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ジャパン アミューズメント エキスポ 2016、
盛況の内に終了 2 月 19 日・20 日の 2 日間、幕張メッセで開催

—闘会議との合同開催が決まり、新たな JAEPO に期待—
小間数は前回並みとなりました。来場者数は
19 日のビジネスデーが 7,098 人、20 日の

パブリックデーが 9,694 人、2 日間合計で
1 万 7,053 人となりました。

ビ ジ ネ ス デ ー は 126 人 減（ 前 回 来 場 者

7,485 人）
、パブリックデーは 3,425 人減（同

1 万 3,119 人）
、2 日間合計で前回を下回る結

果となりました。パブリックデーは荒天のた

め、交通機関が事前に運転規制の情報を発信

JAMMA と（一社）全日本アミューズメン

したことなどが影響したと思われます。

ト施設営業者協会連合会（AOU）との共催

ショーの内容としては、初日のビジネス

による「ジャパン アミューズメント エキスポ

デーには、前回も好評であった「接客デモン

（JAEPO）2016」が今年も 2 月 19 日、20 日

ストレーション」を実施しました。最終日の

の両日、幕張メッセで盛大に開催されました。

パブリックデーは、前回好評だった「JAEPO

出展規模は出展社数 37 社、出展小間数

ショップ」の形態を変更、今回はショー会場

495 小間で、うち海外から 1 社の出展があ

内に「物販ゾーン」を設け、4 社が出展。来

りました。出展社数は若干減少したものの、 場者の長い列ができました。
ジャパン アミューズメント エキスポ 2016
来場者数
会期：2016年2月19日(金)・20日(土）
会場：幕張メッセ国際展示場 展示ホール4・5

ビジネス来場者
一般来場者
PRESS
計

2016年
2015年
2016年
2015年
2016年
2015年
2016年
2015年

2月19日(金)

2月20日(土)

計

7,098

913

8,011

7,241

1,284

8,525

8,712

8,712

11,762

11,762

261

69

330

244

73

317

7,359

9,694

17,053

7,485

13,119

20,604
(単位：名 / 数値は入場受付実数)
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また、AOU 主催の音楽ゲーム大会、第 2

社ドワンゴが運営する niconico が主催する

回「天下一音ゲ祭」の全国頂上決戦大会が開

ゲームイベント「闘会議 2017」との合同開

催されたほか、各社のブースで公式の大会も

催が決定し、開催機関も 3 日間となります。

実施されるなど、来場者層の取り込みに向け

新たな JAEPO に期待がかかります。

た試みも行いました。

来 年 の「JAEPO2017」 か ら は、 株 式 会

JAEPO2017 から
開会式 「闘会議」との共催が発表されました
ジ ャ パ ン ア
ミ ュ ー ズ メ
ン ト エ キ ス

ポ（JAEPO）
2016 の開会式

が、２月 19 日、
千葉市幕張メッ

セ（国際展示場）
主催者を代表して JAMMA
里見治会長が挨拶

第４・第５展示

来年の「闘会議」との合同開催発表で握手を交わす
相木伸一郎 JAEPO 実行委員長、里見治会長、
浜村弘一「闘会議」ゼネラルプロデューサー（写真左から）

ホール前で開催
されました。

午 前 ９ 時 30

和の現状について語った。

分、 大 勢 の

これまでは各都道府県の条例で「16 歳未

ショー関係者や

満は保護者同伴でも午後 6 時以降は立ち入

中、（ 一 社 ） 日

ではこの時間規制緩和の陳情を続けてきた。

来場者の見守る

祝辞を述べた経産省産
業機械課の佐脇紀代志課長

り禁止」と規定しているところが多く、業界

本アミューズメ

それが今回の風適法改正で、条例を改正して

ントマシン協会

保護者同伴では午後 10 時まで入場できるこ

（ Ｊ Ａ Ｍ Ｍ Ａ ） とになった県が増えてきている。
の里見治会長が

「これは我々にとって大きな一歩になるの

壇上に立ち、開

ではないか。親御さんたちに周知徹底できれ

ました。

います。それ以外に、景品の上限が 800 円

会の挨拶を行い

ば大きなプラスになるのではないかと思って

里見会長は、 になっていることなど、様々なことについて

祝辞を述べた国交省昇降機等
事故調査室の脇山芳和室長

まず昨年６月の

も、現在は規制緩和して頂いても全く問題の

正による規制緩

けを続けて実現していければと思います」

風営適正化法改

ない業界になっています。これからも働きか
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開会式
のショーをきっかけに業界が少しでも右肩上
がりになることを祈念して私の挨拶を終わら
せて頂きます。頑張ってよいショーにいたし
ましょう」

里見会長の挨拶の後は、来賓の挨拶が行わ

れた。経済産業省製造産業局産業機械課の佐
脇紀代志課長と国土交通省住宅局建築指導課
昇降機等事故調査室の安藤恒次室長が壇上に
JAEPO 主催者、来賓によるテープカット。
左から相木伸一郎 JAEPO 実行委員長、飯澤幸雄 AOU 会長、
里見治 JAMMA 会長、経産省の佐脇紀代志課長、
国交省の安藤恒次室長

続いて、業界の現況に触れ次のように述べ

上がり祝辞を述べました。

両者とも業界の実績を評価し、国民に娯楽

を提供するために官民協力していきたいとい
う趣旨が述べられました。

来賓の祝辞が終わった後は、特別ゲストと

た。

「このアミューズメント業界もようやく昨

して、浜村弘一「闘会議」ゼネラルプロデュー

で、これからもう一段、昨対１００％を超え

会議」との合同開催とすることの発表が行わ

サーが壇上に登場。次回のＪＡＥＰＯから
「闘

年くらいから上向きの兆しが出てきましたの
る状況にもっていける可能性は十分あると思

います。お客様に本当に喜んでいただける、
１つのブームが来るような商品が各ブースに

その後、主催者及び来賓によるテープカッ

トが行われ、ジャパンアミューズメントエキ
スポの開幕となりました。

出てくれば、業界としてもハッピーです。こ

懇親パーティー

れました。

風適法改正や
闘会議との共催について報告される

シ ョ ー 初 日 の ２ 月 19 日 午 後 ７ 時 か ら、

ジャパン アミューズメント エキスポ懇親
パーティーが、東京プリンスホテルのプロビ
デンスホールで開催された。今回も、多くの
ＡＭ業界関係者が参加した

パーティーはまず里見治ＪＡＭＭＡ会長の

挨拶で始まった。

里見会長は開会式でもふれた風適法改正に

よる 16 歳未満の夜間立ち入り時間規制の緩
和について、「これまで実際にオペレーショ
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懇親パーティー
ンをして

念致しまして乾杯をしたいと思います」と

では立ち

掲げました。

いる現場

高々と盃を

入り時間

パ

ー

規制を知

ティーの途

方々の来

賓を代表し

ら な い

中 に は、 来

店が非常

て秋元司衆

に 多 く、 議 院 議 員 が秋元司衆議院議員が祝辞

里見会長が挨拶

時々トラブルが発生していました。それが

祝辞を述べた。秋元議員は AM 業界につい

いたように思います。しかし、今回の法改正

楽しむ重要な産業だと思っています」とした

ゲームセンター離れの理由のひとつになって

て「日本にとってアミューズメントは余暇を

でそれはなくなると思います」と明るい見通

上で「現在は多様化の時代でありますから、

しを示した上で、ＡＯＵが中心となって規制

皆様にも新たな楽しみを提供していただき業

緩和を広く認知させる必要性を示唆した。次

界を活性化していただきたい」とＡＭ業界へ

いで立ち入り時間制限の緩和以外にもＡＭ業

期待を寄せました。

界の規制緩和に向けた活動を推進していきた

参加者の歓談も深められた宴は相木伸一郎

いとした。

JAEPO 実

数多く見られましたし、オペレーションの環

中締めの挨

最後に、「今回のショーでは面白い機械が

行委員長が

境も変化しています。今までは規制緩和を何

拶を行いま

とか実現さ

した。

せようとい

相木委員

う話ししか

長 は、 次 回

できません

J A E P O が JAEPO 相木紳一郎実行委員長が

で し た が、 大 き く 変 わ中締めを行う
今日皆様に

ることについて「今日の朝発表しましたよ

お話ができ

JAEPO は合同開催になります。闘会議はご

このような
乾杯の音頭を取る AOU 飯澤幸雄会長

うにニコニコが主催する『闘会議』と次の

ることは私

存じの方も多いかと思いますが、ショーと

も嬉しく思っています。今後も皆で頑張って

しては 5 万人弱の来場者が訪れます。動画

行きたい」と挨拶を締め括った。

の配信によっておよそ 960 万人の方が視聴

乾杯の音頭は、ＡＯＵ飯澤会長が取り、飯

されます。ですから次回の JAEPO はおよそ

澤会長は「里見会長からお話があったように、 1000 万人の方が見ていただけることになり
希望のある業界になりそうだということを祈

ます」と闘会議との合同開催を報告した上
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懇親パーティー
で「是非 1000 万人が見るという所でもっ

やデベロッパーの皆様など色々な業態の方々

る検討をしてみたらよいのではと考えていま

にできたらと願い、闘会議との合同開催を決

と JAEPO に参加、出展できるよう枠を広げ

も出展して頂き、新しい形、新しい JAEPO

す。

めさせていただきました」と新たな提案をし、

それ等の方々が見て面白いと感じたイベン

JAEPO、アミューズメント業界の新しい発

トをやっているのが近所のアミューズメント

展を祈念して３本締めでパーティーを締め括

施設であれば『行ってみようか』ということ

りました。

が十分起こりえると思います。オペレーター

エア遊具及び商業施設内の
SC 事業部セミナー 遊具・遊戯施設の安全管理をテーマに
遊具安全講習会」「エア遊具管理士認定講習
会」の概要等について説明を行いました。

後半部では、今回国の機関が商業施設内の

遊戯施設の安全について規制強化を踏まえた
調査等を行っていることがテーマとなりまし
た。

昨今、特に商業施設内のインドアプレイグ

ラウンドで遊具による事故が相次いだ。しか
し、インドアプレイグラウンドに関する業界

JAMMASC 施設事業部（内田慎一事業部

団体が存在しないことから、エア遊具のメー

長）は JAEPO2016 の初日となる２月 19

カー団体である JIPSA や JAMMA に事故情

日 15：00 〜 16：30、千葉・幕張メッセ国

報の問い合わせなどがあったという。また、

際会議場中会議室 304 で「エア遊具の安全

JIPSA は消費者委員会の会議にも出席して

確保に関するセミナー」を開催しました。

いる。

今回は講師として（一社）日本エア遊具安

その背景から、消費者委員会の調査結果の

全普及協会（略称＝ JIPSA）の代表理事を

概要が、事例に基づいて写真等を参照しなが

き、講演を行いました。

制の方向性、JIPSA の取り組み状況などを

務める栗橋寿氏（㈱ワック代表取締役）を招

ら説明された。また今回の調査に基づいた規

講演の前半部は、JIPSA 活動内容の紹介、 説明しました。

国内外のエア遊具の事故事例の紹介、事故防

国が対象としている「商業施設」は

止の対策の一つとして JIPSA が定めたエア

●小売業、飲食業及び娯楽業の業務を行う者

のガイドライン、JIPSA が実施する「エア

●ショッピングセンター、家電量販店、書

遊具の安全運営 10 ヶ条、エア遊具風速基準

の事業の用に供される施設
5
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SC 事業部セミナー
店、飲食店、コ

遊戯施設事業者へというルートで指導等を行

ンビニエンスス

うシステム作りを目指したためである。

トア、遊園地

また「遊戯施

平成 26 年度 88 件の事故を把握

設」は

JISPA は安全基準策定

●子どもが体を
動かして遊ぶこ

これまでの消費者委員会の調査では、平成

とを目的とした

26 年度だけで 88 件の骨折等の事故を把握

●室内遊戯施設（インドアプレイグラウン

年８月 28 日、「商業施設内の遊戯施設にお

講師を務めた栗橋茂氏

施設及び遊具

している。そのため消費者委員会は平成 27

ド）、複合アスレチック、エア遊具、ジャン

ける消費者安全の建議」を提出し、消費者担

ピング遊具、ボールプール、ぶらんこ、滑り

当大臣及び経済産業大臣に今年２月までに何

台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂

らかのアクションをとることを建議、その報

場など

告を求めている。

（建築基準法、電気用品安全法、消費生活用

これらを受けて、JISPA では今回の規制

製品安全法対象の遊具は対象外）

対象にエア遊具も含まれるため、「商業施設

と規定されている。

内キッズプレイランド安全 10 ヵ条」を策定。

対象について、短期的には事故情報を事業

平成 27 年 12 月に協会 HP に公開した。

者から収集する仕組みを構築する。中期目標

また JISPA 主催の「キッズプレイグラウ

として

ンド安全講習」を平成 28 年５月から実施す

・事業者間で事故情報を共有し、予防対策を

る予定だ。

講ずるよう（経済産業省が商業施設経由で）

栗橋氏からは施設管理者の対応策に関する

注意喚起

アドバイスとして次の項目を挙げました。

策定に向けた措置を講じる

・安全強化の対象となる遊具・遊戯施設の把

・事業者が遵守すべき安全面に関する基準の 【共用部】
としている。

握とリスト

今回調査等で「商業施設内の遊戯施設」と

アップ、現

しているのは、現状は、事故が多いとされて

状確認

いるインドアプレイグラウンドを運営する事 ・ハイリス
業者に対して直接行政指導ができない。一方、 クアイテム
ショッピングセンターなどの商業施設は経済

とローリス

ある対策を打つため、経産省から商業施設（デ

の区分け

産業省が所管している。そのため、実効性の

クアイテム

スライドを用いて実例などを紹介

ベロッパー及び管理事業者）、商業施設から ・取扱説明書、マニュアル、点検記録等の確
7
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SC 事業部セミナー
認

了者または専門スキル保有者の施設への常駐

・適用される安全基準、運用基準の確認

を要請

【テナント部】

・ エ ア 遊 具「 安 全 運 営 10 ヵ 条 」 準 用 と

・安全管理責任者の明確化を要請、重大事故

JISPA のエア遊具講習受講等を要請（エア

発生の場合の通報（商業施設管理者への）窓

遊具のみの運営事業者）・リスクファイナン

口と事故情報共有の通達窓口として活用

スの強化策として、賠償責任保険とは別に利

・日報／マニュアル／設備点検簿の常時書類

用者への傷害保健付保を推奨

保管を要請

最後に安全管理にとって大切なのは「安全

・
「商業施設内キッズプレイグラウンド安全

のセンサーを常にオンにしておく」ことだと

10 ヵ条」の準用と「キッズプレイランド安

して締め括りました。

全講習」受講などの教育研修を要請。講習終

主催者イベント

様々な主催者イベント
熱心な来場者の参加で盛り上がりました
㈱カプコン、㈱共和コーポレーション、㈱セ

接客デモンストレーション

ガ エンタテインメント、㈱タイトー、㈱ナ
ムコ、プレビ㈱、㈱プロバックス、㈱ラウン
ドワンという全国トップクラスの運営力をも
つ９社が集結。

各社から選ばれたカリスマスタッフたち

が、２人ずつのコンビで、各種ゲームを並べ
たステージ上でのシミュレーションで日頃の
接客スキルを披露しました。

ビジネスデーの会場内の JAEPO ステージ

において、( 一社 )

全日本アミューズメン

ト施設営業者協会連合会（AOU）主催によ

る「接客デモンストレーション」が行われた。
来場している各店舗のスタッフが目にする

ことで、全国の接客スキルの向上を期待する

ものとして定着。前年と同じ、アドアーズ㈱、
6
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主催者イベント
Edy カードなどを販売。

JAEPO 物販ゾーン

開場と同時に多くのファンが長蛇の列を形

成。長時間並んでグッズを手に入れるファン

パブリックデーの会場の一画に、会場限定

の熱気に溢れ、完売する商品が出るなど大盛

の商品や先行商品などを販売する物販ゾーン

を開設。前年の８社から参加社は減ったが、 況となりました。
㈱エイコー、KONAMI、㈱セガ・インタラ

クティブ、㈱タイトーの４社が前年に引き続
いて出展しました。

エイコーは KONAMI の音楽ゲームのキャ

ラクターのグッズ KONAMI は音楽ゲームの
音楽が収録された各種ＣＤなど、セガは「チュ

ウニズム」などのゲームタイトルの様々な

グッズ、タイトーは「グルーヴコースター３」
などのゲームタイトルのオリジナルデザイン

2015 年からスタートした
「第 2 回天下一音ゲ祭 全国頂上決戦」は
AOU の主催で開催されました。
セガ、㈱タイトー、㈱バンダイナムコエンター
テインメントの４社がゲーム機の提供などで
協力しています。

前回の大会では音楽ゲーム４機種のチャ

ンピオンが誕生したが、今回はチャレンジ

枠として１機種増え合計５機種で試合が展
開されました。使用されたゲーム機は、
「太

鼓 の 達 人 ホ ワ イ ト Ver.」「maimai PiNK」

「 シ ン ク ロ ニ カ 」「SOUND VOLTEX III

GRAVITYWARS」「GROOVE COASTER2

パブリックデーの 2 月 20 日正午より、展

HEAVENLYFESTIVAL」。 そ れ ぞ れ の 機 種

示会場の JAEPO ステージで、（一社）全日

で、” 音ゲー „ の猛者たちが優勝を目指して

本アミューズメント施設営業者協会連合会

戦いを繰り広げました。

（AOU）主催による音楽ゲーム大会「第２回
天下一音ゲ祭

参加者は全国の店舗予選大会、11 ブロッ

全国頂上決戦 in JAEPO」が

クの決勝大会を突破した 55 名の精鋭たち。

㈱コナミデジタルエンタテインメント、㈱

二さんと２人組ユニット「ゲーセン女子」の

開催されました。

司会・進行役は声優・ナレーターの塩野潤
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主催者イベント
おくむらなつこさんが務めた。また、スペシャ

予選ラウンドはハイスコアアタック形式。

ルゲストとしてそれぞれのゲーム機を開発し

大会競技曲のうち 2 曲（2 ラウンド）をプ

加しました。

名を選出した。 決勝はトーナメント方式で、

た各社のディレクター、プロデューサーも参

レイして合計得点を競い、各機種で上位 4

熱烈なファン層をたくさん有する音楽ゲー

予選 1 位と 4 位、2 位と 3 位が対戦、以降

ムだけに、非常にホットな雰囲気の中で競技

勝ち上がり方式が採られました。

は進められた。ステージ前に設けられた約

午後 3 時過ぎまで熱戦が展開され、3 時

200 席はビッシリと観客で埋まり、周囲も

30 分から表彰式が行われた。主催者である

レイを眺めていた。選手たちは全国トップの

員長から、それぞれのゲームの優勝者に優勝

立ち見のファンが折り重なって選手たちのプ

AOU の店舗活性推進委員会の湯之前輝寿委

レベルだけに、その見事な手さばきや高得点

トロフィー等が贈呈されました。

にしばしば歓声が上がった。

SC 施設事業部

活動状況

第 13 回 SC 施設事業部会を開催しました
JAMMASC 施設事業部（内田慎一事業部

長）は JAEPO 初日の 2 月 19 日 12：00 から、
千葉・幕張メッセ国際会議場中会議室 304
で第 13 回 SC 事業部会を開催しました。

当日は、まず SC 施設事業部の賛助会員か

ら JAEPO に出展した製品を中心に商品説明
が行われました。

議題に先立ち内田事業部長は「出展製品も

結構色々出ていたと思います。経済産業省の
佐脇課長もセガ・インタラクティブの『撃墜

JAMMA

SC 施設事業部第 13 回事業部会

王』に興味を持たれたようでした。SC 事業

業界全体の発展のためのいい刺激になるので

1 人で見たのでは見落としてしまうような情

るものでした。

い」と挨拶した。続けて片岡尚副事業部長

面白い取り組みがたくさんありまして、それ

つビックリするニュースがあり、どちらも今

思いました。我々オペレーターもそれに負け

部会の会合で集まって情報交換することで、 はないかと思います。聞いていてわくわくす
報を掴んで、是非実りあるものにして頂きた

今日も 2 時間ブースを見て回りましたが、

が「内田事業部長からあったように今日は 2

ぞれメーカーさんが頑張って下さっていると

まであまり考えられなかった組み合わせが、 ないような創意工夫をそれぞれの会社が少し
しっかりと組むことによって新しい可能性や

ずつでもして、いいものが出たらそれを真似
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SC 施設事業部
し合ったり、コ
ラボし合った

り、良いところ
をお互い伸ばし
あったりして業
界発展のために
内田慎一事業部長

メーカーが頑張
るのと同じよう

に我々オペレーターも頑張っていきたい。

１月の売上は各社とも良かったと聞いてい

ますが、弊社もお陰様でいいスタートが切れ
ました。これがずっと続いてこの 2016 年

が後から見たときに AM 業界復活、V 字回
復の年だったとなれば良いと思います」と挨
拶しました。

続けて平成 27 年度の活動経過報告が行わ

れました。その中で消費税率のアップが見込

まれる中、SC 施設事業部会を通じて、例え
ばキッズカードゲームのカード代を消費税の

アップに伴い値下げできないか、デベロッ
パーに対し入居する施設の家賃や歩率を見直
してもらうようにできないだろうか、協会を
通じてＳＣロケ全体の要望としてお願いすれ
ば各社個別で交渉するより良い結果が出るの
ではないかという提案もありました。

内田事業部長からはメーカーに対する要望

については、これまでも同様の要望はメー
カーに対して行っており、メーカーもオペ

活動状況

事業部会で検討された内容に基づき、7 月と
11 月の 2 回視察を行うこと、7 月の視察は

昨年オープンしたエキスポシティを中心に視
察を行う予定。11 月の視察は長崎・ハウス

テンボスの「変なホテル」に宿泊、ハウステ
ンボスと周辺の施設を視察する予定。

海外視察は、28 年度は、業界の状況や海

外の情勢不安などから行わない。視察以外の

事業としては、来年 JAEPO の時期に SC 施
設のニーズに合ったセミナーを実施する予定

となっている。セミナーの内容は 7 月の事
業部会で決定したいとした。さらに 6 月 23
日から施行される風適法で規制の緩和が行わ
れるが、更なる規制の緩和に向けて、アンケー
ト等で会員の要望を取りまとめ行政へ働きか
ける活動も行います。

全ての議題が終了後、梶前事業部長が一身

上の都合で事業部長を辞任したことに伴い、
SC 施設事業部は内田事業部長、片岡副事業
部長に加え、新たにアミパラの筒井雅久社長
が副事業部長に就任することについて了承を
求め、異議なく承認されました。

なお、副事業部長就任には JAMMA の理

事となる必要があるため、次回の JAMMA

理事会で平成 28 年度の役員候補として推薦
し、5 月開催予定の総会で選任されることで
正式に就任となります。

レーターの要望は考慮してもらっているとの
見解を示した。一方デベロッパーに対する要
望については個別交渉よりも業界団体として
の要望のほうが有効ではないかとして、ＳＣ
事業部会で何かしらの動きをしたいとの考え
を示しました。

次年度の活動計画については前回沖縄での
10

新たに副事業部長に就任する筒井雅久氏

