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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」 

ジャパン アミューズメント エキスポ ２０２３ 

小間割り決定 
 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA）主催で２０２３年２月１０日(金)～１１
日(土)、幕張メッセ国際展示場において開催される「ジャパン アミューズメント エキスポ
（ＪＡＥＰＯ２０２３）」の小間割りが以下の通り決定した。 
 出展規模は４１社４９３小間（前回実施した「JAEPO２０２０」の出展規模は４１社５０９小
間）。なお、開催概要は次ページの通りとなっている。 

主催者ブース 
（キャッシュレスシステム展示） 

プライズ 
フリープレイ 



 

 

 

  

 

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 
      ※ビジネスのみ 
    ２月１１日(土)１０：００～１７：００ 
      ※ビジネス＋一般 

会 場 幕張メッセ国際展示場 展示ホール９・１０ 

入場料 ビジネス来場者（事前登録制）…無料 
  ※出展社が配布する事前登録券が

必要。事前登録は２０２３年１月１６日
開始予定。 

一般の方（１１日のみ入場可） 
…時間指定入場券１，５００円（税込） 
 ※１４：００以降の入場１，１００円（税込） 
 ※チケット販売サイト「アソビュー」の

みで販売。 
 ※小学生以下は終日無料 
 ※会場での当日券の販売はしない。 

主 催 一般社団法人日本アミューズメント産業
協会（ＪＡＩＡ） 

お問合せ ＪＡＥＰＯ事務局  ｉｎｆｏ＠ｊａｅｐｏ．ｊｐ 

2022.12② 

2018.6② 

JAEPO２０２３開催概要 

【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。 

 
「ＪＡＥＰＯ２０２３」公式サイト  ｈｔｔｐｓ：／／ｊａｅｐｏ．ｊｐ／ 

「ＪＡＥＰＯ２０２３」公式サイトより、店舗ポスター（上記）、リンクバナーをダウンロードしてください。 

「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 
改定のお知らせ 

 
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室より、令和４年９月８日「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対
処方針」の変更に伴い感染拡大防止と社会経済活動の両立を推進すべく「業種別ガイドライン」を、より効率的・
効果的なものへ見直すよう指導がありました。これを受け、最終的に感染症の専門家の方に監修を戴いた上
で、『ゲームセンターのガイドライン』を改定致しておりますのでお知らせします。内容は以下ＵＲＬの通りです。 
 

https://jaia.jp/wp-content/uploads/2022/11/gl.pdf 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の際は下記の点にご留意ください。 
●ご来場には予め入場券が必要です（会場での当日券の販売はいたしません）。 

   一般の方はご来場者の集中を避け分散来場を促すため、時間帯ごとに定員を設けられた時
間指定入場券が必要です。 

●体調がすぐれない場合にはご来場をお控えいただきますようお願いいたします。下記に該
当する方はご入場をお断りします。（37.5度以上の発熱がある方、喉・咽頭痛・息苦しさ等の症
状が認められる方、過去５日以内に新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者であることが判
明した場合、その他体調がすぐれない方）。 

●入場前には、検温と手指消毒のご協力をお願いいたします。 
●マスク着用を確認させていただきます。非着用の方の入場はできません。 
●会場では咳エチケット、マスク着用、手洗い、手指消毒の実施などの感染症対策をお願いい
たします。 

●会場内では、大声による会話は避け、ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。 
※今後状況が変化した場合にはその時点での指針をもとに内容を修正・変更する場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊園施設事業部 

開催日時／令和４年１１月２５日（金）１０：３０～１６：００ 
開催場所／主婦会館（プラザエフ）スズラン 
受講者数／６６名 
主  催／（一社）日本アミューズメント産業協会 
協  賛／（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 

遊戯施設における安全確保を目的とし
て、ＪＡＩＡ遊園施設事業部（前身は全日
本遊園施設協会）が設立以来毎年開催し
ている安全管理講習会。東京、大阪と会
場を交互に設定している同講習会は、
前々年度、新型コロナウイルス感染症の
影響を考慮しオンライン形式での実施と
なったが、昨年度（大阪）はマスク着用で
の参加を義務化してリアル開催。今回も
東京の会場に全国のレジャー施設関係
者、自治体の建築指導課等の担当者など
６６名が集っての開催となった。 
講義内容は右記の通り。なお、全課程修

了者には、「修了証書」を発行。後日、郵送
されることとなっている。 

講義Ⅰ「知っておきたい遊戯施設の関係法令」（10:40～12:00） 
   講師／（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 
 遊戯施設の「法令上の位置づけ（工作物の指定）」「法的手続き」「維

持保全に関する計画の基準」「定期検査の基準」「構造基準」「構造
方法の認定」、「罰則規定」について解説。 

 
講義Ⅱ「遊戯施設の維持保全計画と運行管理の新旧変更箇所」

（13:00～14:00） 
   講師／（一財）日本建築設備・昇降機センター  金田 宏氏 

講師作成資料「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】に基づき、新旧変更内容
が詳しく説明された。 
 

講義Ⅲ「遊戯施設の技術概論」（14:00～1６:00） 
 ①ドローンに関する法律と点検について 
   講師／深空(株) 技術部 部長  鈴木 充氏 
 世界最大のドローンメーカーの正規代理店による「ドローン飛行の法

規制と今後について」の講義。「ドローンとは（市場、市場規模予測、
導入メリット）」「ドローンに関連する法律（新制度のポイント、屋外飛
行に向けた準備）」「活用事例（業種別）」の流れで説明された。 

 
 ②遊戯施設の水演出と水処理管理 
   講師／みず遊びの工房 主宰  三海正春氏 

水を主体とした遊戯施設等は一般的遊戯施設とは異なる運行管
理が必要であり、「遊戯施設の水演出と水処理管理」をテーマとし
た講義。「遊戯施設の水演出（遊園地や商業施設、乗り物、遊泳プ
ール）」「遊戯施設の水質（使用する原水の種類、水質基準）」「水演
出と水処理設備の構成」の流れで説明が行われた。 

第３３回店舗活性推進委員会（対面・オンライン会議） 

３．店舗データベースについて 
 畦田委員長からＪＡＩＡデータベースとの連携ついて説
明があり、店舗データベースの経費を圧縮、年間保守
料を軽減していくこととした。 

２．音ゲ祭サイトについて 
 音ゲ祭の過去の動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップし、ＪＡＩＡサ
イトにリンク付けして今年度末で音ゲ祭サイトは閉鎖
することとした。 

３．ゲームの日サイトついて  
今年度末でゲームの日サイトを閉鎖することとした。 

４．その他 
 新委員として(株)タイトーの森典子氏の就任を承認。 

2022.12③ 

2018.6② 

日時／２０２２年１２月２日（木）１５時～１７時 
場所／ＪＡＩＡ会議室、各委員リモート拠点 
出席／畦田在隆委員長はじめ１３名＋事務局３名 

遊
戯
施
設
安
全
管
理
講
習
会 

▲ 
ド ローンの
実物を展示 【講師】 

金田宏氏 
【講師】 
鈴木充氏 

施設営業事業部 

１．ＪＡＥＰＯ２０２３プライズフリープレイ運営について 
 畦田委員長より、ＪＡＥＰＯでのプライズフリープレイ実施
に関する実行委員会での経過説明、実施概要説明があ
り、各委員に協力が求められ了承された。 

２．来年度ＪＡＥＰＯについて 
 畦田委員長およびＡＭマシン事業部の浅見部長より「来
年度のＪＡＥＰＯのあり方」の検討に関する報告があり、
委員会として協議した案を提案していくこととした。 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

講義の理解度 単位：人 

充分できた 

２９ 

充分できた 

１０ 

充分できた 

３０ 

充分できた 

  ３４ 

充分できた 

  ２８ 

まあできた 

１７ 

まあできた 

３２ 

まあできた 

１６ 

まあできた 

１２ 

まあできた 

１８ 

あまりできなかった ０ 
全然できなかった   ０ 

あまりできなかった ４ 
全然できなかった   ０ 

あまりできなかった ０ 
全然できなかった   ０ 

あまりできなかった ０ 
全然できなかった   ０ 

あまりできなかった ０ 
全然できなかった   ０ 

ＪＡＩＡの事業活動及び
養成講座の意義とねらい 

風適法について 最近の非行状況と 
大人・社会の役割 

カウンセリングマインド
で良好な人間関係を 

クレーム接客 
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とても満足

時間の無駄だった

何かできそうな気分になった

期待はずれだった

また参加したい

内容に反発を感じた

もう少し長期でもいい

自信がわいてきた

内容が難しかった

仲間にも参加を進めたい

理解しにくい言葉が多かった

この講座に参加しての今の気持ち（複数回答可）      

単位：人 

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 
 

「ＪＡＩＡ２０２３アミューズメント産業新春賀詞交歓会」開催のご案内 

アミューズメント施設管理者のための 

第５４回〈大阪会場〉   受講生／４６名  期日／２０２２年１１月９～１０日 会場／プリムローズ大阪 

受講生アンケート結果 
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責任あるサプライチェーン等における
人権尊重に関するセミナー 

 
日本政府が企業における人権尊重の取組を後押

しするため、「責任あるサプライチェーン等における人
権尊重のためのガイドライン」を公表したことをうけて、
その周知啓発を目的としたセミナーが開催されます。 

同セミナーにおいては、企業活動における人権尊重
の重要性、当該ガイドラインの概要や人権デュー・ディリ
ジェンスを実装するにあたっての留意点について解説
される他、人権尊重の取組を行っている団体ならびに
企業等による取組事例について紹介されます。 

 
参加無料。以下の６か所で開催予定です（東京・大

阪はオンラインでも配信）。各回とも定員１００名。 
東 京  ２０２３年 1 月 1７日（火） 
札 幌  ２０２３年 1 月２０日（金） 
名古屋  ２０２３年 1 月２５日（水） 
福 岡   ２０２３年２月 ２日（木） 
広 島  ２０２３年２月 ８日（水）  
大 阪  ２０２３年２月 1０日（金） 

  
セミナーの詳細、お申込みは以下まで。 

https://www.jinkenddseminar.go.jp/ 

マイナポイント第２弾の対象となる
マイナンバーカードの申請期限が、
「令和４年（２０２２年）12月末から
「令和５年２月末」に延長されました 

●新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和４年１１月２５日変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_041125.pdf 
 
●年末年始期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについて 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 
https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/jimurenraku2-1_1207.pdf 
 
●年末年始の感染対策についての考え方         新型コロナウイルス感染症対策分科会 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai21/taisaku.pdf 

ジャパン アミューズメント エキスポ ２０２３ 懇親パーティー 

 日 時／２０２３年２月１０日(金)１９：００～２０：３０ 

       「JAEPO２０２３」初日の夜 

会 場／東京プリンスホテル ２Ｆプロビデンスホール 

      東京都港区芝公園３－３－１ 

      ＴＥＬ０３－３４３２－１１１１（代） 

会 費／ 会員  １名につき１６，０００円（税込） 

      非会員 １名につき 20,000円（税込） 

主 催／ＪＡＥＰＯ２０２３実行委員会（岩屋口治夫委員長） 

〈お申込み〉 
２０２３年１月１６日(月)までにＥメールにて申込書をお
送りください（office@jaepo.jp）。同時に会費をお
振込みください。なお、当日券の販売は致しません。 
【お問合せ先】 
（一社）日本アミューズメント産業協会 JAEPO事務局 
ＴＥＬ０３－６２７２－９０３０ ＦＡＸ０３－３５５６－５５２４ 



 

 
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 ＪＦＪ パチンコ REACHαシリーズ Ｐとある魔術の禁書目録ＪＵＡ 2022/9/22 

(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 2022/9/22 

(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 2022/9/22 

(株)三田商事 平和 パチンコ REACHαシリーズ Ｐルパン三世 ２０００カラットの涙 2022/9/22 

(株)三田商事 西陣 パチンコ REACHαシリーズ ＰモモキュンソードＭＣ 2022/9/22 

(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 2022/9/22 

(株)ユンカース エレコ パチスロ ベガスラックＡ ダイナミックサンダーⅤ 2022/9/30 

(株)ユンカース エレコ パチスロ ベガスラックＡ バジリスク～甲賀忍法帖～絆 2022/9/30 

(株)ユンカース ミズホ パチスロ ベガスラックＡ アナザーゴッドハーデス-奪われた ZEUSver. 2022/9/30 

(株)ユンカース ユニバーサルブロス パチスロ ベガスラックＡ ミリオンゴッド－神々の凱旋－ 2022/9/30 

(株)ユンカース アクロス パチスロ ベガスラックＡ ハナビＢＨ 2022/9/30 

(株)ユンカース 北電子 パチスロ ベガスラックＡ アイムジャグラーＡＰＥＸ 2022/9/30 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット Ｓパチスロ鉄拳５ 2022/9/30 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐうまい棒 2022/9/30 

(株)マインズ 北電子 パチスロ ブレイクⅡシリーズ スーパーミラクルジャグラー 2022/10/6 

(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３ 2022/10/7 

(株)マインズ サポハニ パチスロ ブレイクⅡシリーズ 秘宝伝 解き放たれた女神 2022/10/8 

(株)マインズ 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 2022/10/9 

(株)三田商事 三共 パチンコ REACHαシリーズ ＰＦからくりサーカスＶ 2022/10/10 

(株)三田商事 三共 パチンコ REACHαシリーズ ＰＦダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2022/10/11 

(株)三田商事 三共 パチンコ REACHαシリーズ ＰＦ蒼穹のファフナー3 EXODUS超蒼穹 3800ver 2022/10/12 

(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 2022/10/13 

(株)三田商事 豊丸 パチンコ REACHαシリーズ Ｐ yes！高須クリニック～超整形 BLACK～ 2022/10/14 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこ冬のソナタ Remember Sweet Version   2022/10/15 

(株)三田商事 オッケー パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこウルトラセブン 超乱舞 2022/10/16 

(株)三田商事 大都技研 パチスロ REACHαシリーズ 押忍！サラリーマン番長２ 2022/10/17 

(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 2022/10/18 

(株)三田商事 京楽 パチンコ REACHαシリーズ ぱちんこ 新・必殺仕置人 2022/10/12 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＡ海物語３Ｒ２ 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(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 決戦～真紅 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(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 ツインエンジェル PARTY 2022/10/12 

(株)アップワード サミー パチスロ APRECIVE パチスロろくでなし BLUUES 2022/10/12 

(株)アップワード ロデオ パチスロ APRECIVE インディジョーズ 2022/10/12 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐトキオブラック４５００ 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター ＰＦダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(株)東プロ ＳａｎＴｈｒｅｅ パチンコ プロハンター Ｐギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 2022/10/12 

(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター Ｐとある科学の超電磁砲 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(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 2022/10/12 

(株)ユンカース ミズホ パチスロ ベガスラックＡ Ｓ/劇場版 まどか/ＫＫ 2022/10/21 

(株)ユンカース ビスティ パチスロ ベガスラックＡ ヱヴァンゲリヲン～生命の鼓動～ 2022/10/21 

(株)マインズ 大一 パチスロ ブレイクⅡシリーズ Ｓうしおととら 雷槍一閃 2022/10/21 

(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 ガメラ 2022/10/21 

(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 東京レイヴンズ 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 宿命 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)マインズ 豊丸 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐ yes！高須クリニック超整形ＢＬＡＣＫ 2022/10/21 

(株)マインズ 三共 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ＰＦ戦姫絶唱シンフォギア２ 2022/10/21 

(株)三田商事 藤商事 パチンコ REACHαシリーズ Ｐサラリーマン金太郎 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

2022.12⑥ 

2018.6② 
「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。 
 



(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ サミー パチンコ プロハンター Ｐ頭文字Ｄ 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ 三共 パチンコ プロハンター ＣＲフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター Ｐとある科学の超電磁砲 2022/10/21 

(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～ 2022/10/21 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐうまい棒 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ オリンピア パチスロ ハイパースロット Ｓ戦国乙女 暁の関ヶ原 2022/10/21 

(株)東プロ ネット パチスロ ハイパースロット Ｓチバリヨ 2022/10/21 

(株)東プロ エンターライズ パチスロ ハイパースロット パチスロ モンスターハンター月下雷鳴 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ ディ・ライト パチスロ ハイパースロット ＳパチスロＢＯＯＷＹ 2022/10/21 

(株)東プロ メーシー パチスロ ハイパースロット Ｓマッピー 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット ハナビ 2022/10/21 

(株)東プロ タイヨーエレック パチスロ ハイパースロット パチスロ ブラッド＋ 二人の女王 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ アクロス パチスロ ハイパースロット バーサス 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(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 2022/10/21 

(株)東プロ パオン・ディピー パチスロ ハイパースロット Ｓいろはに愛姫 2022/10/21 

(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 2022/10/24 

(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 2022/10/24 

(株)三田商事 ネット パチスロ REACHαシリーズ 天晴!モグモグ風林火山全国制覇版 2022/10/24 

(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 2022/10/24 

(株)マインズ 三洋 パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＰＡ元祖大工の源さん 2022/10/24 

(株)マインズ ミズホ パチスロ ブレイクⅡシリーズ ＳＬＯＴバジリスク～甲賀忍法帖～絆２ 2022/10/27 

(株)マインズ 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 2022/10/27 

(株)マインズ 三洋 パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐスーパー海物語ＩＮ沖縄５ 2022/10/27 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ乃木坂４６ 2022/10/27 

(株)マインズ 京楽 パチンコ ブレイクⅡシリーズ ぱちんこ冬のソナタ Remember 2022/10/27 

(株)マインズ ミズホ パチンコ ブレイクⅡシリーズ Ｐミリオンゴッド一撃 2022/10/27 

(株)東プロ アムテックス パチンコ プロハンター Ｐうまい棒 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(株)東プロ ＪＦＪ パチンコ プロハンター Ｐリング 呪いの７日間２ 2022/10/27 

(株)東プロ 豊丸 パチンコ プロハンター Ｐワイルドロデオ 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(株)東プロ 平和 パチンコ プロハンター Ｐルパン三世 ２０００カラットの涙 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(株)東プロ 藤商事 パチンコ プロハンター Ｐとある科学の超電磁砲 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(株)東プロ 西陣 パチンコ プロハンター Ｐデカビスカス 2022/10/27 

(株)東プロ ニューギン パチンコ プロハンター Ｐ真・花の慶次３ 2022/10/27 

(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－ 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(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 2022/10/27 

(株)東プロ 山佐 パチスロ ハイパースロット パチスロ鉄拳２ｎｄ 2022/10/27 

(株)東プロ 大都技研 パチスロ ハイパースロット 押忍!番長Ⅱ 2022/10/27 
    

2022.12⑦ 

2018.6② 

※２０２２年９月２２日～１０月２７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。 

●以前、店舗間での対戦交流会に参加した際、相
手店舗との通信が接続できず中止となったこ
とがあります。イベントの企画はありがたいの
ですが、開催前にリハーサル・テスト等で入念
に段取りを確認した上でイベントの運営を行
っていただけるよう希望します。（北海道・３０
歳・♂） 

●他店に比べてゲームの整備がされているとこ
ろが素晴らしいと思う。ただ、クレーンゲーム
の設定にもう少し気をつかうべきだと思う（景
品が変わってもアームパワーが同じなのはお
かしい）。（北海道・２７歳・♂） 

●音ゲーの録画機能を。（北海道・２５歳・♂） 
●良い点はメンテナンスが行き届いているとこ
ろです。そして呼んだらすぐ対応してくれるの
も良いです。悪いと思った点は、メダルコーナ
ーで変な客に対して少し対処が甘いというと
ころです。その人のせいで常連のみんなが 
遊びづらい環境になっています。何とか 
してください。（北海道・４４・♂） 

 

●従業員がやさしい。（徳島・７１歳・♀） 
●ゲームセンターは雨天でも楽しめるのが良い。
天気に左右されないので予定変更もないし。
（徳島・５０歳・♀） 

●平日に来ることがほとんどなので、平日の賑わ
いについてもう少し何か考えてください。イベ
ントとかサービスとか。（徳島・７２歳・♀） 

●遊びたくても遊び方のわからないゲーム機が
とても多くて残念です。例えば、ゲーム機に初
級～上級など難易度がわかる表示があればチ
ャレンジしやすいし、各ゲーム機の取説がまと
めて見られるブースがあったりするのもいい
と思います。（徳島・４０歳・♂） 

●メダルゲームもクレーンゲームもＱＲコード
でプレイできるようになったのがうれしいで
す。店員さんを探す手間も減りました。（福島・
２７歳・♀） 

●イベントのお知らせ（店内放送）が聞こえなか
った（初めてでわかりづらい）。店内をわかりや
すくしてほしいです。（静岡・？歳・♀） 
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