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（ジャパンアミューズメントエキスポ）2017、
今回は闘会議 2017 との合同開催

2 月 10 日〜 12 日幕張メッセ 出展募集を開始しました
ＡＭ業界が一丸となって開催する展示

会「 ジ ャ パ ン ア ミ ュ ー ズ メ ン ト エ キ ス ポ

（JAEPO）2017」が、今回も JAMMA と（一
社）全日本アミューズメント施設営業者協会
連合会（AOU）との共催（ジャパン アミュー
ズメント エキスポ協議会主催）で、 2017

年 2 月 10 日から 12 日までの 3 日間、千葉・
幕張メッセで開催されます。

このたぴ JAEPO の開催概要が固まり、両

の出展を選択いただけるものといたします。

協会会員向けに出展募集案内を送付、出展募

そのほか、変更となっている事項がありま

集を開始しました。

すが、それについては次ページ以降の募集要

今回大きくこれまでとの違いは niconico

項を確認して下さい。

が主催するイベント闘会議 2017 と合同開

なお、出展申込締切日は 9 月 28 日（木）

催（闘会議は 2 月 11 日・12 日の両日開催） までとなっておりますので、会員の皆様方に
により、開催期間がこれまでの 2 日間から は奮ってご出展をお願い致します。
3 日間へと変更になります。

開催概要

初日 2 月 10 日（金）は JAEPO 単独での

名称：JAEPO× 闘会議 2017

ビジネスショー、11 日（土）と 12 日（日） 主催：JAEPO：ジャパン アミューズメント
はパブリックショーとして闘会議と入場券を エキスポ協議会 闘会議：niconico
共通化し、幕張メッセの 1 〜 8 ホール全館

会場：幕張メッセ国際展示場 HALL1 〜 8

を使用して両展示会を自由に行き来できる形 （JAEPO
で開催いたします。
8）
ご出展に関しては、会期の延長に伴って従

HALL2・3

闘会議

HALL4 〜

会期：JAEPO

来の出展料金（会員料金 24 万円（税別）・

2017 年 2 月 10 日（金）

一般料金 35 万円（税別））で 2 日間（10

日・11 日）もしくは 3 日間（10 日〜 12 日）
1

10：00 〜 18：00（ビジネスのみ）
2 月 11 日（土）
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10：00 〜 18：00（ビジネス＋一般） 方…無料（10 日・11 日のみ入場可）
2 月 12 日（日）

一般の方…共通入場券

闘会議

●前売り入場券

1 日券

1,500 円

●当日入場券

1 日券

2,000 円

10：00 〜 17：00（一般のみ）

（11 日・12 日のみ入場可）

2017 年 2 月 11 日（土）

10：00 〜 18：00
2 月 12 日（日）

●限定入場券

10：00 〜 17：00

※ 11 日（土）・12 日（日）は両イベント相

●団体入場券

互入場可

2 日通し券
1 日券

2 日通し券
1 日券

2,500 円
1,600 円
2,700 円
1,500 円

（15 〜 40 名で事前申込された団体対象）

入場料：JAEPO ビジネス入場券をお持ちの

※未就学児無料

2017

●出展資格

募集要項

②他の知的財産権を侵害するもの

出展社は、この展示会の開催趣旨に合致す

③（一社）日本アミューズメントマシン協会

ると主催者が認めた企業に限ります。主催者 （JAMMA）の「健全化を阻害する機械基準」
がこの展示会の開催趣旨に合致しないと判断 「健全化を阻害する機械基準の運用規程」に
した場合、出展をお断りすることがあります。 違反しているもの。
なお、この場合、判断基準、根拠などは公表

④（一社）全日本アミューズメント施設営業

●出展品

日に自主規制した「ゲームセンター等におけ

しません。

者協会連合会（AOU）が平成 22 年１月１

出展品は、アミューズメント及びエンター

る景品の取扱いに関する要領」に抵触する機

テインメント関連の製品で．あらかじめ主催

種及び景品。

者の承認を得たものに限ります。但し、アー
ケードゲーム機、乗物・遊園施設機器、プラ
イズゲーム用景品のいずれかに該当する製品
を出展される場合は、まず主催協会にご入会
頂くことが必要です（海外ゾーンに出展する

外国企業を除く）。入会手続きの方法等は、
右記協会事務局までお問い合わせください。
●出展できないもの

次に掲げるものは、出展・カタログ配布・小間

内表示等ができません。下記各項に抵触する恐

れがあるものまたは不明な点がある場合は、出
展申込み前に事務局にお問い合わせください。
①公序良俗に反するもの
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⑤日本国内での営業に使用できない景品類及

募集要項

●出展品の検査

び知的財産権を有する者からの日本向けの許

①書類審査

諾を得ていない景品類（景品類は、実行委員

すべての出展品は、出展社により提出された

会による書類審査の際に、ライセンサーまた

出展品リスト及び添付資料（景品類の出展は、

は許諾の権利を有する代理店などからの日本

ライセンサーからの許諾を証明できる書面の

向けアミューズメン卜用景品としての許諾を

提示が必要となります）に基づき、実行委員

確認できる書類を提出していただきます。ま

会が書類審査を行ないます。この審査で、出

た、景品の制限価格（800 円）を超えるも

展不適当と判定されたものは出展できません

のは出展できません。）。

（判定基準は公表いたしません）。なお、この

⑥メーカーの許諾を得ていない中古品。

ために出展社が被る損害については、主催者

⑦ JAMMA 倫理表示マークの貼付がない７

は一切補償いたしません。

号転用機。

②会場検査

⑧ JAMMA 倫理表示マークの貼付がないメ

設営日である２月 9 日（木）夕刻、会揚に

ダルゲーム機。

おいて実行委員会による出展品の検査を行な

⑨映像、デザイン、音声等による表現が、育

い、出展が不適当と判定されたものは撤去を

もの（例：脱衣シーン等の卑猥な表現及び残

害において、主催者は一切補償いたしません。

少年の健全育成上好ましくないと考えられる

求めます。なお、このために生じる費用や損

酷な表現等）。

⑩上記の他、主催者が不適当と認めたもの。
※当たり付自動販売機等、アミューズメント
マシンと誤解を招く恐れがあると主催者が判

一般社団法人日本アミューズメント

断した製品の出展は、主催者の発行する注意

マシン協会（JAMMA）

書きを表示していただく場合があります。

TEL

※日本国内での営業使用が認められない可能

FAX

性のあるリデンプションマシン等の製品の出

03-3556-5522

03-3556-5524

E-mail asami@jamma.or.jp

展は、主催者の発行する「海外仕様」ステッ

一般社団法人全日本アミューズメント

カーの表示が義務づけられます。

施設営業者協会連合会（AOU）

※景品提供機については、風俗営業適正化法

解釈基準に適合しないものは出展できません。

※海外ゾーンに出展する外国企業の場合は、
出展できないものの規定が一部異なります。詳

しくは外国企業向け出展案内をご覧ください。
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TEL

FAX

03-6272-9401

03-6272-9411

E-mail haneda@aou.or.jp
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出展申込

●出展料

た時点で正式に出展申し込みの受理とします。

1 小間（間口 3m× 奥行き 3m) につき
一般料金

1 小間

会員料金

1 小間

③海外ゾーンヘ出展する海外企業の場合

350.000 円（税別）

申込方法等が異なります。詳しくは外国企業

240.000 円（税別）

向け出展案内をご覧ください。

闘会議との合同開催により会期を 3 日間に

●出展社協同での出展申込

延長しますが、出展申込時に「従来と同じ 2

①景品展示での共同出展

日間のみ出展」を希望することが出来ます。

景品の展示については出展社協同で出展できる

※ただし上記出展料は変わりません。

よう検討いたします。事務局にご相談ください。

※会員料金の「会員」とは、一般社団法人日

②海外ゾーンの共同出展

本アミューズメントマシン協会（JAMMA） 海外企業の利便性のため、海外ゾーンでは、
の正会員・賛助金員及び一般社団法人全日

出展資格のある販売代理店などの日本企業と

本アミューズメント施設営業者協会連合会

の共同出展が認められます。

（AOU）の賛助会員を指します。

●小間転売等の禁止

●申込方法

出展社は、主催者の許可なく．契約小間の全部

①「ジャパンアミューズメントエキスポ」に

または一部を他社へ譲渡、貸与等（譲渡料、貸

申込締切目までに所定の「出展申込書」を事務

●申込締切日

出展実績のある場合

与料の有無を問わず）を行うことはできません。

局にご提出のうえ、入金締切日までに出展料全

2016 年 9 月 28 日（水）

額を下記指定口座にお振り込みください（請求

●入金締切日

書の発行はいたしませんのでご注意ください）
。

2016 年 10 月 31 日（月）

②初めて出展される揖合

申込締切日までに、所定の「出展申込書」に、

●申込取り消しまたは変更について

出展社の都合により申し込みを取り消しま

会社案内、
出展予定製品のカタログを添付して、 たは変更する場合は 10 月１日（申込締切日）

事務局にご提出ください。主催者にて出展審査

までの期間に書面によりお申し出ください。

送します。請求書に基づき出展料全額を指定

きません。また、一旦お支払いいただいた出

を行ない、申込書受理確認書と請求書をご返

この期間を過ぎた場合の取り消し・変更はで

口座にお振り込みいただき、入金が確認でき

展料は払い戻しいたしません。

〈出展料のお申し込み先〉

東京三菱 UFJ 銀行 市ヶ谷支店（店番号 014） 普通預金
口座名

口座番号 0127504

ジャパンアミューズメントエキスポ協議会事務局

略称でも振込可能

JAEPO 事務局

代表

上山

辰美

※振込手数料は出展申込社においてご負担下さい。．
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なお，小間位置は実行委員会が決定し、同

2017 出展社説明会
及び小間位置の決定

ゾーン内で同小間数の出展社があった場合に
出展社説明会にて抽選を行ないます。

出展社説明会は下記の通り開催いたします。 ※小間は、原則として 3m×3m の矩形を 1

当日は、出展開係規程の説明と小間位置の決定

単位としてその整数倍で構成しますが、会場

日時：2015 年 10 月 28 日（金）

合があります。その場合、間口奥行が 3m 単

場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）

ご承知おきください。

を行ないますので、出展社は必ずご出席ください。 の有効利用の必要上、面積割をさせて頂く場
15：00 ～ 16：30

位にならないことがありますのであらかじめ

●お申し込み・お問い合わせ先

ジャパン アミューズメント エキスポ
協議会事筋局

〒 102-0074 東京都千代田区九段南 3-8-11 飛栄九段ビル 8F

一般社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会事務局内
TEL

03-6272-9401

E-mail

info@jaepo.jp

FAX

03-6272-9411

②パラペット

2016

③社名板（統一書体、文字ダークグレー）

小間装飾について

１小間につき 1 枚（但し最高 3 枚まで）、出
展申込会社名の表示に隈リます。

出展社の負担でロゴマーク等自由な書体・色
彩で作成できます。
④受付セット

1 社につき W1,800×D600mm テーブル１
台・クロス 1 枚・パイプ椅子 3 脚
⑤ストックルーム

2 小間まで．但し出展社の負担で増設可。
⑥ 1 次側幹線工事

1 小間につき 1kW
●基礎小間

※ 1 小間のスペース
× 高さ 2.7m

供給方式は交流単相 100V50Hz ／交流単

相 200V50Hz ／交流３相 200V50Hz の３

間口 3m× 奥行き 3m

種類で、出展科に含まれるのは 100V50Hz

のみです。超過分および 200V 電源は別途

①壁面

有償になります。

システムパネル（白色塩ビシート加工）によ

また、小間内の 2 次配線工事は出展社の

る、隣接小間との仕切り壁面（後壁、側壁）

費用負担で行っていただきます。
5
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※角小間についての通路側の側壁はつきません。 ・50 ～ 79 インチ…〃１ｍ以上

※四方が通路になっている小間（独立小間） ※画面の下限が３ｍ以上の高さに設置する場
の場合は、小間仕切りパネル及びパラペット

合は除く。

ある場合でも、その奥行きが 9m 以上ある場

１小間あたり１kW を越える容量を必要とす

は設置しません。また、隣接している小間が

③電気容量の追加

合、パラペットは強度の問題から原則として

る場合は、出展社の負担にて追加工事を行う

つきません。

ことができます。工事費は会期後に事務局よ

●自社装飾

りご請求いたします。

基礎小間を用いず、または一部のみを利用し 【追加分の１次幹線工事費】
て、出展社の負担・設計により装飾を行なう

１kW あたり 9800 円（税込）／ 1kW 刻み

します。

●会場検査

こともできます。詳細は出展社説明会で説明

で切り上げ

①高さ規程

2 月 9 日（木）夕刻、実行委員会による

出展製品を含む、小間内のすべての造作は、 会場検査を行い、小間内の装飾および安全確
浮遊するアドバルーンを除き高さ 5m 以下

保に関して検査を行います。検査の結果、各

間は高さ 6m 以下）とします。

ていないと判断した場合には、ただちに改善

（外周に位置していて 60 小間以上の独立小

種規定に抵触していたり、安全確保がなされ

ただし、隣接小間がある場合は、隣接面から

を求めます。

1m の範囲の高さを 2.7m 以下とします。

！ご注意

なお、二階建て構造、天井吊り構造を行なう

環境に配慮した展示会を目指し、パンチ

場合は予め事務局にお申し出ください。

カーペットは基礎小間に含んでおりませ

②セットバック規程

ん。出展社におかれても、廃棄物の少な

小間内にステージや大型モニターを設置する

い方法、リユース、リサイクル部材の使

場合には次のようなセットバックが必要にな

用等、可能な限リで環境への配慮をお願

ります。申込小間数のご決定に際し、ご留意

いいたします。なお、ご希置の出展杜に

ください。

は、有料、でパンチ力ーペットを付設す

◇ステージ

ることも可能です。

小間数により、以下の通りセットバックして
ください。

・70 小間以上…小間と通路の境界線から３
ｍ以上

・69 小間以下…〃２ｍ以上
◇スクリーンやモニター

小間数に関わらず、画面サイズにより以下の
通りセットバックしてください。

・80 インチ以上…小間と通路の境界線から
２ｍ以上
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2017

2017

その他細則

搬入出スケジュール
搬入日時

①出展社による、部品、書籍以外の物販行為

8：00 〜 20：00

②展示会の効果を高めるため、会期 1 ヶ月前

は禁止します。

2017 年 2 月 9 日（木）

から会期終了までは、
出展社によるプライペー

※大型機械設置のために上記時間内で設置困

トショーは自粛頂きますようお願いします。

難な場合は事前の申請によリ搬入時聞を配慮
いたします。

2017

搬出日時

懇親パーティー

2017 年 2 月 12 日（日）
17：30 〜 22：00

会期初日の 2 月 10 日（金）19 時 00 分より、

18：30 〜

を開催します。

ヒルトン東京お台場において懇親パーティー

※ 2 日間出展の場合 2 月 11 日（土）

詳細は出展社説明会でご説明いたします。

2017 出展社パス
ビジネス入場券

2017

広報計画

①出展社パス

1 小聞につき 3 枚（10 小間未満の出展社は

○本展示会の開催を広く PR し、業界をア

※追加希望の場合は、無料発行分を除き 300

るため、専門誌、一般新聞、雑誌の他、各種

1 社 30 枚）までを無料で発行します。

ピールすると同時に、一般公開日の動員を図

枚を上限とし 1 枚 500 円（税別）で購入で

マスコミ媒体を通じて広報宣伝に努めます。

きます。

○本展示会のホームページを開設し、開催概

②ビジネス入場券

要や出屋社リスト、イベント情報などを掲載

1 小聞につき 15 枚までを無斜で発行します。 します。
業界関係者の誘引拡大のために、お取引先へ
積極的にお配りください。

※追加希望の場合は、10 日（金）のみ有効

のビジネス入場券を 1 枚 500 円（税別）で
購入できます。（無料発行分の 15 枚は 10
日（金）と 11 日（土）有効）。
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JAEPO× 闘会議 2017

特別企画

「合同開催を、シュリンクした業界が再度
復活できるような１つの起点としたい」
JAEPO 実行委員会

のインタビューを掲載する予定です。

北嶋良則 委員長インタビュー

入場者数４万８０００人、

来年２月

ネット視聴６８０万人の

10 日 か ら 開 「闘会議」と合同開催
催されるア
ミューズメン

─ジャパン アミューズメントエキスポ

ある「ジャパ

い。

ト業界最大規 （JAEPO）2017 の概要が決まりましたが、
模の展示会で 実行委員長としての抱負をお聞かせくださ
ン アミュー
北島

良則 JAEPO 実行委員長

北嶋

ズメント エ

ショー運営に関わらせていただくの

は 10 年ほど前のアミューズメントマシン

キスポ 2017

ショー（ＡＭショー）のとき実行委員を務め

（JAEPO2017）」の開催概要が発表され、9

させていただいて以来になります。私がＡＭ

月 28 日まで出展社募集も行われています。

業界に携わったのは、タイトーの入社式で故

今回のＪＡＥＰＯの最大の特徴は、ニコニ

ミハエル・コーガン社長から入社証をいただ

コ動画が行う「闘会議 2017」との合同開催

いた時でした。ちょうど今年で 40 年になり

となったことです。「闘会議」は、ゲーム実

節目の年なのです。

況とゲーム大会を中心に開催している日本最

また JAEPO も、AM

ショーと AOU エキスポが一本化して 2017

大級のユーザー参加型のゲームイベント

年がちょうど５回目になるので、そういう意

で、その集客力には瞠目させられます。

味では１つの節目になると考えています。業

合同開催ということで、通常ゲームセン

界に最後のご奉公をさせていただければと思

ターに足を向けない人たちやライトユーザー

います。

たちにアーケード機に触れてもらい、その楽

─節目の年に業界も JAEPO も大きく変わり

しさを知ってもらえるという利点が出て来ま

ます。

す。

北嶋

そこで今回、北嶋良則 JAEPO 実行委員長

AM 業界は、今年の 6 月 23 日に改正

風適法が施行され、年少者の入場規制緩和が

にインタビューを行い、JAEPO2017 への

ございました。それにより年少者を含めた

期待感や運営の概要を語っていただきまし

ファミリー層の来場者数が伸びてきていま

た。

す。また、強力なＩＰを使ったゲームが大

なお、次号で闘会議の長谷川明弘事務局長

ヒットし店舗に行列ができるとか、ここ数年
8
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りの中でイベントを立ち上げるにはぜひア
ミューズメント業界と一緒に開催したいと
考えられたようです。２年以上前にアプ

ローチを受けて、実行委員会で色々検討し
てきました。

JAMMA と AOU がそれぞれ開催してい

た展示会を統合したというのも、業界がだ
んだんシュリンクしていくという危機感を
持っている中で、力を結集してパワーアッ

なかったような傾向が出てきています。この

プしようという目論見があったのですが、

数年の業界の厳しいムードから少し活気のあ

何回かやっていく中で、やはり右肩上がり

るアミューズメント市場になりつつあるかな

にはどうしてもなりませんでした。そうい

と思います。特に前述の IP を使ったゲーム

う危機感を持っている中で闘会議さんから

などでは、今までゲームセンターに来られて

一緒にやりませんかとのお話をいただき、

いないお客様が来店されるようにもなり、そ

新しい層を取り込むチャンスだと思いまし

の意味では風向きが変わったかなと。今回の

た。今まであまりゲームコーナーに来られ

ショーでは特にその辺を印象付けたいです

ていない方々、会場だけで 5 万人、加え

ね。

てネット配信では 680 万人以上の人たち

JAEPO の変化は、闘会議との合同開催と

に、実際にアーケードゲームを遊んでいる

い う こ と。 前 回 の JAEPO は 1 万 7000 人

ところを見ていただけるという機会を逃す

くらいの来場者でした。前回の闘会議の入場

べきではないということから、今回の合同

者数は約 4 万 8000 人。単純に合計すると

開催

約 7 万人弱。今までの４倍くらいの来場者

に至ったわけです。

が期待できます。闘会議に行かれる方々はア
ミューズメント施設に直接行く機会が少ない

初日がビジネスデー、

と聞いていますので、そういうユーザーさん

パブリックデーが２日間の開催

に最新の機械を見ていただいて、「アミュー

ズメント施設って楽しそうだ」という印象を

─合同開催で今回の JAEPO がこれまでの

思っています。

北嶋

持っていただけるようなショーになればと

JAEPO とは変わっている点については。

─ 闘会議との合同開催に至る経緯について

JAEPO はビジネスデーとパブリックデー

教えて下さい。
北嶋

ま ず 開 催 日 に 関 し て は、 従 来 の

の 2 日間でしたのが、今回は 2 月 10 日

最初、闘会議の方から「一緒にやりま

から 12 日の 3 日間になりました。曜日的

せんか」とアプローチがありました。闘会議

には金・土・日ですが、ビジネスデーは

が超会議と分かれるときに、ゲームという括

金曜日の 1 日、パブリックデーは土曜日、
9
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日曜日の 2 日間となります。使用ホールは、 で大きく PR できる
これまで幕張メッセの 4 ホールと 5 ホール

数少ない機会だと思

うことで、1 ホールが待機場になって、2 ホー

での見せ方を実行委

で開催していたのが、闘会議と合同開催とい
ルから 8 ホールまで進んでいく形になりま

す。その中で JAEPO のスペースは 2 ホー

います。ネット配信
員会や事務局として

も考えていきたい

ルと 3 ホール、闘会議は４〜８ホールです。 し、出展される皆様
そのため、来場者は必ず JAEPO を通ること

にもその辺を意識し

でき、その楽しさを大いにアピールできると

と、お互いによい効

になるので、アミューズメントマシンを周知
思います。

─ ショーの開催日は増えましたが、出展料
は据え置きになっていますね。
北嶋

合同開催に当たって闘会議側の協力

をいただくことになっています。本来 2 日

て出展していただく
果が出てくるのではないかと考えます。
動線の確保や回遊性への配慮で
安全性には万全を期す

間だったビジネス中心のＢ to Ｂのトレード

─ JAEPO2017 の会場計画等の基本方針に

は３日間になって、運営経費も増えるわけで

北嶋

ショーが JAEPO の趣旨だったわけで、今回
すが、その辺は、闘会議側のサポートをいた
だくというご理解を得ているので、出展料の
値上げはありません。

─ ２日間出展と３日間出展のどちらかを選
べるそうですが、これは関連ゾーンの皆様の
ご意見に配慮した結果ですか。
北嶋

これまでも関連機器やパーツなどを主

体に扱っている企業は、パブリックデーに出
展してもあまり意味がないという意見を頂い
ていましたので、それも踏まえて選択してい
ただくことになりました。

─ その他、前回と違うところは。
北嶋

こ れ ま で は ど う し て も Ｂ to Ｂ の イ

メージが強かったのですが、今回は 5 万人
近くの方が闘会議に来られて、その 5 万人
の後ろには、ネット配信で見ている 680 万

人の方がいらっしゃいます。そこはＢ to Ｃ
10

ついてお聞かせください。

一番強調したいのは、安全対策に力点

を置いてショーを開催すべきだということで
す。

─ JAEPO は始まった当初から安全対策には
万全な態勢で臨まれていました。
北嶋

ただ、今回は今までにない来場者数に

なることが予想されるので、新しい形で会場
設計をすることになると思います。1 ホール

から入って 2 ホール、3 ホールと進んで行
きますので、動線の確保や回遊性への配慮が
必要です。闘会議さんと綿密な打ち合わせを
して、来場者にきちんと見てもらえるか、そ
れと安全性を確保できるかという 2 つの命
題をクリアします。

─確かに、これまでとは来場者数の規模が全
然違いますね。
北嶋

展示会やイベントに対しては、出展社

と来場者の色々な評価基準があると思います
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が、やはり人がたくさん来ることで評価が高

─前回、前前回は物販コーナーがありました

ただいて、自分の会社をアピールしようとし

北嶋

まります。せっかくお金をかけて出展してい
ているところに、人がまばらではメリットが
半減してしまいます。そういう意味では、今
回の闘会議との合同開催は、大きく方向転換
する節目のショーになると思います。

─ 今回も海外のメーカーの出展はあります
か。
北嶋

海外はもちろん、会員以外でも出展さ

れたいという会社にはこれまでと変わらず門
戸を開いていますが、今回は、闘会議との合
同開催ということを主眼にして準備を進めて
いますので、是が非でも海外企業を誘致する

が、今回の予定は。

闘会議との兼ね合いもありますので、

まだ確定的なことは言えないのですが、出展
したいという要望はかなり上がってくると思
いますので、基本的には継続していきたいと
思います。

─闘会議のスペースにアーケードメーカー各
社が出展するケースもありますか。
北嶋

闘会議との協議ではアーケードのメー

カー機は原則 JAEPO に出展していただくこ
とで合意していますが、グループ企業でスマ
ホゲーム等と連動しての展開をお考えの出展
社もありますし、このあたりは弾力的な対応

というスタンスは取っていません。しかし、 も必要になってくると思います。
今回の闘会議との合同開催で来場者数が大き

─イベントの計画について教えて下さい。

くる可能性もあります。

ションの開催は決まっています。これ以外に

く増えて、海外の出展意欲も将来的に増して
─以前出展した食品メーカーさん等、関連業
界からの出展については。
北嶋

北嶋

天下一音ゲ祭と接客デモンストレー

も来場者に楽しんでいただけるような企画を
練り上げていきたいと思います。

私もことあるごとに「出展しませんか」 ─今回は懇親パーティの会場が変更になりま

と声をかけています。変わり目感といいます

すね。

活気づくようなものを期待したいですし、そ

ことで、ヒルトン東京お台場での開催になり

か、そういう空気のある中で、業界がさらに
のためには門戸を広げておくことは継続的に
行うべきだと考えています。

北嶋

東京プリンスホテルが工事中だという

ます。初日のショーが終了するのが 18 時と
いうこともあり、懇親パーティの開始時間も

前回同様 19 時半に設定しています。ですか
ら、ショー終了後に移動して参加していただ
くことができると思います

─業界の変化と併せて、盛り上がりが期待さ
れます。
北嶋

前回の参加者数は 300 人くらいでし

た。今回は闘会議の方もご招待しますし、さ
らに活気のあるものになると思います。市場
の変化も合わせて、色々な情報交換ができる
11
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場になると思いますので、ぜひそういう場を
活用していただければと思っています。
闘会議と Win-Win の

結果になることを期待
─今回のショーに期待する点やアピールした
い点をお聞かせください。
北嶋

繰り返しになりますが、普段 AM 施

設に来られていない方々がたくさん来場され
るので、ゲームに興味のあるユーザーさんと
交流する接点というか、機会を増やしていき

たいと思います。また、闘会議で、例えば e
スポーツのようなゲーム大会を開催されてい
ますが、AM 施設自体も時代によって変わっ

ていき、そんなところに触れる機会も作って
いかなければなりません。そういう点を重要
視したいと思っています。

JAEPO を 大 き く 舵 取 り し て 新 し い

JAEPO に生まれ変わるという今回の試みな
ので、出展社の方々にも協力いただいて、さ

特別企画

ながっていくことを
願っています。まさ
しく、業界の裾野を
広げ、発展につなが

る効果が期待される
のが、今回のショー

なのかなと思うので
す。

─しばらく闘会議と

の連携は続けますか。
北嶋

結果がよければ今後も続いていくと思

いますが、こればかりはフタを開けてみない
と分からないところがあります。主催者も出

展社さんも全く異文化の中に入っていくの
で、恐らくショックを受けると思います。そ

れがよい刺激となって 2 回目、3 回目につ

ながればと思います。今回出展された方が、
たくさんの人が集まってプレイする風景が全
世界に流れるのを見て、「これは少し考え方

を変えないといけないな」と思うかもしれま
せんし、これまで出展されなかった会員さん

らにパワーアップできればと思います。業界、 が「これなら出展した方がよい」と思うかも
ゲームセンターさんやメーカーさんへの追い

しれません。こうして次回につながることを

─今回初めての経験ですから、楽しみです。

─よい刺激になって今後も連携できればこん

ただ、ここ数年シュリンクした業界を再度復

北嶋

のが強く思うところです。

アーケードに対するユーザーのリスペクトが

風になれるよう、ぜひとも成功させたいです。 期待しています。
北嶋

正直なところ手探りの面はあります。 なに素晴らしいことはありません。

活できるような 1 つの起点としたいという

─異文化に触れると言うか、啓発されるとこ
ろが出てきます。
北嶋

闘会議そのものがゲームを含めたいわ

ゆる遊びのファンの集まりなので、その中で
すごく高いと伺っています。新製品のピカピ
カのゲーム機でなくても、普通のゲーム機で

2017 年の JAEPO は業界にとって、 も飛びつくようなところがあると聞いていま

特にアミューズメント施設にプラスの効果が

す。その意味では、お互いに Win-Win のよ

からそのことが認識され、積極的な出展につ

私も昨年の闘会議を見に行きましたが、イベ

きっとあると思っています。そこで次の年度

い結果が出ればよいのではと思っています。
12
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ントの時、市場に出てから数年も経ったゲー

る機会はかなり魅力あることだと思います。

ユーザーが１時間待ちのような行列を作って

な動きも期待したいと思います。

ム、それこそあちこちの店舗にある機械に、 互いが刺激を受けて市場拡大に結びつくよう
いるのです。そういうユーザーの方々にも、 ─ありがとうございました。
まだ市場に出ていない最新のゲーム機に触れ

SC 施設事業部

活動状況

第11回 SC 施設事業部会を開催しました
JAMMA の SC 施設事業部会では、7 月 7

日・8 日の両日、第 14 回 SC 事業部会を開
催しました。参加者は 32 名です。

今回は大阪地区の新規商業施設及び AM

施設を視察しました。

まず、大阪府吹田市のエキスポシティを

視察しました。「EXPO CITY」は、2015 年

11 月 19 日に、大阪の吹田市にある万博記

イオンモール堺鉄砲町

ジャー施設。です

幅 40m、高さ 8m のスクリーンで視覚だけ

画館「109 シネマズ」をはじめ、生きたミュー

重低音立体音響などにより、さながら自然の

念公園にオープンした日本最大の超大型レ
ショッピングモールの「ららぽーと」や映

ジアム「NIFREL」や英語教育施設「OSAKA

ENGLISH VILLAGE」など、体験型の教育
施設が、約 17 万 2000 ㎡という広大な敷地
に建てられています。

Orbi Osaka（オービィオオサカ）

「Orbi」はセガが英国 BBC EARTH コン

でなく、匂いや風、霧、フラッシュライト、
中にいるような臨場感を体験することができ
る。

ポケモン EXPO ジム

世界中で人気を誇る「ポケットモンスター」

の国内初の体験型アミューズメントパーク。
ポケモンと会話が出来るこの施設のテーマは

テンツ・プロダクションとコラボレーション 「コミュニケーション」。ポケモンから技を教
してプロデュースする、自然体感型エンタ えてもらったり、ポケモンの悩みにアドバイ
ティンメント施設。「エンタテインメント・ スしたりと、ポケモンとの会話を楽しみなが
エキシビション」ではゾウの群れの真っ只中 ら、コミュニケーションスキルを向上させる
にいるような体験や、BBC Earth の豊富な

ことを目的としている。

験などの 10 種類のコンテンツで、地球や自

体験内容によって参加料、時間が異なる。さ

なる「シアター 23.4」では、日本最大級の

ムギア」をダウンロードすることで、トレー

空撮映像を活用した美しい地球上空の飛行体

然の生命の持つ神秘を体感。さらに目玉と

トレーニング内容は 7 つにわかれており、

らに無料スマホアプリ「ポケモン EXPO ジ
13
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ニングのサポートや記録が出来、アプリ内の

を博しているとのこと。

AR カメラでの楽しむこともできる。

次に視察したのはイオンモール堺鉄砲町。

エンターテイメントフィールド ららぽー 「イオンモール堺鉄砲町」は、富士フィルム

と EXPOCITY 店（㈱ソユー運営）

の前身であるセルロイド系メーカー工場の跡

㈱ソユーが運営する「ひつじのショーン

地に、2016 年 3 月にオープンした。

ファミリーファーム」では、世界中で人気の

年商 100 億の巨大モールには、160 店の

アニメ「ひつじのショーン」の牧場世界で、 専門店が並びます。
吊り橋やターザンロープなどで遊ぶことがで

きる。また、「チームラボ お絵かきタウン」

ソユーゲームフィールド堺鉄砲町店

この施設は、その名の通り、映画館をテー

は関西初進出。

マに作られています。面積は 340 坪。コン

並み」のイメージに最新のアミューズメント

ジーランドのウェルトンがモチーフ（堺市と

アミューズメント区画は、
「イギリスの街

機械を導入して、大人から子供まで楽しめ
るスポットです。面積は 500 坪（ひつじの

ショーン 100 坪、ゲーム 400 坪）。公園の
中の立地なので風営許可は必要ないが、社内

ルールとして 19 時以降年少者には保護者同
伴をお願いしている。

ANIPO（アニポ）（豊永産業 ( ㈱運営 )

豊永産業が、「動物たちがつくる移動遊園

地」をテーマに作ったアミューズメントス

セプトはムービースタジオ、シネコン。
ニュー
姉妹都市）。店舗の一部で影絵で遊べるコー
ナーが作られている（無料）
。壁面に映し出

された映像に触ることでインタラクティブに
遊ぶことができる。

モーリーファンタジー

プライズ機のレイアウトが秀逸で、どの機械
の中もきれいに景品が見えるように、うまく
機械の高さを考慮して並べられていた。

面積は 138 坪。プライズ 30 台、メダル

ポット。空中散歩を疑似体験できる空飛ぶ自

80 台、カード 15 台、乗り物 8 〜 10 台

ドーム、ミニ汽車と、4 つのアトラクション

コーナー。照明はすべて LED。明るくて熱

転車や、水鉄砲を使うアトラクション、エアー ・ソユーさんとの棲み分けは、時間制遊具の
があり、幼児から楽しめるファミリー向けア
ミューズメント施設。土日の来場者から好評

くならず快適。

遊園施設事業部

活動状況

平成 27 年度遊園施設事業部会会員懇談会・懇親会を開催します
JAMMA 遊園施設事業部（中川実部会事

を基に事務局より説明の後、質疑応答や皆様

業部長）は平成 27 年度遊園施設事業部会員

の情報交換を行いたいと企画いたしましたの

位におかれましては、多数ご参加下さいます

また、当日の懇親会席上において、恒例の

懇 談 会・ 懇 親 会 を、10 月 15 日（ 木 ） に、 で、あらかじめご予定願えれば幸いでござい
下記のとおり開催いたしますので、部会員各 ます。
ようお願い申し上げます。

各社１品持ち寄りでオークションを行います

年度分の遊戯施設の定期検査報告台数分析表

翌 16 日（金）は、第 4 回遊園施設事業部会

今回も前回同様に懇談会を設け、平成 26

ので、ご協力のほどお願い申し上げます。
14
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遊園施設事業部

活動状況

平成 27 年度遊園施設事業部会会員懇談会・懇親会
ゴルフコンペを神奈川県の名門コースである

申込期限：別紙、出欠申込書にて 9 月 18 日

ので、多数ご参加下さいますよう重ねてお願

回答は、FAX（03-3556-5524）又は E メー

「横浜カントリークラブ」で開催いたします （金）までに必ずご回答下さい。
い申し上げます。

ル（sakai@jamrna.or.jp） で お 願 い い た し

なお、準備の都合もありますので、同封の

ます。

出欠用紙にて参加の有無と参加人数を記入の

※宿泊用ホテルについて

上、平成 27 年 9 月 18 日（金）までに当協

当日東京に宿泊する方用としてホテルを用

会事務局へ必着でご回答願います。

〔FAX（03-3556-5524） ま た は E メ ー ル
（sakai@jamma.or.jp）でも結構です。〕

当日（10 ／ 15・16）の連絡等については、
酒井宛に

（ 携 帯 電 話：080-5686-0681 又 は 090-

意いたしましたので、必要な方は、別紙、出
欠申込書にてお申し込みください。

・京王プレッソイン新宿

電話 03-3348-0202（代）

〔〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-4-5〕
料金：10,300 円〈税、朝食代込〉

7170-6605）へお願いいたします。

※宿泊費の 10,300 円は、9 月 25 日までに
次の口座にお振込み願います。

〔振込口座〕口座名：JAPEA 研究会

【懇談会・懇親会】

口 座 番 号： み ず ほ 銀 行 渋 谷 支 店（ 普 通 ）

開催日時：平成 27 年 10 月 15 日（木）

No.3329562

懇談会：15 時 00 分～ 17 時 00 分

☆第 53 回オークション：10 月 15 日の懇

懇親会：17 時 10 分～ 19 時 00 分

親会席上にて各社 1 品持ち寄りで行います

開催揚所：京王プラザホテル 43 階

ので是非ご協力のほど、お願い申し上げます。

電話：03-3344-0111（代）

◎ゴルフコンペ

懇談会：「スターライト」

第 4 回遊園施設事業部ゴルフコンペ

懇親会：「スターライト」

日時：10 月 16 日（金）

会費：1 名分は無料

場所：横浜力ントリークラブ東コース

〔〒 160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1〕
・2 人目からは、1 名につき 10,000 円（懇
親会費含む）

・有料分の会費は、9 月 18 日までに次の口

9 時 00 分 OUT スタート

電話：045-351-1001（代）

〔〒 240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区

座にお振込み願います。

〔振込口座〕口座名：社）日本アミューズメ
ントマシン協会

今井町 1025〕

※ゴルフシューズは、ソフトスパイクをご使
用下さい。

集合時間・場所：8 時 45 分にキャディーマ

口座番号：みずほ銀行市ヶ谷支店（普通） スター室前
No.2178532

参加費：今回は無料とします。
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