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風適法の改正に伴い

全国の自治体で条例改正の動きが進んでいます
現在、風適法の改正に伴って、各都道府県

行っていますが、過日開催された AOU 全国

において年少者の AM 施設の立ち入り時間

大会において、各都道府県のパブリックコメ

制限を規定した条例の改正が進められています。 ントの状況をまとめた資料が公開されました。
その流れの中で各都道府県警察本部の HP
AOU が調べた中で、パブリックコメント
上などにおいて、条例改正についてのパブ

を公表しているのは 18 道府県。別掲する資

協会）、JAMMA、AOU（（一社）全日本ア

もあり）、条例改正案の内容がまとめられて

リックコメントを募集する動きが出ています。 料では、それぞれの警察本部が意見募集を
現在も JAIA（日本アミューズメント産業 行っている期間（すでに終了しているところ
ミューズメント施設営業者協会連合会）が一

います。

丸となって規制緩和についての働きかけを

都道府県条例改正パブリックコメント状況
平成 27 年 11 月 4 日現在

提供：（一社）全日本アミューズメント施設
営業者協会連合会（AOU）
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JAEPO2016 の概要が決定しました
展示ホール 4・5

アミューズメント業界が一丸となった業界

■主催：ジャパン アミューズメント

最大の総合展示会「ジャパン アミューズメ

エキスポ 協議会

ント エキスポ」（JAEPO）2016 が、来年 2

月 19 日、20 日の両日、幕張メッセで開催

（一社）日本アミューズメント

開催され、出展社の小間位置が決定しました。

（一社）全日本アミューズメント

マシン協会（JAMMA）

されます。11 月 12 日には出展社説明会が
開催概要は、次の通りです。

■入場料：20 日のみ

ジャパン アミューズメント エキスポ

（JAEPO）2016

施設営業者協会連合会（AOU）
当日入場券は 1000 円

開催概要

（小学生以下、60 才以上の方は

■名称：ジャパン アミューズメント

入場無料）

エキスポ 2016

※インターネットで前売り券（800 円）を

■会期：2016 年 2 月 19 日（金）

販売。

10：00 〜 18：00

■出展規模：出展社数 37 社

20 日（土）

出展小間数 495 小間

10：00 〜 17：00（一般入場可）

■会場：幕張メッセ国際展示場
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業界が一丸で開催する
「第 21 回ゲームの日」の概要が決定しました
向けのイベン卜も検討してほしい」との声に

（一社）全日本アミューズメント施設営業

者協会連合会（飯澤幸雄会長、ＡＯＵ）と日

本アミューズメント産業協会（里見治会長、

応えるかたちで実現しました。

以下各イベントの概要を掲載します。

ＪＡＩＡ）は、今年で 21 回目を迎えるゲー 【アミューズメント施設ファン感謝デー・概
ムの日の概要を発表しました。

要】

のもと、全国のアミューズメント施設ならび

11 月 23 日を「ゲームの日」と定め、
アミュー

業界全体を上げての統一事業として毎年

これまでゲームの日では、加盟各社の協力

ズメント業界の健全性を広くＰＲすることを

にジャパン・アミューズメント・エキスポ（Ｊ

ＡＥＰＯ）でのさまざまなイベントを通じ、 目的に、毎年日本全国のオペレーターの協力
アミューズメント業界の健全性のアピール、 を受けながら、「ゲームの日」の様々な取り
組みを行ってきた。

ゲームファン、ゲームセンターファンの拡大

制 定 よ り 早 21 回 目 を 迎 え る 今 年 度 の

を図る取り組みを行ってきました。

「遊びで
また昨年度はゲーム機メーカーの協力のも 「ゲームの日」は、例年に引き続き、

と、音楽ゲームの全国大会「天下一音ゲ祭」 元気になろう！」をテーマに、全国１２００
店舗での開催を目標に「ゲームの日ファン感

を初開催し、新ジャンルの顧客囲い込みにも

謝デー」を実施する予定となっている（感謝

取り組みました。

デー実施内容詳細は後日掲載）。

しかしながら、少子高齢化の進行や余暇文

化の多様化、消費増税の影響など、なおア 【第２回『天下一音ゲ祭』概要】
ミューズメント業界は厳しい市場環境下にあ

メーカー４社（㈱コナミデジタルエンタテイ

そこで、今年度も「11 月 23 日」の「ゲー

イト一、㈱バンダイナムコエンターテインメ

ンメン卜、㈱セガ・インタラクティブ、㈱タ

ります。

ント）の協力のもとに開催する全国規模の音

ムの日」に様々なイベントやサービスの提供

楽ゲームの大会『天下一音ゲ祭』。その店舗

等を行い、アミューズメント施設の健全性の

予選大会を「ゲームの日」を中心に実施する。

アピールとゲームファン拡大を図ります。

第 21 回「ゲームの日」
（毎年 11 月 23 日） 前回は全国一斉に 11 月 23 日に店舗大会を

は今回もアミューズメント施設ファン感謝

実施したが、今回は 11 月 19 日～ 29 日の

するほか、前回に引き続き、業界統一イベン

は複数店舗での大会参加（重複参加）可能と

いずれか１日と期間に幅を持たせ、ユーザー

デー、アミューズメントラブ・エイドを実施

して参加者増を図る。

卜として、今回はＡＯＵが主催で『天下一

さらに今年度は大会対象機種を前回の４機

音ゲ祭』を実施します。

種から５機種に増やす他、大会ブロックも

また今回はプライズフェア各社の協力を得

て、各店舗が自由に開催できる「ぬりえ大会」 10 ブロックから 11 ブロック（北海道・東
北を分割）」として実施する。

を実施します。『天下一音ゲ祭』が路面店主

また、前回はブロック決勝大会までをＡＯ

眼のイベン卜であったことから、「SC 店舗
3
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第 21 回ゲームの日 概要
Ｕ主催事業としたが、今回は、ＪＡＥＰＯ

◎決勝大会

決戦 ” まで一貫してＡＯＵ主催で行う。

■日程：２０１６年２ 月 20 日（土）

２０１６主催者ステージにおける “ 全国頂上

ＪＡＥＰＯ２０１６会場にて頂上決戦

昨年同様、
『天下一音ゲ祭』で使用する楽曲は、 ※優勝賞品は、メーカーに協力いただき、各
事前申込みのあったＡＯＵ加盟店舗のみに先

機種「デジタルアイテム」を進呈予定。

楽曲配信のみ（無料）の希望、店舗予選大会

SOUND VOL TEX IlI GRAVITY WARS（定

行配信する。

■店舗予選大会参加者定員：

の実施希望、自店舗でのブロック大会開催希

員 20 名）

望のいずれも、９月 25 日が申込締切となっ

maimai ORANGE（定員 20 名）

ている。

G R O O V E C O A S T E R 2 H E AV E N LY

【「第２ 回天下一音ゲ祭」大会システム】

FESTIVAL（定員 20 名）

◎大会対象機種

太鼓の達人ムラサキ Ver.（定員 30 名）

※今回は大会使用楽曲の相互収録はない。

シンクロニカ（定員 20 名）

■ maimai ORANGE（㈱セガ・インタラク

■予選大会ルール概略：

ティブ）

1．大会の対戦ルールは各機種「ハイスコア

■ GROOVE COASTER2 HEAVENLY

アタック」形式での対戦とする。

FESTIVAL（㈱タイトー）

2．大会参加者は重複して複数店舗の予選に

■ SOUND VOLT EX IlI GRAVITY WARS

参加することができるが、他店でブロック大

（㈱コナミデジタル工ンタテインメン卜）

会進出が決まっている場合は、次点のプレイ

■シンクロニカ

ヤーがブロック大会進出となる。

（㈱バンダイナムコエンターテインメント）

3．大会ルールの詳細については大会前に事

■太鼓の達人ムラサキ Ver.

務局より予選開催店舗に「実施マニュアル」

（㈱バンダイナムコエンターテインメント）

を郵送（10 月下旬予定）する他、ＡＯＵホー

◎店舗予選

ムページにもアップロードする。

全国のＡＯＵ加盟店のうち、予選大会開催店

■出場者参加費：プレイ代金も含め、無料。

舗（事前申込み要）にて店舗予選大会

■参加賞：出場エントリーした方を対象に後

■ 日 程：11 月 19 日（ 木 ） ～ 29 日（ 日 ） 日抽選で大会楽曲を収録したオリジナルＣＤ
の期聞のいずれか１日

をプレゼン卜（今回初）。

※店舗予選は各店舗１回の開催とする。

◎ブロック大会について

※ユーザーは複数店舗での大会参加（重複参

大会は全国を 11 ブロックに分割し、各ブ

加）可能とする。

ロックで大会対象５機種の店舗予選大会、ブ

全国 11 ブロックのブロック大会開催店舗に

種１名、ブロック代表を選出。ＪＡＥＰＯ

◎ブロック大会

ロック大会を実施。各ブロック大会で各機

てブロック大会

２０１６の主催者ステージで行う「全国頂上

■日程：12 月 19 日（土）一斉開催

決戦」で各機種の日本一を決定する。
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第 21 回ゲームの日 概要
行う。

【店舗大会開催等について】

③統一ＰＯＰ

※音ゲ祭サイ卜に、楽曲先行配

ぬりえの告知などのＰＯＰを作成しデータで

信店舗の一覧を掲載。

■問い合わせ先：天下一音ゲ祭事務局
E-mail

otogesai@bright-corp.jp/

提供。

【実施手順】

■ 10 月下旬よりサイトにてぬりえデータの
配布とステッカーの送付を行う。

ＦＡＸ

■各店舗では、ぬりえデータのタウンロード

０３・６２５２・４００９

と必要枚数の印刷を行い、ぬりえ大会ＰＯＰ

（ブライト内天下一音ゲ祭事務局兼用）

とともに店頭にて告知。

【ぬりえキャンベーン概要】

■ 11 月 23 日の「ゲームの日」まで、に完

プライズフェア各社（㈱エイコー、システム

成品を持ってくるか、その場でぬりえに参加

サービス㈱、㈱セガ・インタラクティブ、㈱

してくれたお客様にステッカーをプレゼン

タイトー、㈱バンブレスト、フリュー㈱）の

卜。

協力で、各店舗が自由に開催できる「ぬりえ

大会」を企画。次のツールを作成し配布する。 ■ぬりえの提供の際には、個人情報などはと
①ぬりえデザイン

らず、欄外のニックネームの記載のみとする。

る、版権キャラクターのぬりえデザインをＰ

掲出。お客様が自身のぬりえの確認に来るな

■お客様の作品は各店舗にて 12 月中旬まで

プライズフェア各社が使用許可を取ってい

ど再来店の動機付けを狙う。

ＤＦで提供いただき、ＡＯＵ加盟会社のみが

※将来的に、個人情報の問題、評価基準など

アクセスできるＡＯＵ会員向けサイト（パス

を検討し、ぬりえコンテスト的なことも検討

ワードあり）で配布する。用紙はＡ４。
外枠罫線にＡＯＵ口ゴを入れる。

〈予定キャラクター〉

㈱エイコー：「白猫プロジェク卜」

する。

【アミューズメントラブ・エイド】

今回も、より多くの皆さんにご参加いただ

システムサービス㈱：「リラックマ」

き「誰もが気軽に楽しめるアミューズメン卜」

㈱タイトー／「スーパーマリオ」（調整中）

プを図るとともに、「アミューズメン卜ラブ・

をアピールすることで、業界のイメージアッ

㈱セガ・インタラクティブ：「ぷよぷよ」

㈱バンブレスト／「力ピバラさん」（調整中） エイド」を業界による善意の社会奉仕活動と
フリュー㈱／「ねむネコ」

して継続すべく、各都道府県協会の協力をお

ぬりえの参加賞として各社のキャラクターの

実行委員会が提案するプランは次の通り。

願いする。

②ステッカー

◎プランＡ＝出前

ステッカーを作成（キャラクターは上記のも

普段、アミューズ、メン卜施設に遊びに来ら

ので作成。タイトーのみステッカーは「バブ

れない福祉施設の皆さんに〈ゲームと遊びの

ルン」に変更）。ファン感謝デーの参加実績

出前サービス〉。保育園、老人ホーム、公共

数をベースに加盟会員各社本部ヘ無償配布を

5
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第 21 回ゲームの日 概要
施設、一般のイベン卜（フェスティバル、文

なお、アンケー卜のスター卜は 11 月 23 日

◎プランＢ＝招待

問い合わせ先：

ない皆さんをロケーションに招待。社会福祉

協会連合会（ＡＯＵ）

りなども一緒に入場無料として交流の場を提

東京都千代田区九段南 3-8-11

化祭等）などに対しての出前も考えられる。 （ゲームの日）を予定。

普段、アミューズメン卜施設で遊ぶ機会の少 （一社）全日本アミューズメント施設営業者
関係の皆さんだけでなく、地域住民やお年寄

〒 102-0074

供するのもー案。

飛栄九段ビル SF

【インターネットアンケート】

電話

インターネッ卜上でアミューズメン卜施設へ

０３・６２７２・９４０１

の来店動向調査を実施。回答者の中から抽選

ＦＡＸ

で５名に、約５万円相当（賞品未定）のグ

０３・６２７２・９４１１

ッズをプレゼントする。

E-mail

アンケー卜の告知は、ＪＡＩＡ「ゲームの

info@aou.or.jp

日」公式サイトならびにポスター上で行う。

遊園施設事業部

活動状況

平成 27 年度 会員懇談会・懇親会を開催しました
遊戯施設の定期検査報告制度改正についての
説明等を行いました
事業部長は「前回の京都での開催からあっと

いう間の 1 年でした。遊園施設業界の状況
はあまり良いとは言えませんが、今回の会合
で改めて現状を把握して頂き有意義な会にし
て頂きたい」と挨拶を締め括りました。

懇談会は JAMMA 酒井三朗部長の司会進

行で進められました。

JAMMA 遊園施設事業部（中川実事業

懇談内容は次の通り。

部長）は 10 月 15 日、午後 3 時から、東京・ 1．「遊戯施設の身体保持装置の構造につい
新宿の京王プラザホテル「スターライト」で

て」（平成 12 年建設省告示第 1426 号の改

会員懇談会・懇親会を開催しました。出席は

正案について）。

事務局を組め 21 名。

標記の件については、（一財）日本建築設

まず中川事業部長から挨拶があった。中川

備・昇降機センター評定評価部の金田宏副部
6
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遊園施設事業部

活動状況

長（ ＝ 元
JAPEA 技

術委員長）
から、資料
に基づき説
明が行われ
ました。

2．「 定 期
検査故報告

遊園施設 02.psd

制度の見直

遊園施設 04.psd

しについ

3．遊戯施設定期検査報告の受付状況について

て」

標記の件については、遊戯施設定期検査報

標記の件

告の受付状況について資料に基づき報告され

について

ました。

は、改正建 （詳細については別掲）
築基準法が
懇親会は午後５時から行われ中川事業部長
平 成 28 年

の挨拶の後、白神敬治理事により乾杯の音頭

6 月から施

が取られ、盃が掲げられました。

行されるこ

遊園施設 03.psd

宴の途中には、酒井部長の進行により恒例

とに伴い、民間建築物等の定期報告に関する

のオークションも行われました。会員相互の

事項が変更になる。今回は変更事項の概要等

懇親を深めた宴は加藤工業の加藤克彦社長の

について資料に基づき説明が行われました。

中締めで散会となりました。

（詳細については別掲）

SC 施設事業部

活動状況

沖縄の商業施設と AM 施設の視察を行いました
JAMMASC 施設事業部（梶修明事業部長）
は 11 月 26 日 か ら 28 日 の 3 日 間、 第 12

回目となるＳＣ事業部会を開催しました。参
加者は 25 社 27 名でした。

今回は、インバウンドに沸く沖縄の商業施

設及びＡＭ施設の視察を実施しました。

沖縄は官民あげて外国人観光客の誘致に取

り組んでおり、その成果もあって多くの外

イオンモール沖縄ライカム

7
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SC 施設事業部

活動状況

国人観光客が訪問しています。

平成２７年度上半期（４－９月）には、前

年の６割以上の増となる８８万人が訪問して
いる。このような状況の下、各商業施設では

外国語表記を増やしたり、多言語のパンフ
レットを配備するなどインバウンド対策を充
実させていた。

沖縄ライカムでの記念撮影

このような環境下で、今回視察したＡＭ施

設はそれぞれ、沖縄らしさを打ち出す装飾を
施したり、子供連れの観光客に向けた取り組
みを行うなどして、観光客を積極的に取り込
もうとする施策を実施している様に感じられ
ました。

また、今回視察したＡＭ施設の運営会社に

よっては、沖縄でのインバウンドの取り組み
を本土での対策の参考としたいというところ

クラブセガ北谷

もあり、積極的な取り組みが感じられました。
なお、ゲームの操作等に関しては、外国語

による特段の説明無く外国人観光客にプレ
ーして頂けているとのことでした。

視察先店舗は運営会社の特色を出しなが

ら、細部にわたって運営の工夫を重ねており、
各店ともきめの細かい顧客サービスを実施し
ていました。

ナムコ那覇メインプレス店での視察の模様

自社店舗の運営に参考になる部分を多く感

(2)「美浜タウンリゾート・アメリカンビレッ

②モーリーファンタジー 沖縄ライカム店

駆け足の視察ではあったものの、参加者は

ジ」 CLUB SEGA 北谷

じることができた視察となりました。

また、当日実施された「SC 事業部会」では、 (3)「サンエー那覇メインプレイス」
本年度のこれまでの活動の報告と平成 28 年

ナムコ那覇メインプレイス店

活動やセミナーの実施について検討を行いま

開催ということもあり、情報交換会として懇

尚、今回視察した施設は次の通りです。

る芝や強い風に悩ませられながらも、那覇ゴ

２日目、３日目はリゾート地沖縄での部会

度の活動計画について意見が交わされ、視察

親ゴルフコンペが行われ、沖縄特有の癖のあ

した。

ルフ倶楽部、守礼カントリークラブでのラウ

(1)「イオンモール沖縄ライカム」

ンドを楽しみました。

①楽市楽座 沖縄ライカム店、
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