
ＪＡＩＡ 

今回の全国情報交換会を企画運営した九州・沖縄 
地区のスタッフ。左から、 

九州・沖縄地区本部長・福岡県本部会長 
長友伸二氏（(株)ルルアーク／JAIA理事） 

沖縄県本部会長 仲順恵里子氏（(株)沖縄ベンダース） 
鹿児島県本部 仲宗根剛氏（大見商事(株)） 
九州・沖縄地区本部事務局・福岡県本部・ 

佐賀県本部 橋川真司氏（(株)ルルアーク） 
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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 

写真は「ＪＡＥＰＯ２０２０」 

令和４年度 

ＪＡＩＡ全国情報交換会 

Ｊ
Ａ
Ｉ
Ａ 

山
下
滋
会
長 

ＪＡＩＡ 柴田健専務理事 

〈日時〉 
令和４年１１月 

１６日（水）～１７日（木） 
〈場所〉 

ホテルコレクティブ那覇 
 沖縄県那覇市松尾２-5-7 

 ＪＡＩＡでは、２０２２年１１月１６日～１７日、３回目となる「全
国情報交換会」を沖縄県にて開催した。 
 この情報交換会は、当初２０２０年１０月に予定。第２回全
国情報交換会（２０１９年１１月、福岡）で菊池康男福岡県本
部長（当時）から仲順恵里子沖縄県本部長にバトンが渡さ
れ準備が進められていたが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響でやむなく延期されていた。 
 今回、コロナの第８波が懸念される中ではあったもの
の、感染防止対策を徹底して実施し、第１回、第２回と大差
ない８７名の会員が全国から集結。久し振りの再開を喜ぶ
声が会場にあふれた。 
 
当日は、会場となった那覇市の「ホテルコレクティブ那

覇」２階「大宴会場」入口で１４時から受付開始。まず１５時
～「沖縄の歴史・文化」をテーマとした講演（２ページに内
容）の時間が設けられ、１０分間の休憩の後、１７時１５分まで
会議（ＪＡＩＡキャッシュレス事業について、風適法につい
て）が行われた。司会進行ＪＡＩＡ菊池陽事務局長。 
 
冒頭、挨拶に立った山下滋会長は、３年ぶりとなる全国

情報交換会実現のため準備に当たったスタッフに深く感
謝するとともに、今年６月の総会で新会長に就任したこ
とを改めて報告。新型コロナウイルス、ロシアのウクライ
＿ 
  

ナ侵攻等の影響で苦しい状況が続いたアミューズメント
業界について、「オペレーションは順調に回復する一方、
メーカーは円高、原材料高、物流コストの上昇等で未だ非
常に厳しい」との見解を示し、そうしたなか「業界が成長
していくための事業をしていきたい。一企業ではなかな
かできないことはたくさんあり、ＪＡＩＡという組織がしっ
かりしていることが重要と感じている」と思いを語った。
直近の命題としては、「ＪＡＩＡの財政を健全な状態にもっ
ていく」ことをあげ、２年続けて中止になったＪＡＥＰＯをコ
ロナ前の規模に戻すこと、会員数を増やすことが不可欠
であるとして、会員に協力を呼びかけた。また、ＪＡＩＡのキ
ャッシュレス事業に関し「いずれは必ず必要になってくる
ことだと考え先行投資している。ご理解いただき導入を
進めてほしい」と、内田慎一常任理事（キャッシュレス決済
推進特別委員会委員長）の事業説明につなげた。 
 
 「ＪＡＩＡキャッシュレス事業について」の内田常任理事に
よる概要説明の後、事務局が詳細説明（２ページ参照）。
続いて、柴田健専務理事による「風適法関連について」
の説明となり、「今年３月の規制緩和は会員から現場の実
情等の資料提供があってこそ実現した」とし、さらなる規
制緩和のため引き続き情報提供等、協力が求められた。 
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022.11② 

2018.6② 

１１月１７日（２日目） 

講演 
「沖縄の歴史・文化」 
講師／赤瓦ちょーびん氏 

（砂川正邦氏） 
15:00～16:00 

１９４５年の敗戦から１９７２年までアメリカの統治下にあった沖縄。今年は、本土
復帰５０周年という節目の年でもある。 
講師の赤瓦ちょーぴん氏は、観光ガイドやツアーガイド歴２０年以上、ラジオの

パーソナリティもつとめており、各種講演会で「あまり知られていない沖縄の
昔話」を楽しく興味深く伝えている。 
講演内容は、沖縄の食文化概説（他国との交流の中おもてなしから生まれた

食）、通貨切り替えプロジェクト、独自の珍しい証明書（俳優資格証明書）等多岐
にわたり、「こんな話を聞く機会なかなかない」と参加者が真剣に耳を傾けた。 

 

《一日で交通方法が逆に！》 
１９７８年７月３０日、「人は左、車は右」のアメリカ方式
から「人は右、車は左」の日本式に変更。ガードレー
ル、信号、標識、チャッターバーなどの変更を事前に
準備し（「カバー＆テープ方式」考案）、約８時間とい
う短時間で切り替えを終了した。 

《物の無い時代…知恵をしぼっていろいろな工夫》 
 飛行機の残骸を利用したジュラルミン製品（食事の
トレイ、やかんなど）、自動車のオイルを使って揚げた
天ぷら、ベッドの足や余った木材と空き缶＆パラシュ
ートの線を使った楽器（カンカラ三線）など 

「JAIAキャッシュレス事業について」 
1６:２0～1７:00 

 内田慎一常任理事（キャッシュレス決済推進特別委員会
委員長）が「ＪＡＩＡのキャッシュレス事業について」概要説明。 
 当日朝、羽田空港に向かうため利用した「タクシーＧＯ」
アプリを例にあげ、「ドライバーが乗車し電源をオンにする
と画面に配車リクエストがあり向かう。これは全てＡＩによる
もので、１日４０回乗せるうち２０回が同アプリ利用との話だ
った。客としても、時間ぴったりに迎えが来るし、クレジット番
号をアプリで予め登録するため決済する必要もない」とＤ
Ｘ化が進む他業界の状況を紹介。アナログ作業が多く残る
アミューズメント業界の効率化を進める必要性を説いた。 
 また、ＪＡＩＡのキャッシュレス事業の経緯に関し、２０１８年に
経済産業省が公表した「キャッシュレス・ビジョン」に基づき
キャッシュレス推進協議会が設立され、ＪＡＩＡが初期メンバ
ーとして団体会員になったこと、その後委員会を立ち上げ
ようやく今、ＪＡＩＡがデジタル化に向け進み始めたことを説
明。「この３年間、コロナの影響で会員の皆さんと顔を合わ
せ説明する機会がなかった。業界がどういう方向に向かお
うとしているのか本日、直接資料を見て話を聞き、ＪＡＩＡと
して何をしようとしているのかをご理解いただき、ご協力
いただきたい」と訴えた。 

 

概要説明に続き、ＪＡＩＡ事務局の片岡敏行部長が事業説明。店舗活性推進委員会（畦
田在隆委員長）の協力で作成した資料に基づき、「なぜＤＸを進めるのか」からはじめ、ＪＡＩＡ
が策定した標準化規格（ＪＡＩＡ ＤＩＧＩＴＡＬ規格）やデータ提供（ＪＡＩＡコード、データベースシ
ステム）がオペレーターに対し、どのようなメリットがあり、実際に導入するためには何をすれ
ばいいのか説明を行った。 

あわせて、今後、ＪＡＥＰＯ２０２３ビジネスデーにおいてキャッシュレス展示や説明会を予定、
さらに詳しい説明の機会を設けることを報告、各社の実務担当者の参加をお願いした。 

なお、ＪＡＩＡコードデーターベースの利用登録は既に開始しており、現状、登録２０社（メー
カー１５社＋オペレーター５社）。商品は１２月発売の景品を中心に６５０件が登録済みで、
続々と増えている状況から近日中に７００～８００件となる見込み。店舗登録は２６。 

パーティで挨拶する 
山下会長。３位入賞。 

「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」にて５０名参加により親睦ゴルフコンペを実施。 
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副
会
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引継式 

次回の全国情報交換会は東京地区本部
（内田慎一本部長／写真右端）と関東地区本
部（梶修明本部長／右から２番目）の共催が
決定。九州・沖縄地区本部の長友伸二本部長
（左端）と沖縄県本部の仲順恵里子本部長
（左から２番目）から、バトンが渡された。 
梶本部長は、「今回の大変素晴らしい会を

準備し開催していただき、ありがとうござ
います」と九州・沖縄地区メンバーに感謝の
意を表するとともに、会員各位に「是非、今
回同様ご出席を」と次回参加を呼びかけた。 

会議終了後、休憩をはさみ同会場にて懇
親会がスタートした（１８時～２０時３０分）。司
会は内田慎一常任理事。 

まず挨拶に立ったＪＡＩＡの田村雅壽副会
長は、ＪＡＩＡの規制緩和活動やキャッシュレ
ス事業に触れた後、アミューズメント業界が
地域から愛され、より発展していくことを祈
念し、「今日はご出席ありがとうございま
す」と乾杯の発声を行った。 

メインイベントは、ビンゴ大会。各都道府
県本部提供の全国のお土産物等を景品と
し、九州・沖縄地区本部の仲宗根氏の軽妙
な進行で大いに盛り上がった（※下写真）。 
ちなみに、予め「某県」（シークレット）の景
品の獲得者が懇親会の締めの挨拶をする
ことが伝えられており、ラストで県名を発表
（佐賀県）。(株)ＣＵＥの井上氏が周囲の声援
を受け壇上に上がった。 
 なお、会場では琉装の女性２人が各テーブ
ルを回り、記念撮影に応えるなど華を添えた。 

１１月１７日（２日目） 

「斎場御嶽（せーふぁうたき）」
（世界文化遺産、琉球の聖地で
もあるパワースポット）、復興
が進む「首里城」、「沖縄ワー
ルド」（国内最大級の鍾乳洞を
はじめフルーツウォッチング、
各種ショー等々で沖縄を体験
するテーマパーク）を巡るコ
ース。１１名参加。小規模グルー
プということもあり、和気あい
あいムードで親睦を深めた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 
アミューズメント施設管理者のための 

2022.11④ 

2018.6② 

第５４回 〈大阪会場〉 

第１日目（１１月９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狙い」 

（１２時４０分～） 
講師／ＪＡＩＡ上野紗矢香研修委員長 

●講義「風適法について」（１３時１０分～１４時２０分） 
講師／ＪＡＩＡ柴田健専務理事     

●レポート作成・休憩（１４時２０分～） 
●講義「最近の非行状況と大人・社会の役割」 

（１４時４０分～１５時５０分） 
講師／警視庁生活安全部少年育成課 井口由美子氏 

●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～１７時２０分） 
講師／日本傾聴能力開発協会 岩松正史氏 

●レポート作成・休憩（１７時２０分～） 
●グループ討議の進め方について（１７時４０分～） 
第２日目（１１月１０日・木） 
●講義「クレーム対応について」（９時～１１時） 
  講師／日本コンサルタントグループ 保坂真民氏 
●レポート作成・休憩・グループ討議・昼食（１１時～） 
●グループ研究発表（１３時～１５時） 
●修了試験・各種表彰（1５時～） 
●閉講式（１５時３０分～） 閉講挨拶／ＪＡＩＡ田村雅壽副会長 

内田常任理事（開講挨拶） 

田村副会長（閉講挨拶） 

井口講師 

 

柴田講師 

 

上野研修委員長 

 

岩松講師 

 

保坂講師 

 

期 日／２０２２年１１月９日（水）～１０日(木) 
会 場／ホテルプリムローズ大阪 
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 
受講生／４６名 

第５４回「青少年指導員養成講座」（大阪会場）が４６名
の受講生を迎え１１月９日～１０日、開催された。新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響で３年ぶりとなった第５３回の
東京会場（９月１４日～１５日開催、２０２２年９月号参照）で
は感染者もなく、引き続き、大阪会場もワクチン３回接種
証明（もしくは陰性証明）の提示を義務付ける等々、徹底し
た感染対策の下、行われた。 

 
カリキュラムは上記の通り。例年と同様の流れとなって

いるが、今回の大阪会場から、講義「最近の非行状況と大
人・社会の役割」の講師として、新たに警視庁少年育成課
（世田谷少年センター・心理技術主査）の井口由美子氏を
お招きしたことが特筆すべき点。日頃から直接青少年に関
わる立場からの氏の講義内容は、「学ぶことが多かった」
と好評だった。 

 
井口氏は講義の冒頭、「インベーダーゲーム。懐かしい」

と笑顔を見せ、「やってみたいと思っていたけれど、初心
者はすぐゲームオーバーになりお金の面でも厳しいし、当
時はゲームセンター＝不良の行くところというイメージで
恐くて行けなかった」と振り返りながら、「でも、今はアミュ
ーズメント業界の皆さんの努力の賜物で、そういう（３Ｋ）
場所ではなくなった。むしろ、居場所のない子が楽しい時
間を持つために逃げ込む場所という一面もある。そうした
子どもたちを見守ってほしい」と訴えた。 

いのぐち 

氏は、非行少年の変遷～問題行動の背景を中心に解
説。近年クローズアップされている「発達障害」（対人関係
が苦手で誤解されやすい）や「虐待」について取り上げ、改
めて店舗スタッフの姿勢を考えさせるものとなった。 

 
なお、開講式において主催者挨拶を行ったＪＡＩＡの内田

慎一常任理事は、コロナ禍で未だ苦境にあえぐ業界もあ
る中、クレーンゲームを主軸に順調な回復を見せているＡ
Ｍ業界の現状を共有。一方で、アミューズメント施設のオ
ペレーションが前時代的であることに言及し、「４０年以上
前からバーコードがついている小売業に対して、ＡＭ業界
はＩＴ化が遅れＤＸが進まない状況。クレーンゲームの売上
が大きいということは景品の管理が重要となる。JAIA で
は、こうしたことを背景に全ての機械、景品、部品等をコー
ド化しようということでデータベースを立ち上げた」とし、
アミューズメント施設のキャッシュレス化、オペレーション
の近代化に向けての理解と協力を求めた。 

 
また、閉講挨拶に立ったＪＡＩＡ田村雅寿副会長は、コロ

ナ禍でのオペレーションに触れ、大変な現場の一助となる
よう規制緩和活動を推進し景品の上限価格の引き上げ等
が実現したこと（２０２２年３月号参照）、さらに、今後も積
極的に規制緩和活動を進めていく本部の姿勢を説明する
とともに、２日間の研修で学んだことを活かし、業界の発
展のため自覚を持って行動してほしいと締めくくった。 



 

【後列左から】 
(株)バンダイナムコアミューズメント 豊川祐妃 
(株)コーエーテクモウェーブ 竹繁雄太 
プレビ(株) 有川純平 
(株)バンダイナムコアミューズメント 瀬長顕穂 

【前列左から】 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 中村俊博 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 芦田裕子 
 (株)アスモ 北村彪雅 
 (株)ＣＷパスカ 上村美咲 

【後列左から】 
(株)バンダイナムコアミューズメント 田上晃之郎 
(株)レジャラン 山嵜薫 
(株)カプコン 西田侑次 
(株)アミパラ 牧田拓也 

【前列左から】 
 (株)プロバックス 篠原悟 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 勝田要 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 松本幸子 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 岩村星奈 

【後列左から】 
(株)ＣＷパスカ 津川和之 
(株)バンダイナムコアミューズメント 樋上大輔 
(株)レジャラン 荒木晃平 
(株)バンダイナムコアミューズメント 宮浦太泰 

【前列左から】 
 (株)プロバックス 向井揚子 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 岡田宏一郎 
 (株)バンダイナムコアミューズメント 岩田芳雄 

１位 
（３班） 

２位 
（１班） 

３位 
（２班） 

【左から】 
プレビ(株) 服部珠奈 
(株)アミパラ 大榎敏史 
(株)コーエーテクモウェーブ 竹繁雄太 
(株)バンダイナムコアミューズメント 首藤翼 

 (株)ＣＷパスカ 上村美咲 

優秀 
レポート
賞 

(株)バンダイナムコアミューズメント 瀬長顕穂 
                (株)ＣＷパスカ 津川和之 

修了試験 
満点賞 

テーマ「クレーンゲーム機の景品交換トラブル、転売目的
のお客様の事案」（１班・４班） 
◎クレーンゲームが故障してストップしたとの苦情に、まず
は丁寧にお詫び（初期対応が大切）。お客様の欲しい景
品を別の機械に入れ、止まった分のサービスも行う。 

◎不具合の景品の交換を求められたが在庫なし。メーカー
に問い合わせ取り寄せることとし、お客様には受取方法
（配送か来店か）を確認。後日来店での受取ということ
になり、スタッフが情報共有（個人情報の取扱い注意）の
うえ、お渡しの際には、お客様とともに動作確認を行う。 

 
テーマ「メダル貸機返金トラブル・両替機トラブル」（６班） 
◎両替機と間違えてメダル貸機にお金を投入したお客様
に対し、メダルを１枚も使ってないことを確認して返金。
なお、次回は間違えないよう両替の仕方を説明する。 

◎ボタンを押して両替するタイプの両替機に５００円玉を
投入、ボタンを押さず「お金が出てこない」とその場を
離れたお客様。その間に別のお客様が利用、スタッフが
来た時には既に５００円はなかったため、カメラで確認。
両替方法の説明ＰＯＰがわかりにくかった点をお詫びし、
プレイしたいゲームに５００円分のサービスクレジット。
〈お客様に寄り添う形で、店側でできる最大限のサービ
スを行い、気持ち良く遊んでいただくことを心がける〉 

 
テーマ「子どもさんへの声かけについて」（２班・５班） 
◎高額紙幣の両替、大量のメダル貸出機利用の少年に何
度も声かけ。母親からお金をもらったという少年に対し、
母親に電話するよう促し、母親から事情を聞く。 

◎平日の昼間に来店した中学生に声かけ。「創立記念日」
などと言って帰らないため、店長が学校に電話。学校が
あることを確認して、中学生に学校が終わってから遊び
にくるように諭す。〈日頃から学校と連携して対応する〉 

 
テーマ「店舗内での動画・写真撮影のトラブル」「コロナ禍
におけるお客様のマスク着用の対応について」（３班） 
◎マスク未着用で来店されたお客様にはスタッフがマスク
（常備）を差し上げて着用をお願いする。また、あごマス
クの方にも鼻の上から着用するようお願いする。 

◎動画撮影は第三者が映りこんでトラブルになる可能性
があるため原則禁止である旨を伝える。 

◎ただし、親が単に子どものゲームプレイを撮るなどケー
スごとに対応（第三者が映り込まないことが大前提）。こ
の際、犯罪に巻き込まれる危険もあるので、子どもの顔
を動画にアップしない方が良いことをアドバイスする。 

グループ発表・概要 予め与えられたテーマに関し約１０分で発表。 
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施設営業事業部  第１２回研修委員会 
〈議題〉 
青少年指導員養成講座について 
１．青少年アドバイザーの証について 
 合併後のＪＡＩＡとなってからも引き

続きＡＯＵのロゴを使用してきた
が、次年度からは「ＪＡＩＡ青少年アド
バイザーの証」で作成することと
した。 

２．次年度日程について 
 以下の日程を確認した。 
 東京会場／９月１３日(木)・１４日(金) 
 大阪会場／１１月９日(木)・10 日(金) 
３．講師について 
 今回初めてお願いした井口講師に
ついて、高評価であり次年度も依
頼することとした。また、各団体等
に問い合わせ、本講座に適した講
師を他に１名探すこととした。 

日時／２０２２年１１月１０日（木）１１時 20 分～１１時４５分 
場所／ホテルプリムローズ大阪 会議室「福の間」 
出席／上野紗矢香委員長はじめ７名＋事務局２名 

 

２０２２年度遊園施設事業部会員懇談会 
        
１．新告示第４１２号「遊戯施設の維持保全に関する準則又は 
計画の作成に関し必要な指針」のその後の対応について 

 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター認定評価部 
の金田宏氏作成の資料「『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】」をもとに、事務局が説明を行った。 

 
２．フリートーキング 
 事務局が用意した以下の資料を参考にフリートーキングを行った。 
◎「遊園地・テーマパークの売上高、入場者数及び従業員数〈経済産
業省資料〉」 

 ２０２２年８月の売上高合計は５９，８６４百万円で前年同月比２６１．０％ 
◎都道府県別統計表「公園、遊園地・テーマパーク業務の業務種類別
の該当事業所数及び年間売上高〈経済産業省資料〉」 

◎「訪日外客数（２０２２年８月推計値）〈日本政府観光局資料〉」 
 ８月は１６９，９００人となり、５か月連続で１０万人を上回ったが、新型
コロナウイルス感染症の影響前の２０１９年同月数値と比較すると入
国制限の影響等により、９３．３％減にとどまっている。主な内訳は、
韓国２８，５００人、中国１２，３００人、台湾５，０００人、香港１，３００人、イン
ド５，５００人、フィリピン７，８００人、ベトナム３３，０００人、タイ５，１００人、
インドネシア６，９００人、米国１５，８００人、カナダ２，０００人、イタリア
１，６００人、ドイツ３，５００人、英国３，９００人、フランス３，５００人。 

翌日、「パサージュ琴海アイランドゴルフ倶楽部」
において親睦ゴルフコンペを実施。１０名参加。 
〈優 勝〉高島省吾氏（泉陽興業(株)） 
〈準優勝〉佐原茂雄氏（朝日科学模型遊園(株)） 
〈３ 位〉中川実氏（三精テクノロジーズ(株)） 

「ＪＡＥＰＯ２０２３」 
公式ホームページ 
開設しました 

http://jaepo.jp/ 
●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） 

 

日 時／２０２２年１０月２０日(木)１５時３０分～ 
場 所／ホテルパサージュ琴海「オリンピア」（長崎市琴海戸根原町） 
出 席／中川実遊園施設事業部長はじめ１１名＋事務局２名 
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令和４年９月１８日に北海道で発生したゴーカート体験イベントにおける事故を受

け、その再発防止に向け、政府より一般社団法人日本自動車連盟に対して、こども
がゴーカート等の乗り物を運転する施設の安全点検について、要請を行いました。 
 こどもが運転できるゴーカート等（※）の設置、運営（体験イベント等を含む）をさ
れている若しくはこれから予定されている場合につきましては、下記４点のとおり安
全対策を徹底いただくとともに現在の運営状況に改善点がないか、あらためて「安
全点検」を実施頂きますよう、御周知の程よろしくお願いいたします。 
 
 ・カート車両及びサーキット等走行用施設の保守点検を徹底すること 
 ・カート車両の性能に応じた対象年齢の確認を徹底すること 
 ・観客席等周囲の消費者を含め安全が確保された環境を整備すること 
 ・運転するこどもに対する禁止事項等の事前説明を確実に行うこと 
 
 （※）ゴーカート等は、以下の要件を全て満たすものを想定しております。 
 ・１８歳未満のこどもが自ら運転をするもの 
 ・時速１０ｋｍ以上で走行が可能なもの 
 ・バッテリカーや足漕ぎタイプのゴーカート以外のもの 
 ・建築基準法等の法令により点検が義務付けられていないもの 
 
 （参考） 
商業施設内の遊戯施設の安全に関するガイドライン 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/guideline.html 

経済産業省商務・サービスグループ 
クールジャパン政策課 

こどもがゴーカート等の乗り物を運転する施設の安全対策の徹底及び安全点検の実施について 
（周知依頼） 

 

対象外となる乗り物の例 
（上）バッテリーカー 
（下）足漕ぎタイプ） 

令和４年 11月１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、上記ＵＲＬのとおり「冬季の省エネルギーの取組について」が決定さ
れました。 
今年度は夏季に引き続き冬季の電力需給も厳しい状況にあることから、「2022

年度冬季の電力需給対策」（令和４年 11月１日「電力需給に関する検討会合」）に
おいて、冬季の省エネルギー・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、無理のない範囲での省エネルギー・節電の推進に一層御努力いただくとともに、
これらを周知するなど、本取組の推進に御協力いただきますようお願い致します。 

冬季の省エネルギーの取組への協力について 

https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221101001/20221101001-1.pdf 

三陸・常磐ものネットワーク（仮称）へのご協力のお願い 
経済産業省 大臣官房 福島復興推進グループ 令和４年１１月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【連絡先】経済産業省 大臣官房福島復興推進グループ 総合調整室 

（Ｅ－ＭＡＩＬ） bzl-meti-network@meti.go.jp  (電話番号)０３－３５０１－１２２８ 
  

１．概要 
◎経済産業省では、福島等の本格的な復興に向
けて、三陸・常磐もの（岩手県、宮城県、福島
県、茨城県の水産品等）の魅力発信・消費拡
大に関する枠組みを検討しております。具体
的には、企業等の皆様にご参加いただき、三
陸・常磐ものを使った弁当等の消費などを通
じて、三陸・常磐地域の水産業等を応援してい
ただく枠組み（ネットワーク）を構築することと
しています。 

◎本ネットワークは、令和４年１２月に設立する予
定となっており、企業等の皆様には、事前にご
協力・ご参加の依頼をさせていただく次第で
す。 

 

２．企業等の皆様へお願い 
◎三陸・常磐ものの魅力発信・消費拡大という趣旨にご賛同いただける企業等の
皆様には、是非とも本ネットワークにご参加いただきますようお願い致します。
その上で、定期的に三陸・常磐ものを使用した弁当等を消費していただくこと、
経産省主催のイベント等におけるご協力などをお願いする予定でございます。 

◎他方、本ネットワークにご参加される企業等の皆様の取組は任意であり、参加
によって義務が発生するものではございません。  

３．ご連絡先 
◎本ネットワークにご参加頂ける企業等の皆様においては、 
 下記連絡先まで、①社名、②担当者、③連絡先、④従業員数をご送付ください。 
◎１２月中旬のネットワーク立ち上げ後に、正式に登録を行い、ＨＰ等が利用可能
になる予定です。 

◎また、ご希望があれば説明の機会を設けますので、その旨ご連絡ください。 
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〇（リーフレット） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf  
○（周知動画）ねお×木下先生「新しいコロナワクチンのこと聞いてみた」 

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html  
「ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html  
「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮

について」（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 令和４年１１月４日事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001008879.pdf 

新型コロナウイルス感染症は過去２
年いずれも、年末年始に拡大してお
り、また、この秋・冬については、季節
性インフルエンザとの同時流行が懸
念されるとの専門家の指摘もありま
す。９月からオミクロン株対応ワクチン
の接種を開始していますが、オミクロ
ン株対応ワクチンの重症予防効果等
は従来型ワクチンを上回ることや、今
後の変異株に対してもより有効であ
ることが期待されています。 
こうしたことを踏まえ、年内にオミク

ロン株対応ワクチンの接種を進めるこ
とが非常に重要であり、希望する全て
の対象者が年内に接種を受けられるよ
う、政府では接種体制の確保や周知広
報を行っているところです。適宜リー
フレットや動画資材を活用いただき、当
該事項について積極的に取り組んで
いただけますようお願いします。 
 

※従業員等へのワクチン接種に関する
周知社内メールや社内掲示等におい
て、以下の広報資材などを活用・提供
することなどにより、従業員等への周
知をお願いいたします。 

「ＪＡＩＡ２０２３アミューズメント産業新春賀詞交歓会」開催のご案内 

一般社団法人日本アミューズメント産業協会
（ＪＡＩＡ）主催による２０２３年の新春賀詞交歓
会を下記要領で開催いたします。 
万障お繰り合わせのうえ、是非ご参加くださ
るようご案内申し上げます。 

と き／２０２３年１月６日(金) 

１７：３０～１９：００ 

ところ／ザ・プリンス パークタワー東京 

      地下２階「コンベンションホール」 

    東京都港区芝公園４－８－１ ☎03-5400-1111 

会 費／会 員…前売 １４，０００円  当日 １５，０００円 

    非会員…前売・当日ともに １７，０００円 （税込） 

前売の申込（入金）締切日／２０２２年１２月２３日（金） 
 
※ＦＡＸでお申込みのうえ、会費を指定銀行口座にお振込み

ください。（請求書の発行はいたしません） 

※入金確認後、ご担当者宛にチケットを郵送いたします。 

当日は、必ずチケットをご持参ください。 
 

[お申込・お問合せ先] 
（一社）日本アミューズメント産業協会（JAIA）事務局内 

      「アミューズメント賀詞交歓会事務局」 
          ＴＥＬ ０３－６２７２－９０３０ 
          ＦＡＸ ０３－６２７２－９４１１ 
 

 

 



 

 

 

提出会社 ４号メーカー 機別 筐体 機種名 発行日 

(株)アップワード ビスティ パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐ新世紀エヴァンゲリオン シト新生 2022/8/30 

(株)アップワード 西陣 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐおばけらんど怪 2022/8/30 

(株)アップワード サンセイＲ＆Ｄ パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐジューシーハニー 2022/8/30 

(株)アップワード 豊丸 パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐyes！高須クリニック～超整形 BLACK～ 2022/8/30 

(株)アップワード Ｄ－ｌｉｇｈｔ パチンコ ＡＰＲＥＣＩＶＥ Ｐ犬夜叉 ＪＵＤＧＥＭＥＮＴ～ 2022/8/30 

(株)アップワード ロデオ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロモンスターハンター 2022/8/30 

(株)アップワード オーイズミ パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ パチスロひぐらしのなく頃に祭２ 2022/8/30 

(株)アップワード 山佐 パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 祭りの達人～ウィンちゃんの夏祭り～ 2022/8/30 

(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 2022/9/2 

(株)東プロ サミー パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロ頭文字Ｄ 2022/9/2 

(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 2022/9/2 

(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 2022/9/2 

(株)マインズ サンスリー パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 2022/9/2 

(株)マインズ アムテックス パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロうまい棒 2022/9/2 

(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～ジャックポット ver 2022/9/2 

(株)三田商事 ニューギン パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐ真・花の慶次２漆黒の衝撃 EXTRA RUSH 2022/9/2 

(株)三田商事 ニューギン パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐ真・花の慶次２漆黒の衝撃 EXTRA RUSH 2022/9/8 

(株)アップワード オリンピア パチスロ ＡＰＲＥＣＩＶＥ 主役は銭形２ 2022/9/8 

(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 2022/9/8 

(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 JAPAN２with 太鼓の達人 2022/9/8 

(株)三田商事 京楽 パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐぱちんこキン肉マン３Ｍ７ 2022/9/8 

(株)三田商事 京楽 パチンコ ＲＥＡＣＨαシリーズ Ｐぱちんこキン肉マン３Ｍ７ 2022/9/8 

(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沖縄５ 2022/9/8 

(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 2022/9/8 

(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 2022/9/8 

(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 2022/9/9 

(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 2022/9/9 

(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～ 2022/9/9 

(株)東プロ 銀座 パチンコ プロハンター Ｐ北斗の拳９ 闘神 2022/9/9 

(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 2022/9/9 

(株)東プロ 銀座 パチスロ ハイパースロット Ｓガメラ 2022/9/9 

(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 2022/9/9 

(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 2022/9/9 

(株)東プロ ミズホ パチスロ ハイパースロット Ｓ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ前編/後編 2022/9/9 

(株)東プロ アムテックス パチスロ ハイパースロット Ｓうまい棒 2022/9/9 

(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 2022/9/9 

(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 2022/9/13 

(株)東プロ 三洋 パチンコ プロハンター ＣＲ大海物語４ 2022/9/20 

(株)東プロ サンセイＲ＆Ｄ パチンコ プロハンター Ｐ ＧＯＤ ＥＡＴＥＲ-ブラッドの覚醒- 2022/9/20 

(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３黄金絶唱 2022/9/20 

(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 2022/9/20 

(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～ 2022/9/20 

(株)東プロ 銀座 パチンコ プロハンター Ｐ北斗の拳９ 闘神 2022/9/20 

(株)東プロ 三共 パチスロ ハイパースロット Ｓアクエリオン ＡＬＬ ＳＴＡＲＳ 2022/9/20 

(株)東プロ 銀座 パチスロ ハイパースロット Ｓアラジンクラシック 2022/9/20 

(株)東プロ 山佐ネクスト パチスロ ハイパースロット Ｓスーパーリオエース 2022/9/20 

(株)東プロ 三共 パチスロ ハイパースロット Ｓ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2022/9/20 

(株)東プロ アムテックス パチスロ ハイパースロット Ｓうまい棒 2022/9/20 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット Ｓ押忍!番長ＺＥＲＯ 2022/9/20 

(株)東プロ サミー パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロ頭文字Ｄ 2022/9/20 

(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 BLACK 2022/9/21 

(株)マインズ 西陣 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰモモキュンソードＭＣ 2022/9/21 

(株)マインズ 山佐 パチスロ ブレイクⅡシリーズ パチスロ モンキーターンⅣ 2022/9/21 

(株)三田商事 メーシー パチスロ ＲＥＡＣＨαシリーズ SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2022/9/21 

(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 2022/9/21 
   

「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８月３０日～９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。 



  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。 

●シルバーです。ゲームで毎日楽しんでいます。
広くていろいろあるので子どもや若い人が来
ているので、その中に混じって気分も若くなり
ます。お店の人もとてもやさしいのでいいです
ね。（徳島・６４歳・♀） 

●土日は家族でよく来ます。近くで楽しめて感謝
しています。（徳島・４６歳・♀） 

●荷物を置いて場所をとり、別のゲームをしてい
る方がたびたびいるように思えます。それがち
ょっと不満かな。（徳島・５１歳・♀） 

●夜の客のマナーが少し悪い感じがしました。ス
タッフも放置するのではなく、マナー改善を促
してほしいです。（徳島・２０歳・♂） 

●悪い点はなく、対応がとても素晴らしいです。
今後ともよろしくお願いします。（徳島・１６
歳・♂） 

●プロ雀士が来店して打つ麻雀のイベントをお
願いします。それから、メダルの電子化を。 
（徳島・４４・♂） 

●少し難しいけど楽しい。（徳島・１３歳・♀） 

●いつも楽しく遊ばせてもらっています。大人も
子どもも一緒に遊べるところがうれしい。あり
がとうございます。（徳島・３７歳・♀） 

●顔見知りの従業員さんがいらっしゃると安心
して遊べます。その反面、嫌な感じの従業員さ
んがいらっしゃるのは残念。（徳島・５０歳・♀） 

●幼児・小学生向けのメダルゲームがあればもっ
と集客見込めるのでは？（徳島・３３歳・♂） 

●店員やさしい。店がキレイ。（徳島・１２歳・♀） 
●カジノ気分でできるゲームがあれば、ものすご
くやりたいです。（福島・２７歳・♂） 

●2人で協力プレイできるゲームがあれば良いと
思う。（福島・１８歳・♂） 

●子どもが遊べるゲームが多くて良い。釣りゲー
ムが好きですが、メダルをとても使うのでたく
さんやらせてあげられなくて残念。混雑時は遊
びたい台に座れないことも…。おおむね満足で
す。機械のエラー時にどうしたら良いかわかり
やすくしてもらえたら嬉しいです。（東京・３８
歳・♀） 
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