶／ＪＡＩＡ 内田慎一常任理事 
 
●講義「ＪＡＩＡの事業活動及び養成講座の意義とねらい」 

…………１２時５０分～ 
       講師／研修委員会 上野紗矢香委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
●講義「風適法について」 …………………１３時２０分～ 
          講師／ＪＡＩＡ 柴田健専務理事 
 
 
 
 
 
 
 
 
●レポート作成・休憩 ………………………１４時３５分～ 
 
●講義「最近の非行状況と大人社会の役割」 

……………１４時５５分～ 
講師／元・目白大学教授 内山絢子氏 

 
 
 
 
 
 
 
●レポート作成・休憩 ………………………１５時５０分～ 
 
●講義「カウンセリングマインドで良好な人間関係を」 

……………１６時１０分～ 
 講師／ （一社）日本傾聴能力開発協会  

岩松正史代表 
 
 
 
 
 
 
 
 
●レポート作成………………………………１７時２０分～ 
●グループ討議の進め方について ………１７時４０分～ 
 

２０２２年９月１５日（木） 
●講義「クレーム接客」 ……………………………９時～ 

講師／百貨・専門店研究所 
コンサルタント 保坂真民氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
●レポート作成・休憩 ……………………………１１時～ 

ＪＡＩＡの組織や活動等について理解を深
めるためのプロモーションビデオ上映後、
養成講座誕生の背景、その意義と役割
について説明。本養成講座修了者に与
えられる「ＡＯＵ青少年アドバイザー」の肩
書を会社の名刺に添えること等を受講
生にお願いするとともに、自らの仕事に自
信と誇りをもって取り組むよう促した。 

１９８４年からゲームセンターが対象となっ
た「風俗営業」と「風適法」について解説。
「風適法の目的」「ゲームセンターの定
義」「風俗営業の許可」「風俗営業の遵
守事項」「風俗営業を営む者の禁止行為
等」などとともに、ＪＡＩＡの規制緩和活動
を説明、外国人留学生がアルバイトに就
けない等の風俗営業の現状にも触れた。 

非行の概況、その原因・背景をはじめとし
て、少年法改正、虐待、いじめについて豊
富なデータや調査結果をもとに解説した
後、「店舗管理者の役割」をあげ、地域社
会の一員として愛情を持って子どもたち
を見守り、青少年育成の一端を担うこと
が必要であると再認識させた。 

「人間関係の質」（トラブルは“承認欲求”
からくる）、「同感と共感の違い（共感で聴
く聴き方が“傾聴”）、「人それぞれの違い」、
「よい人間関係を作る聴き方のポイント」
を説明。知的謙虚さをもって聴くことの重
要性を説くとともに、カウンセリングの基本
はセルフカウンセリング、人間関係の基本
は“自分と自分との関係”とまとめた。 

 

クレーム発生のメカニズムから、お客様の
「不」のお申し出への解消法、クレーム発
生時の具体的行動ステップ、クレーマー
（異常顧客）への対応に関し、実際のトレ
ーニング（お辞儀の角度、お詫びの言葉、
表情など）を取り入れながら学ばせた後、
様々なケースの対処方法をグループで
ディスカッション＆発表。 

●グループ討議……………………………………１１時２０分～ 
  ８つのグループ（各８～９名）に分かれ、予め与えられたテー

マについてディスカッション（途中、昼食）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「クレーンゲーム機・景品の交換について」「クレーンゲーム機トラ
ブルについて」「景品転売目的のお客様事案」（1 班・３班・７班） 
◎景品獲得後、色違いの物に換えて欲しいという客に、「お客様
が取った景品は一番人気でこれが最後の１つでした」とレア感
をアピール。欲しい景品は取れやすくフォローするとして、新たな
プレイに誘導。 

◎獲得したお菓子景品の箱が変形していたため交換を求められ
たケースでは、謝罪したうえで求めに応じる。 

◎「１個制限」ブースで何度もプレイしている客に対し、「ルール」
を連呼するのはＮＧ。明日であればまたプレイできると再来店
につなげる。また、注意喚起のＰＯＰは大きく表示するよう約束。 

 
「メダル貸機・両替機トラブルについて」（５班） 
◎両替機に５００円入れたが１００円１枚しか出てこないというクレ
ームに、両替機の履歴を確認して丁寧に対応。ポケットや財布
を確認してもらったところ、客の勘違いが判明した。 

◎外国人が両替機と間違えてメダル貸機にお金を投入。入れた
金額分をプレイ中のクレーンゲームのクレジットにし、そこで欲し
い景品を獲得した場合は、再度、別のゲーム機にクレジット。 

 
「子どもさんへの声かけについて」（４班・６班） 
◎反抗期の非行少年には店員と客ではなく、同じ目線で対応す
ることで仲良くなることも。 

◎普段から客をよく見て気づき声をかけることで、不登校や高額
両替の子どもに対応。地域と一丸となって健全育成に務める。 

◎メダルを拾っている子どもには「機械の下に手を入れると危な
いよ」と、気遣う言葉で注意。スタッフ間での情報共有でその後
もメダル拾いを継続させないようにする。 

◎平日の昼間、制服着用の中高生が入店した際、スタッフ間で情
報共有。「今日は学校休み？その制服は〇〇学校だよね」等
タイミングをみて声かけ。「休み」だという別のグループ（同じ制
服）が違う理由で休校だと言う場合には、さらに声かけを行い、
両グループに登校を促す。 

 
「警察官とのやりとりの中で」（８班） 
◎景品獲得できない客が「詐欺だ。これは警察が対応してくれる
とＹｏｕＴｕｂｅで見た」と１１０番。現れた警察官に、景品が高額で
射幸心をあおると指摘され、適法であることを真摯に説明。 

◎コロナ禍、パーテーションがあった方が安心と客に言われ、アル
バイトがＬ字型のついたてを設置。警察官の指摘で見通しの悪
さを理解し、即、パーテーションを撤去。 

 
「店舗内での動画・写真撮影のトラブルについて」「コロナ禍のお
客様のマスク着用の対応について（２班） 
◎動画撮影している客のスマホに自分が映りこんだかも…という
クレームを受け、スタッフが撮影者に低姿勢でお願いしてスマ
ホを確認させてもらい、映り込みがあったため削除をお願い。 

◎スタッフは常時、未使用のマスクを携帯し、マスクをしていない
客に対して、無料で提供し着用をお願いする。 

 
●修了試験（１０分間）・自己採点…………………………１５時～ 
 
●各種表彰 【※次ページ参照】……………………１５時２０分～ 
 
●開講式……………………………………………１５時３０分～ 
  挨拶／ＪＡＩＡ 山下滋会長 
 

アンケート提出後、解散 

●グループ発表………１２時３０分～ 
各グループ約１０分間のストーリー
仕立てで発表を行った。 
テーマと担当グループ、発表内容
（対処法）は以下の通り。 
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（後列・左から） 
(株)バンダイナムコアミューズメント 渡邊俊多郎 
(株)プロバックス 新谷孔明 
(株)レジャラン 八谷大志郎 
(株)共和コーポレーション 高橋正広 

（前列・左から） 
(株)バンダイナムコアミューズメント 五十嵐裕 
プレビ(株) 練文傑 
(株)バンダイナムコアミューズメント 髙城友里江 
(株)タイトー 中野慎太郎 

１位 

２位 

６班 

５班 
（後列・左から） 

(株)タイトー 黒木舜貴 
(株)バンダイナムコアミューズメント 高橋健二 
(株)バンダイナムコアミューズメント 日下尚之 
(株)ルルアーク 石﨑彬宏 

（前列・左から） 
(株)レジャラン 福田京祐 
(株)バンダイナムコアミューズメント 坂東優芽 
(株)カプコン 朝隈有貴 
プレビ(株) 内藤幸伸 

３位 ２班 
（後列・左から） 

プレビ(株) 横田翼 
(株)プレジャーキャスト 内田麻美 
(株)マタハリーエンターテイメント 廣瀬彰 
(株)アムリード 清水勝 
(株)タイトー 小野一輝 

（前列・左から） 
(株)バンダイナムコアミューズメント 信澤大基 
(株)バンダイナムコアミューズメント 沼田隼青 
(株)バンダイナムコアミューズメント 志賀翼 
(株)バンダイナムコアミューズメント 小澤翔 

予め与えられたテーマに関する発表を各研修委員が採点し（構成・進行、表現
力、チームワークの３項目、それぞれ５点満点）、総得点の高い３グループを表彰。 

 

 

 

修了試験満点賞 優秀レポート賞 

（左から） 
(株)タイトー 世取山麟 
(株)タイトー 橋原和 
(株)アムリード 林亜希子 

（左から） (株)タイトー 世取山麟  
(株)GENDA GIGO Entertainment 小桜享浩 
(株)バンダイナムコアミューズメント 池田浩之 
(株)バンダイナムコアミューズメント 藤平果蓮 
(株)プレジャーキャスト 上田結樹 

各講義終了後にまとめるレポートの中から特に優
秀な内容のレポートを提出した受講者を選出。 



  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
●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 

第１１回研修委員会 
日時／２０２２年９月１４日(木)１１時２０分～１１時４５分 

場所／オリンピックセンター会議室 １０４号 

出席／委員８名＋事務局２名 

 施設営業事業部 

 

１．青少年指導員養成講座について 

◎来年度日程について 
 事務局から来年度のオリンピックセンター（東京会場）
およびホテルプリムローズ大阪（大阪会場）の空き状
況の報告があり、以下の日程で予約することとした。 

 【東京会場】 ２０２３年９月１３日（水）・１４日（木） 
 【大阪会場】 ２０２３年１１月９日（木）・１０日（金） 

◎講師について 
  

内山講師が今回で最後の講義となり、次回の大阪会場
からは警視庁の井口由美子氏が後任として講義を行
うとの報告があった。 

◎その他 
 スケジュールについて検討した結果、数か所の時間修

正が必要との提言があり、正副委員長で検討し、修正
することとした。 

 
２．その他 
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内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針の変更について」（令和４年９月８日付け事務連絡）通知がありましたのでご連絡します。関係者各位
に周知していただくとともに、感染拡大防止に向けて適切にご対応いただきますようよろしくお願いします。 
 

With コロナに向けた政策の考え方 
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/files/2020041300417/file_20229165123759_1.pdf 

 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220715.pdf 

警察庁より 
周知依頼です 

アミューズメント産業の最新情報がここに集結！ 
ＪＡＩＡコードデータベース 

利用登録開始のご案内  
 

ＪＡＩＡでは、キャッシュレス決済推進特別委員会（内田慎
一委員長）において、オペレーションコストの削減とユーザ
ーの新たな行動様式の変化に対応した事業運営を業界に
取り込むため、決済システムに関連する規格の標準化と、
売上情報・運営のデジタル化(DX)に必要な環境整備を行
うキャッシュレス標準化規格であるＪＡＩＡデジタル規格の
業界における普及を推進し、このたび、ＪＡＩＡコードデータ
ベースの利用申込を開始いたしました。 
 
 お申し込みは、ＪＡＩＡホームページ内「ＪＡＩＡ ＤＢサポー
トページ」からお願いします。 
 
 ＪＡＩＡ会員各位は無料でデータベースを活用いただく
ことができますので、より多くの会員各位にご登録いた
だきますよう、お願いします。 
 
  ＪＡＩＡコードデータベースシステムサポートページ 
   https://jaia.jp/dlsupport/ 
 
 なお、ＪＡＩＡデジタル規格については、会員外への漏洩
を防ぐため、ダウンロードおよびファイルの開封にパスワ
ード保護を掛けています。 
 また、印刷およびコピーを禁止した PDF ファイルでの提
供となります。ご了承下さい。 
 
   ダウンロードページ https://jaia.jp/jds/ 
 
※パスワードはＪＡＩＡ事務局にお問合せください。 
     （ＡＭマシン事業部 ＴＥＬ０３-３５５６-５５２２） 



 
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 

2022.9⑤ 

2018.6② 
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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  

 

 

2022.9⑥ 

2018.6② 

１１月１６日(水)・１７日(木)、沖縄にて 

ＪＡＩＡ「第３回全国情報交換会」が以下の通りの内容で沖縄県にて開催されます。 
同情報交換会は当初、２０２０年１０月を予定。福岡で実施した第２回情報交換会（２０１９年１１月２０日

～２１日）の際、福岡県の菊池康男本部長（当時）から沖縄県の仲順恵里子本部長にバトンが渡されま
したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で延期となっていました。 
開催案内は９月１日付けでＪＡＩＡ会員に配信しています。３年ぶりとなる全国情報交換会。多くの会員

のご参加をお待ちしています。 
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。 
※当日の体温が３７．５度以上の方、体調の優れない方はご参加をお断りさせていただきます。 
※会場受付時、３回目のワクチン接種記録（アプリ）等の提示、もしくは当日３日以内のＰＣＲ検査、
検体採取日が前日か当日の抗原検査等の陰性がわかる物の提示をお願いします。 

※全体会議会場内では、マスク着用でお願いします。 

２０２２年 １１月１６日（水）・１７日（木） 

「ホテル コレクティブ那覇」  
※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/ 

〈講 演〉１５時～１６時 
 「沖縄の歴史・文化」 

講師／赤瓦ちょーびん氏（砂川正邦氏） 
（観光ガイドやツアーガイドを 20年以上、
ラジオパーソナリティとしても活躍中） 

https://xn--54qr8d296ae7apz5c26p.com/ 

〈会 議〉１６時１５分～１７時 
 議題／①キャッシュレス決済説明 
    ②風適法関連 
〈休 憩〉１７時～１８時   
〈懇談会〉１８時～２０時 

参加申込締切は、９月３０日（金）です 

日程 

日程 

場所 

参加申込・参加費 

スケジュール予定 

沖縄県・仲順恵里子本部長からのメッセージ 

第２回情報交換会で、福岡県本部長（左）から 
バトンを渡される仲順恵里子・沖縄県本部長 

申込締切日／２０２２年９月３０日（金）   
参加費／相部屋(ツイン) 一人３４，０００円 
    個室      一人４２，０００円 
 ※参加費には宿泊・懇親会を含みます。 
 ※参加費（税込）は、１０月１４日までに指定口座

にお振込みください。 

2019 年の「沖縄で全国情報交換会を！」から早 3 年。新型
コロナウイルスもまだまだ予断を許さない状況ですが、このア
ミューズメント業界から元気を届けていくために、本年度こ
そ！開催をすることとなりました。 
今年は（５月１５日）、沖縄がアメリカから日本に復帰して 50
年目を迎えた年でもあります。 
そんな今回の講演は、観光ガイド歴 20 年以上の「赤瓦ちょー
びん」様こと砂川正邦様を講師としてお迎えし、沖縄の歴史や
文化・魅力などを楽しく学んでいただきたいと思います。 
大きな節目の年を、たくさんの会員様たちと語り合えたらと
願っています。 
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2018.6② 

 
「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」 

〒904-0413  
沖縄県国頭郡恩納村字冨着１０４３ 
ＴＥＬ０９８－９６５－１１００  

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

レジャー行事（２０２２年１１月１７日） 

① 【懇親ゴルフコンペ】 

ターコイズブルーに輝く海と南国の花々が彩るゴルフリゾート。 
開場は 1972年（旧「沖縄国際ゴルフ倶楽部」）。2015年～の青木
功氏の改造監修により、さらに戦略性が高まったチャンピオンコ
ースとなっている。なお、ギャラリーには青木プロの戦歴や記念
メダルをはじめ、使用クラブ等を展示。スクリーンで同ゴルフ場
でしか見られない「青木功プロヒストリー」を放映している。 

ホテル出発 5:30（貸切バス。朝食弁当を用意）➜７：０８同時スタート（３コース）予定 
表彰式１４：００～➜ゴルフ場出発（貸切バス）１５：００予定➜那覇空港１６：００頃着予定 

【参加費】 ３８，０００円（税込。プレー費、コンペパーティー費、バス代含む）※10 月１４日までにお振込ください。 
☆ゴルフバッグを宅配にて送る方は、必ず“ＪＡＩＡ懇親ゴルフ”とご記入ください。 

朝食➜ホテル出発８：００（貸切バス）➜観光コース（上記を予定）➜那覇空港１６：００頃着予定 
【参加費】 １５，０００円（税込。昼食代、諸経費含む）※10 月１４日までにお振込ください。 

 

〈お問合せ先〉ＪＡＩＡ事務局 
ＴＥＬ：０３－６２７２－９４０１   Email：haneda@jaia.jp 

② 【観光】 
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琉球のパワースポット。 
※歩きやすい靴での 
ご参加を！ 
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首里城 

おきなわワールド 

（上写真）
火災発生前 
「首里城」 

全景 
（右写真） 

守礼門 

2019年 10月 31日、正殿内部から発
生した火災により正殿など９施設が
消失した「首里城」。2026年までに正
殿の復元が目指されており、見学デ
ッキから復興へ向かう首里城の「今」
を見ることができる。 

沖縄を体験するテーマパーク。国内最大級の
規模を誇る鍾乳洞で地底探検「玉泉洞」（上写
真）、沖縄の伝統芸能を大胆にアレンジした
「スーパーエイサーショー」（下左写真）、伝説
のエンターテイメント「ハブとマングースの
ショー」（下右写真）、「フルーツウォッチング」、
「琉球王国城下町」、「琉球ガラスと伝統工
芸」、「ハブ博物公園」等のゾーンで構成。 



 

 

提出会社 ４号メーカー 機別 筐体 機種名 発行日 

(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 2022/6/8 

(株)三田商事 オリンピア パチスロ REACHαシリーズ パチスロ青の祓魔師 2022/6/8 

(株)三田商事 サミー パチンコ REACHαシリーズ Ｐ北斗の拳９闘神 2022/6/8 

(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 2022/6/8 

(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 決戦Ｗ 2022/6/8 

(株)三田商事 平和 パチンコ REACHαシリーズ Ｐ ＪＡＷＳ３ ＳＨＡＲＫ ＰＡＮＩＣ～深淵～ 2022/6/8 

(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 2022/6/8 

(株)三田商事 三洋 パチンコ REACHαシリーズ ＰＡスーパー海物語ＩＮジャパン２ＭＧ 2022/6/8 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 緑ドンＶＩＶＡ 情熱南米編 2022/6/8 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ交響詩篇エウレカセブン 2022/6/8 

(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２エボリューション 2022/6/8 

(株)マインズ ロデオ パチスロ ブレイクⅡシリーズ サラリーマン金太郎(２００１年) 2022/6/8 

(株)マインズ ベルコ パチスロ ブレイクⅡシリーズ スーパービンゴ 2022/6/8 

(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ バジリスク～甲賀忍法帖～Ⅱ 2022/6/8 

(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 アラジンＡ 2022/6/8 

(株)マインズ ロデオ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 鬼武者３「２００５年」 2022/6/8 

(株)マインズ ロデオ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 俺の空「２００６年」 2022/6/8 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ミリオンゴット「２００２年」 2022/6/8 

(株)マインズ アルゼ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 大花火 2022/6/8 

(株)マインズ 大都技研 パチスロ ブレイクⅡシリーズ 秘宝伝「２００６年」 2022/6/8 

(株)マインズ メーシー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴ劇場版魔法少女まどか☆マギカ(新編) 2022/6/8 

(株)マインズ サンセイＲ&Ｄ パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｐキャプテン翼 石崎バージョン 2022/6/8 

(株)マインズ アムテックス パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐトキオブラック４５００ 2022/6/8 

(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４２００ 2022/6/8 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ大工の源さん 超韋駄天 2022/6/8 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ 獣王 2022/6/8 

(株)マインズ パイオニア パチスロ ブレイクⅡシリーズ プレミアムハナハナ-３０ 2022/6/17 

(株)三田商事 三洋 パチンコ REACHαシリーズ Ｐ大工の源さん 超韋駄天ＢＬＡＣＫ 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 決戦Ｗ 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(株)フロック ミズホ パチスロ サイクロン ＳＬＯＴ劇場版魔法少女まどか☆マギカ 
〔前編〕始まりの物語/〔後編〕永遠の物語 

2022/6/17 

(株)フロック 大都技研 パチスロ サイクロン Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2022/6/17 

(株)フロック アクロス パチスロ サイクロン ドンちゃん２ 2022/6/17 

(株)フロック アクロス パチスロ サイクロン 沖ドキ 2022/6/17 

(株)フロック 大都技研 パチスロ サイクロン 吉宗３ 2022/6/17 

(株)フロック サミー パチスロ サイクロン 交響詩篇エウレカセブン３  ＨＩ－ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＺＥＲＯ 2022/6/17 

(株)フロック サミー パチスロ サイクロン 北斗の拳天昇 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(株)東プロ 京楽 パチンコ プロハンター ぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ 2022/6/17 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2022/6/17 

(株)東プロ ミズホ パチスロ ハイパースロット Ｓバジリスク絆２ 2022/6/17 

(株)東プロ 銀座 パチスロ ハイパースロット Ｓコードギアス反逆のルルーシュ３ 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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- 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 ラブ嬢２ 2022/6/17 

(株)アップワード 三共 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロ マクロスフロンティア２ 2022/6/17 

(株)アップワード ロデオ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 新鬼武者 2022/6/17 

「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)アップワード 銀座 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ リングにかけろ 2022/6/17 

(株)アップワード ロデオ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ サラリーマン金太郎 2022/6/17 

(株)アップワード メーシー パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ニューパルサーＳＰ２ 2022/6/17 

(株)アップワード メーシー パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐハイスクール・フリート 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(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 2022/6/17 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ大工の源さん 超韋駄天 2022/6/27 

(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 2022/6/27 

(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綱取物語横綱７戦全力 2022/6/27 

(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 2022/6/27 

(株)マインズ 藤商事 パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｓ地獄少女 あとはあなたが決めることよ 2022/6/27 

(株)マインズ サンスリー パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ 咲-Ｓａｋｉ 2022/6/27 

(株)マインズ サミー パチスロ ブレイクⅡシリーズ ７つの大罪 2022/6/27 

(株)マインズ セブンリーグ パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ鉄拳４ デビル Ver 2022/6/27 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ〔前編〕始まりの物語/〔後編〕永遠の物語 2022/6/27 

(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 2022/6/27 

(株)三田商事 三洋 パチンコ REACHαシリーズ Ｐ大工の源さん超韋駄天ＢＬＡＣＫ 2022/6/27 

(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 2022/6/27 

(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 2022/6/27 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター Ｐ ｙｅｓ！高須クリニック 超整形ＢＬＡＣＫ 2022/6/27 

(株)東プロ サミー パチスロ ハイパースロット Ｓ北斗の拳 宿命 2022/6/27 

(株)東プロ ミズホ パチスロ ハイパースロット Ｓバジリスク絆２ 2022/6/27 

(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－  ＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＥｄｉｔｉｏｎ 2022/6/27 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット ＳモンキーターンⅣ 2022/6/27 

(株)東プロ 銀座 パチスロ ハイパースロット パチスロ ディスクアップ 2022/6/27 

(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 ラブ嬢２ 2022/6/27 

(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Ⅳ 2022/6/27 

(株)東プロ オーイズミ パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロひぐらしのなく頃に祭２ 2022/6/27 

(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 2022/6/28 

(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 2022/6/30 

(株)アップワード アムテックス パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲトキオスペシャル 2022/6/30 

(株)アップワード 大都技研 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 2022/6/30 

(株)アップワード ジェイビー パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ＣＲうちのポチーズ 2022/6/30 

(株)アップワード 北電子 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ ノーゲーム・ノーライフ  ＴＨＥ ＳＬＯＴ 2022/6/30 

(株)アップワード 三洋 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロ聖闘士星矢～女神聖戦～ 2022/6/30 

(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 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(株)マインズ オーイズミ パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ ひぐらしのなく頃に祭２ 2022/7/7 

(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 エウレカセブンＡＯ 2022/7/7 

(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 コードギアス反逆のルルーシュＲ２ 2022/7/7 

(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 言い訳はさせないわよ！ｂｙ壇蜜 2022/7/7 

(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 ＫＩＮＧ黄門ちゃま 2022/7/7 

(株)マインズ アムテックス パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐトキオブラック４５００ 2022/7/7 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ〔前編〕始まりの物語/〔後編〕永遠の物語 2022/7/7 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ大工の源さん 超韋駄天 2022/7/7 

(株)マインズ サミー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ蒼天の拳 天刻 2022/7/7 

(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  ～カウントアップ 777 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(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ＸＸ－ＮＨ 2022/7/7 

(株)三田商事 三洋 パチンコ REACHαシリーズ Ｐスーパー海物語ＩＮジャパン２ＳＣＢ 2022/7/7 

(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沖縄５ 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

(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 2022/7/7 

 
   

※２０２２年６月８日～７月７日の期間に発行されたものを掲載。いずれも盤面販売。 
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  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。 

●コーナーがわかりづらい。景品コーナー、メダ
ルコーナー、その他コーナーで簡単な仕切りの
ようなものがあったり、コーナーの見取り図が
あるとテーマパーク感があって遊びに来たと
いう感じがする。せっかく地方最大級の店なの
だから、遊園地にあるような乗物の小型版（キ
ディライド）もあったらいいなあ。（長野・２９
歳・♂） 

●かぞくであそべてとても楽しくすごせました。
（福岡・３６歳・♀） 

●もっとイベントを増やしてほしい。誕生日イベ
ントやＪＰ枚数増加。たくさん使ったら、 
ＪＰチャンスにいきやすくなる日を月１で 
開催するなど。（広島・？歳・♂） 

●良い点は、掃除が行き届いていて清潔感がある
ところです。悪い点は、メダル拾いをしている
大人が数名いて、機械を揺らしたり、周囲を何
度もうろうろと歩き回り、迷惑。また、 
そのような輩が放置されていて不公平感 
があるところ。（徳島・５０歳・♂） 

●全国のネットワークにつながっているメダル
ゲーム機は遊んでいてすごーく楽しいです。で
も、２０時以降のエアコンが効きすぎて少し寒
いです。こまめな調節をお願いします。自販機
に１つだけでもいいので温かい飲み物がある
とうれしいのですが。（長野・３６歳・♀） 

●呼び出しボタンがうまく鳴らない。呼んでも来
るのが遅い。（長野・５５歳・♂） 

●トレーニングできるものを置いてください。
（長野・１６歳・♂） 

●アーケードゲームの種類の多さはうれしいが、
全般的にボタンの感触があまり良くないのは
残念。県内に少ないゲームがせっかく入ってい
るというのに、レバーなどのメンテナンスが甘
いとヤル気になれない。（長野・２３歳・♂） 

●ゲームセンターに来るのは歳をとってからの
楽しみの１つ。しかし、それにしてもジャック
ポットの回数が少なすぎる。（長野・７６歳・♂） 

●スタッフがいつも頑張っているな～と思って
みている。居心地良し。（長野・？歳・♂） 

ユ
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