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アミューズメント産業の活性化を目指して、
グローバルで多様な取り組みを推進 ──
（一社） 日本アミューズメントマシン協会

会員の皆様におかれ

ましては、健やかに新

里見

治

会長

年を迎えられたことと

年頭所感

昨年は当協会へ格別の

堅調に推移しており、企業倒産件数も 25 年

ましたこと改めて厚く

GDP 成長率や株価の年末にかけての数字の

お慶び申し上げます。
ご支援、ご協力を賜り

ぶりの低水準となっています。加えて、実質

御礼申し上げます。

伸びなどを見ても、景気に関してはゆるやか

2017 年の新春を迎

ではありますが回復傾向にあるといって良い

えるにあたり、所感の一端を申し述べ、新年

かと思います。今後も国が取り組む「21 世

のご挨拶に代えさせていただきます。

紀型のインフラ整備」や 2020 年に開催さ

まず初めに、改めまして昨年の 4 月 14 日

れる東京オリンピック関連の施設開発など公

以降、熊本県、大分県を中心として発生した

共投資の増加が見込まれることに鑑みると、

熊本地震につきまして、この場をお借りして

引き続きこの傾向は続くのではないかと期待

被害により亡くなられた方々のご冥福をお祈

されます。一方で、今年 4 月に予定されて

り申し上げますとともに、被災された皆さま、 いた消費税率 10％への引き上げが 2019 年
そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げ

10 月に延期されることが決定したものの、

だ復興の途上であり、不自由な生活を余儀な

マインドは依然低い水準のままであり、完全

ます。被災地の皆様におかれましては、いま

実質消費支出などの数字を見る限り個人消費

くされている方もいらっしゃることと存じま

な回復までにはいま一歩の努力が必要な状況

す。当協会ならびに加盟各社も、復興に向け

であることに変わりはありません。また世界

て少しでもお役に立てるよう支援に取り組ん

的な観点からみると、英国の EU 離脱や米国

でまいる所存でございます。

における新大統領の就任などが世界経済にど

さて、昨年の国内経済をみると、完全失業

のような影響を与えるかについては依然とし

率や有効求人倍率など労働関連の指標は概ね

て不透明であり、今後とも注視が必要といえ
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ます。

であると考えております。そのためにも、ア

ト産業の動向ですが、昨年に関していえば会

れ、受け入れられるよう、業界全体でグロー

ミューズメント施設が世界中の人々に認知さ

このような環境下におけるアミューズメン

バル対応に取り組んでいかねばなりません。

員各社が数年に渡り取り組んでまいりました

我々は、遊園施設領域、SC 分野のオペレー

不採算店舗の整理やお客様のニーズを分析し
た商品開発などの効果が表れ、市場規模の右

ター領域を含む、幅広いアミューズメント業

兆しが見えてきたのではないかと感じており

メントマシン協会」として、本年もアミュー

態を包括する「一般社団法人日本アミューズ

肩下がりに歯止めがかかり、ようやく改善の

ズメント産業の活性化を目指して、幅広く多

ます。アミューズメント機器販売では、人

様な取り組みを行ってまいります。

気 IP を活用したプライズの提供とコーナー

昨年は、「風適法研究特別委員会」を中心

展開が引き続き高い人気を維持しており、ア
ミューズメント施設の売り上げに大きく貢献

として 10 年以上取り組んでまいりました

売され、各社がネットワークを介した追加コ

行されました。この改正に伴い、多くの都道

トに積極的に取り組むことにより、こちらも

り制限に関する条例が見直され、保護者同伴

いたしました。また、ビデオゲームや音楽ゲー 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
ムの分野でも各社から複数のヒット商品が発 する法律」の改正がなされ、6 月 23 日に施
府県で 18 歳未満のお客様の店舗への立ち入

ンテンツの提供や、ゲーム大会などのイベン

であれば 18 時以降でもアミューズメント施

堅調に推移いたしました。しかしながら売上

設でお遊びいただくことができるようになり

が伸び悩んでいるカテゴリーも存在し、該当

ました。これはすでに業界の活性化に一定の

カテゴリーに関してはお客様のニーズを収

効果を上げているものと認識しております。

集・分析し、それらニーズに応えることので

本年も、業界の皆さまのご協力を頂戴しな

きる新しい価値を提供する商品展開を行って

がら、アミューズメント施設が健全で身近な

いく必要があります。

お客様の利便性の向上という観点からは、 娯楽であることの認知拡大に努め、さらなる
ようやくアミューズメント施設での電子マ 活性化を実現したいと考えております。

展示会事業においては、JAMMA と（一社）

ネーシステムの導入が本格化され、お店自体
が様々な料金体系に柔軟に対応できるように

全日本アミューズメント施設営業者協会連合

系など多様な電子マネーを選択してご利用い

パンアミューズメントエキスポ（JAEPO）

会（AOU）の共同主催による展示会「ジャ

なることはもちろん、お客様に交通系や流通

2017」 を、2 月 10 ～ 12 日 の 3 日 間 に わ

ただけるようになってきました。

たり幕張メッセにて開催いたします。開催

また、昨年過去最高を記録した訪日外国人

期間中の 11 日、12 日においては、株式会

旅行者数は、今後も 2020 年に向け増加し

社ドワンゴ主催の「闘会議 2017」と合同開

ていくと予想されております。アミューズメ

催となっております。「闘会議」は、デジタ

ント機器やアミューズメント施設のサービス

ルからアナログまで古今東西のゲームを集

は、世界中を見ても日本が最先端を走ってお

め、ゲーム実況とゲーム大会を中心に開催さ

り、クール・ジャパン・コンテンツの一つと

れている “ 国内最大級のユーザー参加型ゲー

して訪日外国人に大いにアピールできる分野
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ムイベント ” で、普段アーケードゲームやア

昨年は「シン・ゴジラ」や「君の名は」など

ミューズメント施設になじみのない方々にも

の邦画の大ヒット、「ポケモン Go」の世界

数多く来場していただけることと思います。 的ムーブメントの創出など、エンタテインメ

「ＪＡＥＰＯ」でアーケードゲームの面白さ

ント業界では、我々を勇気づける事象も数多

ザー層がゲームセンターに来場するきっかけ

界もお客様にとっての価値を一層高め、業界

を知っていただくことにより、新しいユー

く起こりました。我々アミューズメント産業

になる、新しく有効な取り組みとなることを

全体が発展できるよう、共に取り組んでまい

大変期待しております。

りましょう。

アミューズメント産業全体でみると、この

最後になりましたが、皆様のご発展とご健

まま個人消費マインドの低迷が続けばその影

勝を心から祈念いたしまして、私の新年のご

響は避けることはできません。しかしながら、 挨拶とさせていただきます。

国内企業の技術を海外へ展開する支援策を実施
国内の諸課題を解決し、新たなビジネスを創出
経済産業省

平成 29 年の新

糟谷

春を迎え、謹んで
お慶び申し上げま

製造産業局
敏秀

局長

年頭所感

す。

を創出し、これまで充足されなかったニーズ

この 4 年間で名

局においては、スマート工場や、自動走行、

円増加し、国の税

創出を推進します。

我が国経済は、 に対応することが可能になります。製造産業

目 GDP は 44 兆

ロボット・ドローン等を活用した付加価値の

収も 15 兆円増え

第一に、スマート工場に向けた意欲的な取

ました。雇用は 110 万人近く拡大し、企業

組を支援します。付加価値が「もの」そのも

連続高水準の賃上げを達成しました。この好

る中、製造企業は、単にいい「もの」を作る

収益は過去最高水準を記録すると共に、3 年

のから「サービス」「ソリューション」へ移

循環を加速し、日本経済を成長軌道に乗せて

だけでは生き残れなくなっています。
「もの」

いく必要があります。

だけでなく、市場のニーズに応じた「サー

特に、少子高齢化に伴う働き手不足等、困

ビス」「ソリューション」を提供できる「も

難な構造問題に直面する我が国にとって、イ

のづくり +（プラス）企業」となることが期

ノベーションを喚起し、企業の生産性向上を

待されます。製造産業局では、「スマート工

促し、競争力の強化を図っていくことが必要

場」実証事業により、企業をまたぐデータ共

です。

有により付加価値を創出する先進事例の創出

そのためのひとつの鍵は、第四次産業革命

を図ります。また「スマートものづくり応援

への対応です。様々な分野において、IoT や

隊」の体制整備等を進め、中小企業による第

AI 等の技術を用い、新たなビジネスモデル

四次産業革命への対応を支援します。昨年４
3
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月に共同声明を締結したドイツ等との連携を

には、賃上げ等の環境整備を進め、アベノミ

第二に、自動走行については、昨年 6 月の「自

が重要です。中小企業の取引条件を改善する

深め、国際標準化等の環境整備を進めます。

クスの果実を全国津々浦々に届けていくこと

動走行ビジネス検討会中間とりまとめ」にお

と共に、サプライチェーン全体で付加価値を

いて、将来像を共有すると共に、重要な「協

調領域」として地図など 8 分野を定めました。

生み出す取組を進める必要があります。

昨年末、経済産業省では、下請取引の適正

今後、社会実装に向けて、より具体的な取組

化を徹底するため、下請法の運用基準の改正

開始し、無人自動走行による移動サービスの

界の方々には、自主行動計画の策定とその積

を進めます。トラック隊列走行の公道実証を

等を行いました。これらの取組を先導する業

具体的な実証場所を選定し、将来の事業化を

極的な実施をしていただけることになりまし

見据えた検討を加速します。

た。これらの取組を本年も引き続き進めます。

第三に、工場、介護等、多様な現場での活

新たな保護主義が蔓延する中、グローバルな

用が期待されるロボットについては、特に、 ビジネス環境整備に向けた努力を続けること
普及のボトルネックとなっているシステムイ

が必要です。自由貿易から最も恩恵を受けて

働省と協力し、介護現場における導入効果を

と共に、国際的な過剰供給問題や乱発される

ンテグレータの育成策を強化します。厚生労

きた我が国として、経済連携協定を推進する

検証し、介護報酬への反映等、導入円滑化を

AD や SG への対応に引き続き全力で取り組

図ります。また、ドローンについて、性能評

んでまいります。

価基準の策定を進めるほか、運航管理システ

末筆ながら、本年の皆様の御健康と御多幸

ムの開発に着手します。

を、そして我が国製造業の着実な発展を祈念

「成長と分配の好循環」を実現させるため

いたしまして、新年の御挨拶とさせていただ
きます。

2017 アミューズメント産業新春賀詞交歓会が開催されました
300 名の業界関係者が一堂に会して
全日本アミューズメント施設営業者協会連合
会（菊池康男会長会長、AOU）、3 団体関係

者が集った『2017 アミューズメント産業新
春賀詞交歓会』が１月 13 日、東京・文京区
の東京ドームホテル、天空の間で開催されま

した。今回は、前回並みの 30 名の関係者で

埋め尽くされ、17 時 30 分から 19 時まで、
新春の懇親を深めましたた。

定刻になりＪＡＩＡの菊池陽事務局長の司

鏡開きで新年の幕開けを飾りました

会により、開会を宣言、まず主催者を代表し、
ＪＡＩＡ、ＪＡＭＭＡの里見治会長が挨拶を

日本アミューズメント産業協会（里見治会

長、JAIA）、（一社）日本アミューズメント

マシン協会（里見治会長、JAMMA）、
（一社）

4
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によっ て 違 い

それによって収

の売上 が 昨 年

という順回転が

はある が 施 設

益を上げていく

対比で ５ ％ は

できるよう業界

増 え て い る。 全体で頑張って
これは 非 常 に

行きたい」と挨

で す。 昨 年 ま

した。

画期的 な こ と
挨拶をする里見会長

拶を締め括りま

では右肩下がりで「今年こそは頑張りましょ

今回も来賓と

乾杯の音頭を取る AOU 菊池康男会長

う」という挨拶をいつもしていました。今年

して衆議院議員の

がってきました、こ

司氏、鈴木隼人氏

はそうはならず、昨年は業界全体の業績が上

平澤勝栄氏、秋元

れも、

が招かれ、ＩＲ関

本日お見えの議員の

連の話題や、昨年

皆様方やＡＯＵの

注目されたＶＲな

方々の尽力で、風適

ど に 触 れ な が ら、

法が改正されたこと

業界にエールを送

中締めを行う AOU 山下滋副会長

が大きい」とした上
平澤勝栄衆議院議員

られました。また、

で、業界全体に明る

里見会長、AOU 菊池康男会長、JAIA 内田

さが見えたことを

博副会長に、来賓である秋元議員、経済産業

示した上で今後の

省産業機械課の片岡隆一課長による鏡開きが

課題解決に努力し

行われ、5 氏が壇上に残るなか AOU 菊池会

ていくとしました。 長が乾杯の挨拶を行いました。
一 方、 世 界 情 勢

菊池会長は風適法改正が自社売上の底上げ

は不安要因が多く

につながったとした上で「今年も AOU の皆

うな影響を及ぼす

して乾杯をしたいと思います」と、高々と杯

日本経済にどのよ
秋元司衆議院議員

様方さらにメーカー各社の発展を祈念致しま

か分からないと懸

を掲げました。

念 し、 ア ミ ュ ー ズ

活発な懇親の輪が広がった会場は最後に

メント業界も今後、 AOU 山下滋副会長が中締めを行い、今後の
消費税率改正の問

業界発展の可能性に期待し、三本締めで散会

題を控えるなかで、 となりました。
電子マネーなどイ
鈴木隼人衆議院議員

ンフラ整備の必要

性 を 強 調。 最 後 に

「メーカーは良い機械、お客様に支持される
機械を開発して提供し、またオペレーターは

5
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遊園施設事業部

活動状況

平成 ２８ 年度遊戯施設安全管理講習会を開催しました。
最初の講義のテーマは、「遊戯施設の基礎知
識」。日本アミューズメントマシン協会・技

術委員会の山野幹彦委員によって行われた。
山野氏は、「遊戯施設の基礎知識」の講義

の前に、来年度に公布予定の「遊戯施設の定
期検査報告書の検査結果表の改定案」を国土
交通省のパブリックコメントを参考資料とし
て説明した。最後に、「基本的なところは変

わっていませんが、これまで分かりにくかっ
16 年 12 月８日、東京都新宿区の家の光会

館７階コンベンションホールにおいて、一般

社団法人日本アミューズメントマシン協会

（里見治会長、略称ＪＡＭＭＡ）主催の「平

成 28 年度遊戯施設安全管理講習会」が開催
された。

この講習会は、高度化や大型化が進んでい

る遊戯施設の安全確保のために、遊戯施設を

維持 ･ 管理する関係者、運行管理者や運転者、

技術者等を対象として毎年実施されている。

JAMMA 山野幹彦技術委員

全国から 87 名が参加した。

今回の講習会の後援は、国土交通省と東京

たところを分かりやすくしています。遊戯施

降機センター、東日本遊園地協会、西日本遊

切だと思いますので、ぜひ国交省のホーム

設の検査をされない方も興味をもつことは大

都。協賛は、一般財団法人日本建築設備・昇

園地協会、日本ウォータースライド安全協会、 ページを見てください」と促した。

「遊戯施設の基礎知識」の講義は、11 年

一般社団法人東京都昇降機安全協議会であっ

12 月に全日本遊園施設協会（現ＪＡＭＭＡ

た。

遊戯施設の基礎知識

遊戯施設の分類や構造を解説

遊園施設事業部）技術委員会が作成した冊子

「遊戯施設の基礎知識」を教材資料として、
遊戯施設の分類や構造が解説された。

遊戯施設の種類については、建築基準法施

講習会は午前 10 時 15 分から始まった。 行令第１３８条の「工作物の指定」により、
6
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遊園施設事業部

活動状況
講義では、運行管理者、運転者、補助者、

維持保全管理者、維持保全技術者の選任の条
件や役割が解説された。それぞれの職掌に従
い、日常的な巡回や安全管理、定期検査のポ
イントなどについても細かな留意点が指摘さ
れた。

また、安全を確保するために、遊戯施設の

所有者等が行わなければならないこと、「運

行管理規定の作成」「利用の制限に関する注
意事項の掲示」「万一の事故に備える救急体
制の整備」などについても講義がなされた。

（一財）日本建築設備 ･ 昇降機センター認定評価部

さらに、事故が発生した場合の特定行政庁

金田宏副部長

高架の遊戯施設と回転運動をする遊戯施設の

への報告や、遊戯施設を運行するために必要

２つに大別されていることを説明。その上で、 な教育及び訓練についても説明があった。
建設省告示で細かく分類されている、ウォー
ターシュート、コースター、メリーゴーラウ

技術概論 (1)

ンド、観覧車、オクトパス、飛行塔などにつ

錆と塗装

錆の防ぎ方、錆落としの方法を詳細に教示

いて、構造や仕組みの概略を説明した。

金田氏の講義の後は、10 分間の休憩の後、

遊戯施設の維持保全計画と運行管理

技術概論として、ジャパンカーボライン㈱の

明

を行った。

施設の安全確保における各担当者の役割を説

中本一朗課長が「錆と塗装」についての講義
同社は、化学・鉄鋼・港湾・鉄道等の鋼構

12 時に講義が終わり、昼食休憩の後、午

後１時から２つ目の講義「遊戯施設の維持保
全計画と運行管理」が始まった。講師は、一
般財団法人日本建築設備 ･ 昇降機センター認
定評価部の金田宏副部長である。

講義は、全日本遊園施設協会（当時）の技

術委員会によって作成された「遊戯施設セー
フティダイジェスト」を教材資料として行わ
れた。このセーフティダイジェストは、遊戯
施設で不測の事故を起こさぬよう、日常の維

ジャパンカーボライン㈱の中本一朗課長

持保全及び運行の管理について必要な事項を
述べたものである。

造物の長期防食塗料を専門に扱う会社で、多
7
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遊園施設事業部

活動状況

くの遊園地観覧車やローラーコースターなど

の新設物件・塗り替え物件で採用されている。
講義は、「鉄はなぜさびるか」という原理

の説明から始まり、「錆をどのようにして防

ぐか」「塗料にはどんな種類があるか」「錆落

としの方法」「塗料の選定」などに付いて詳
細に説明がなされた。
技術概論 (2)

ベアリング

ベアリングの使い方やメンテナンスの方法な

日本精工㈱東京支店の飯塚浩司主務

どを講義

された。その音の種類と特性を知ることがト

ラブルの早期発見に役立つと説明されてい

続けて、日本精工㈱東京支店の飯塚浩司主

た。

務による「ベアリング」について」の講義が

映像の次は、日本精工の東京支社販売技術

午後５時まで行われた。

部が作成した「ベアリングの基礎技術」と題

したプロジェクター画面のプロモーション映

代表的な「転がり軸受」を中心に講義が行わ

飯塚氏はまずベアリングの音について解説

するテキストに従って、ベアリングの中でも

像を見せた。ベアリングの不具合は音でも分

れた。「転がり軸受」の構造や特性、使い方

かることが説明され、正常なときの音、軌道

など、ベアリングの基本理解が進む内容だっ

面やボールの傷、ごみの混入、錆による異常

た。

音など、４種類のケースに出てくる音響が示

SC 施設事業部

活動状況

第 15 回事業部会を開催、福岡地区の AM 施設と
長崎・ハウステンボスを視察しました
ＪＡＭＭＡのＳＣ施設事業部（内田慎一事

業部長）は、16 年 12 月１日、２日の両日、
第 15 回ＳＣ施設事業部会を開催。九州・福
岡の注目店舗及び長崎ハウステンボスの視
察を実施、30 名が参加しました。

ＡＭ施設は４店舗を視察しました。まずナ

ムコ博多バスターミナル店を視察。１０００
坪の広さがあり、プライズが中心の店舗とな
ります。

ナムコ博多バスターミナル店

8
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SC 施設事業部

アニメ専門店を併設することからマニア

活動状況

層、女子率が非常に高く、売上も数年は伸び
ているということです。

次に訪れた楽市楽座・筑紫野イオンモール

店もプライズが中心。こちらも約１年前にイ
オンモールがリニューアル増床してから売上
が上がったといいます。

キッズーナ Supported by ボーネルンド

筑紫野店は、ファミリー向けの時間制施設。
人気施設はボールプールとトランポリン、な

楽市楽座・筑紫野イオンモール店

りきりタウン（ごっこ遊び）。滞在時間 12：

00 〜 19： 00 の一日パックの利用が多く、
途中退出して買い物や食事をし、最終まで遊
んでいくということでした。

モ ー リ ー フ ァ ン タ ジ ー 筑 紫 野 店 は、

２０１５年に増床し、パブリックスペースと
して図書館を新設しました。図書館は貸し出
しはなし、休憩スペースがあるので、この場
で読み聞かせを行っています。

読み聞かせで利用する本はＮＰＯから提供

キッズーナ Supported by ボーネルンド 筑紫野店

してもらっているほか、ユーザーからの寄
贈もあるということでした。

店舗視察が終了後、参加者はハウステンボ

スに移動。ハウステンボスでは、ハウステン
ボスの復興までの経緯及びゲームビジネスへ
の取り組みについて講演があり、その後、園
内を参加者が自由に参観しました。

講演は「ハウステンボスの取り組みについ

て」と題し、ハウステンボス㈱、営業統轄本
部国内営業部兼国際営業部統括の柚木達矢部

モーリーファンタジー筑紫野店

開発面積 152ha。

長が行いました。袖木氏は社長直轄で成長戦

オープン当時の経営理念は「潤いのある環

略に取り組んでいます。

境を蘇らせ、エコロジーとエコノミーの調和

講演はハウステンボスの成り立ちから行わ

に挑戦し、安らぎと喜びと感動に溢れる持続

れた。ハウステンボスは、1992 年グランド

オープン。総投資額は 2200 〜 2400 億円、 可能な循環型水辺の街を創造し続けます」
９
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SC 施設事業部

活動状況

いった。

入場者４００万人に向けて、２０１５年の

入場者数は 15 年ぶりに３００万人を超え
た。２０１６年は２月の大雪と熊本地震によ

り ２ ９ ０ 万 人 に な る 見 込 み だ が、 早 期 に
４００万人を目指していきたいとした。

顧客を分析すると、現状は九州からの来園

スライドを利用した講演

しかし、入場者数は徐々に落ち込み、入場

者数の一番落ち込んだ時は、お客様が園内で
会うのは当時１２００名いた従業員だけと言

者は６割、海外は７％のみ。人口対策やマー
ケット対策が必要だとしている。

ハウステンボスでは現在、オンリーワン、

ナンバーワン戦略として①花の王国，②光の

われた。そこで、佐世保市長が立ち上がり、 王国、③音楽とショーの王国、④ゲームの王

ＨＩＳの澤田社長に再建を依頼。澤田社長は、 国、⑤健康と美の王国、⑥ロボットの王国、
１度目は断り、２度目は役員会まで持ち込ん

などの施策を行っている。

企業の起業家としての血が騒ぎ、引き受ける

ト、コンテンツビジネスの販促、などの施策

だが否決、３度目に頼まれた時は、ベンチャー
ことになった。

引き受けるにあたっての条件は、固定資産

さらに海外客誘致に向けた取組み、イベン

も紹介された。

今後のハウステンボスについては、５年、

税年間８億円を 10 年間免除する、借入金を

10 年先を考えた取組を始動。このほかに、

固定資産税は５年目から満額支払っている。

ニーを立ち上げる。ビジネスのスピードが落

３つの指針を示した。

れぞれ置く。

ゼロにすること。しかし、4 年で黒字化し、 旅行事業部、Ｍ＆Ａ事業部、ロボットカンパ
澤田社長は、黒字化達成に向けて、社員に

・明るく元気に楽しく！

ちないように、決裁権限を持った社長をそ

また、話題となった変なホテルについては、

→笑顔を売る仕事、人を笑顔にする仕事

当初、最大限の効率を考慮して作られたが、

→社長からはじめ、毎日 15 分、見えないと

冷蔵庫、テレビを追加した。

・みんなできれいに！

ころまできれいにしている

オープン後にお客様の声により、エアコンと
このように、オペレーションをしながら改

・２割の効率化

良を加えながら進化させ、２０１７年３月に

が上がって４割儲かる

は名古屋地区に、以降外国へと世界展開して

→歩くスピードからして２割上げる＝生産性
結果、半年で開業以来初の経常損益の黒字

化を達成。澤田社長は社長室も持たず、会社
で机に座っていない、誰よりも上記の 3 つ

を実践していた姿を見て、従業員が変わって
10

は舞浜ディズニーリゾート内に、同年度中に
いく。

その他にも変なレストラン、農業、電力事

業などへの取り組みも紹介しました。

講演終了後、質疑応答が行われました。

電子版 No.39

協会活動

第 23 回理事会

日時：16 年 12 月 8 日

５．ＡＭ産業に関する登録事業

場所：ＪＡＭＭＡ大会議室

ＭＡを退会した㈱ホープ・アミューズメント

◎議題

簿・組織についても報告が行われた。

16：30 〜 17：30

また、９月 30 日付で理事を辞任、ＪＡＭ

出席：理事 15 名、経産省担当者３名
第１号議案

の小野良文理事の欠員に伴う新たな役員名

会員資格の継承に関する件

第３号議案

標記の件については、このたび、㈱コナミ

会費の見直しに関する件

標記の件について、資料に基づき事務局か

アミューズメントより、組織再編に伴う会員

ら報告が行われました。

ＡＭマシン事業部

２．各部会の活動報告

資格の継承について申請があり審議の結果、 ◎報告事項
承認されました。
１．役員名簿
正会員

㈱コナミアミューズメント（本社：東京）

（1）遊園施設事業部

平成 28 年 11 月１日付で、㈱コナミデジ （2）SC 施設事業部
タルエンタテインメント（以下、KDE 社） ３．ジャパン アミューズメント
を分割会社、㈱コナミアミューズメントを分

エキスポ 2017

ミアミューズメントが KDE 社のアーケー

５．年間スケジュール

割承継会社とする吸収分割により、㈱コナ

４．賀詞交歓会

ドゲーム機器事業を承継したことに伴い、

各部会の報告において、遊園施設事業部は、

KDE 社のＪＡＭＭＡ会員資格を㈱コナミア

16 年 12 月８日に、東京都新宿区の家の光

第２号議案

全管理講習会（別掲）の結果報告を行いまし

ミューズメントヘ継承する。
する件

平成 29 年度重点事業計画に関

標記の件について、資料に基づき説明が行

われ、審議の結果承認されました。各事業の
予算等については次回理事会で審議の予定。

平成 29 年度は、ＪＡＭＭＡは次の５つの

事業の柱に基づいて活動を行います。

会館で開催された平成 28 年度遊戯施設安
た。当日は 89 名が受講しました。

SC 施 設 事 業 部 は、16 年 12 月 1 日・2

日の両日、福岡及び長崎で行われた、第 15

回ＳＣ施設事業部会の報告が行われました。
今回は 23 社 30 名が参加しました。

また１月 13 日東京都文京区の東京ドー

１．アミューズメントマシン（ＡＭ）産業に

ム ホ テ ル・ 天 空 の 間 で 行 わ れ る JAIA・

２．ＡＭ産業に関する技術開発・標準化事業

ミューズメント産業新春賀詞交歓会」の概要

関する調査研究事業

３．ＡＭ産業に関する情報の収集・提供及び
展示会・講習会等の事業

JAMMA・AOU の 共 催 に よ る「2017 ア
についても説明が行われました。

４．ＡＭ産業に関する内外関係機関との交流
事業
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