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アミューズメント業界が一丸となり、
抜本的な変革と進化が必要
（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
年を迎えられたことと

お慶び申し上げます。
昨年は当協会へ格別の

年頭所感

里見

治

会長

このような局面におけるアミューズメント

ご支援、ご協力を賜り

産業の動向ですが、2012 年度の市場規模は

御礼申し上げます。

ています。内訳としては業務用アミューズメ

ましたこと改めて厚く

6491 億円となり、前年比で 96.6% となっ

2014 年の新春を迎

ント機製品販売高が前年比約 3.0％減となる

えるにあたり、所感の一端を申し述べ、新年

1791 億円、オペレーション売上高は前年比

のご挨拶に代えさせていただきます。

約 3.6% 減となる 4700 億円となりました。

さて、昨年は 2020 年の東京オリンピッ

市場環境の変化に応じ機器メーカーは施設オ

ク開催決定や一昨年に発足した安倍政権の

ペレーターの初期投資を抑えつつ新製品の導

「アベノミクス」効果など、日本を取り巻く

入を促進し、店舗の活性化を図るための製品

経済情勢については、少しずつ景気回復に向

やビジネスモデルを導入しています。具体的

かっています。現状では、アベノミクス効果

には、ネットワークを通じたコンテンツのダ

が大きく現れている業種と、そうでない業種

ウンロード配信や、機器メーカーが低廉な価

とのばらつきが見られ、景気が「回復」から「上

格で機器を販売し、稼働に応じて売り上げを

向き」に転じるかは、今後の推移が注目され

施設オペレーターと分け合うレベニューシェ

るところであります。そのような状況の中、 アモデルが拡大しています。これらの影響で
本年 4 月からは消費税が 5% から 8% に引

製品の販売高は減少していますが、店舗あた

られるなど、内需拡大の見通しは不透明であ

のオペレーション売上高の下げ幅は縮小して

き上げられる一方、年金は段階的に引き下げ

りの売上高増などの一助となっており、店舗

り、一般生活者の消費行動に影響することは

います。しかしながら、少子高齢化によるメ

間違いありません。

インターゲットの減少に加え、消費税率の引
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き上げの影響も受けることとなり、市場環境

はより一層厳しい状況にならざるを得ませ
ん。今後、業界がいっそう成長していくため
には、業界全体が一丸となった抜本的な変革

を実現して、進化をしていくことが必要です。
我々は、遊園施設領域、SC 分野のオペレー

ター領域を含む、幅広いアミューズメント業
態を包括する「一般社団法人日本アミューズ
メントマシン協会」として、本年もアミュー

ミューズメントエキスポ 2014（JAEPO）
」

ズメント産業の活性化を目指して、幅広く

を 本 年 2 月 14、15 日 の 2 日 間 に わ た り、

様々な取り組みを行います。

幕張メッセにて開催いたします。

「アベノミクス」の 3 本目の矢である「成

今回の展示会におきましては、アミューズ

長戦略」においては、産業や市場を活性化す
るための規制緩和が検討されております。ま

メント施設を従来のユーザーだけでなく、こ

法研究特別委員会」を中心にアミューズメン

広い年齢層の方々にゲームを楽しんでもらう

れまで以上にファミリーや老若男女問わず幅

た、JAMMA においても、昨年より「風適

場としてもらいたいとの思いを込め「やっぱ

ト産業の現状に対し、必ずしも適正でないと

りゲーセンは、たのしい！」というテーマを

思われる各種の規制に関する適正化に向けた

掲げております。本展示会の開催を通じて、

取り組みを行っております。

アミューズメント業界が一丸となって利用者

利用者の裾野拡大が命題となっているア

の裾野拡大を図ることの重要性を改めて認識

ミューズメント業界全体の活性化を図るため

する機会としていただきたいと考えていま

にも、各種規制の適正化を訴えていく取り組

す。

みを強化してまいります。

また、一部店舗にて実証実験を行っており

展示会事業においては、昨年より一新し

た JAMMA と一般社団法人全日本アミュー

ます電子マネーの導入や、統合型リゾート施

共同主催による展示会である「ジャパンア

の調査研究など、今後の会員各社の皆様の事

設におけるアミューズメント産業の関わり方

ズメント施設営業者協会連合会（AOU）の

業運営の参考としていただける活動を積極的
に行ってまいりますので、会員の皆様におか
れましては、引き続き当協会運営への一層の
ご理解とご支援を賜りますよう何卒お願い申
し上げます。

最後になりましたが、皆様のご発展とご健

勝を心から祈念いたしまして、私の新年のご
挨拶とさせていただきます。
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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 26 年の新春を

迎え、謹んでお慶びを
申し上げます。

製造産業局

須藤

産業機械課
治

課長

年頭所感

昨年末、大胆な金融緩

また、アジアを中心とする新興国の成長を取

民間投資を喚起する成

いくことも重要な課題です。そのため、最先

和、機動的な財政出動、 り込み、日本の優れた技術を世界に提供して
長戦略のアベノミクス

端のインフラシステム輸出や国内外の企業の

の「三本の矢」により、 連携等による海外展開を後押しすべく、関係

我が国経済は着実に回復しつつあります。本

部署とも連携しながら、トップセールスや海

げていくために「民間投資を喚起する成長戦

てまいります。

年は、こうした動きを確実な成長軌道へつな

外進出のための環境整備等を積極的に実施し

略」を推し進め、長期にわたる低迷から復活
に向けて歩み始めた我が国製造業の振興を強

一方、中長期的な視点に立つと、我が国は高

力に進めたいと思います。

齢化や労働力人口の減少、エネルギー供給不
安といった諸課題に囲まれており、課題先進

昨年 12 月に成立した産業競争力強化法に

国であるという状況に変わりはありません。

は、成長戦略の確実な実行を図るため、企業

こうした中、世界中の国々は、日本が如何に

の技術力や創意工夫を生かした新たな規制改

対処するのか注目をしています。そのため、

革の道筋を創設する「企業実証特例制度」や

今後ともこういった課題を解決していくと同

「グレーゾーン解消制度」、事業再編の促進等

時に、新しいビジネスをいかに創出していく

の諸制度が盛り込まれています。また、民間

のかということが益々求められています。

投資活性化等のための税制として「生産性向

その一例として、昨年 6 月に閣議決定され

上設備投資促進税制」の創設、
「中小企業投

た日本再興戦略には、当課が厚生労働省と

資促進税制」の拡充を措置いたしました。

ともに進めている「ロボット介護機器開発 5

本年 4 月には消費税率引き上げが予定され

カ年計画」が盛り込まれています。今や団塊

ており、増税後の反動減も懸念されていると

の世代が 65 歳以上となり、今後 10 年間で

ころですが、こうした影響によって景気の腰

日本の総人口に占める高齢者の割合は 30％

折れやデフレ脱却に向けたチャンスを逃して

に達します。そのため、介護を巡る様々な課

はなりません。そのため、上記の各種支援策

題に対して有効な手段を講じていくことが急

を講じて国内景気の下支えや、果敢にチャレ

務となっています。今後こうした課題解決の

ンジする企業を応援してまいります。

一端をロボット技術が担うとともに、関連す
るロボット産業がさらに発展するよう、各種
3
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施策を実施してまいります。

があったら、気軽にお声を掛けてください。

産業機械課は、これからも皆さんの生の声を

最後になりましたが本年が皆様方にとって更

と思いますので、良いアイディアやお困り事

て、新年の挨拶と代えさせていただきます。

聞き、それを産業政策に反映させていきたい

なる飛躍の年となりますよう祈念いたしまし

「ジャパン アミューズメント エキスポ 2014」

出展社が追加になりました

このたび、中国の広州華立科技有限公司

ての申し入れではあるものの、特例として出

れを受けて 12 月 5 日に開催された実行委員

出展小間位置については、海外ゾーンの一

展を認めることとなりました。

から J AEP02014 への出展希望があり、こ

環として、以下小間位置図面の位置に配置す

会において慎重審議した結果、第 1 回目の

ることとなりました。

JAEP02013 にもご出展された外国企業で
あることに鑑み、申込締切日から大幅に遅れ

出展社小間位置
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JAMMA がマルチ電子マネーの実証実験を
監修することになりました。
日本アミューズメント産業協会（略称： マネー決済システムを利用し、アミューズメ

JAIA）の技術委員会（阪口一芳委員長）と、 ント施設におけるパブリック電子マネーの利
JAMMA の IT ネットワーク特別委員会（阪

用傾向を調査するものです。

このたび、電子マネーシステムの検討作業の

済システム実証実験で得られたデータを、ア

口一芳委員長）が合同で設置する委員会では

JAMMA では、今回のマルチ電子マネー決

一環として、加賀電子グループが平成 25 年

ミューズメント施設におけるパブリック電子

11 月から実施するアミューズメント施設に

マネー導入の可能性について分析検討する際

おける電子マネー利用傾向についての実証実

の有益なデータとして活用する予定です。

験を監修することとなりました。

【実証実験の実施概要 }

今回のマルチ電子マネー決済システムの実

実施時期：

平成 25 年 11 月 8 日（水）～平成 26 年 1

証実験は、JAMMA 会員の加賀アミューズ

月頃

メント㈱が、ヤマトホールディングス傘下の

ヤマトシステム開発㈱（本社：東京都中央区、 実施店舗：
代表取締役社長：皆木健司）とヤマトフィナ

タイトーステーション

役社長：栗栖利三）とが共同で提供する電子

プレイランドソピア

トー）

ンシャル㈱（本社：東京都中央区、代表取締

遊園施設事業部

新宿東口店（㈱タイ
御所野（㈱ソユー）

活動状況

平成 25 年度遊戯施設安全管理講習会を開催しました。
JAMMA 遊園施設事業部（中川実事業部

長）は 13 年 12 月 3 日、大阪市中央区の北
浜フォーラムで、平成 25 年度遊戯施設安全
管理講習会を開催しました。今年は、本講習
会がＪＡＭＭＡの主催となって２回目の開催

となります。今回も 99 名と多くの受講申し
込みを受けました。

この講習会は、利用者の要求とともに多種

多様となり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・
5
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遊園施設事業部

活動状況

いなかったことが、事故に繋がった可能性が
あると指摘されています」と述べた上で。近
年の法制度等の改正状況について説明した。
さらに大阪府が施行した「大阪府建築物に付

属する特定の設備等の安全確保に関する条
例」（通称事故届出条例）について、詳細な
紹介をおこなった。

加えて、同条例もをとに平成 24 年度の特

定設備の事故報告件数は 240。平成 25 年

11 月末までの件数は 145 件でうち遊戯施設

は７件であるとした。前年同時期は 10 件の
大阪府住宅まちづくり部建築指導室
建築安全課の草宮利一課長補佐

報告があったことから今年の件数減少は「こ

管理する関係者、運行管理者や運転者を対象

いと思います」と述べ「いずれも軽いけがで

れは皆様のご努力の賜といっても過言ではな

として実施されています。今回の講習会の後

大きなけがにつながるものではなく、また遊

援は、国土交通省と大阪府、協賛は一般財団

戯施設の不具合が原因ではなく利用者の不注

法人日本建築設備・昇降機センター、西日本

意が原因となるものでした。遊戯施設も大事

遊園地協会、東日本遊園地協会、日本ウォー

故が発生していないのは、改正定期検査報告

タースライド安全協会、一般社団法人近畿ブ

制度が定着したこともございますが、皆様の

ロック昇降機等検査協議会。

管理者としての意識が高いからだと考えてい

この講習会の開講に先立ち、大阪府住宅ま

ちづくり部建築指導室建築安全課の草宮利一
課長補佐から挨拶がありました。

草宮氏はまず参加者に対し建築行政への協

力、主催者である JAMMA に対し講習会の
開催について謝意を示した。

さらに遊戯施設の安全管理について「遊戯

施設は多くの人々が利用するものであり、事
故が起きた際には大きな被害が想定されるた
め、安全確保が必要になります。そのために
は法律等で定められた定期検査が最も基本的
であり重要であると思います。

特に近年、エレベーター・エスカレーター

遊園施設事業技術委員会の藤
ます」と施設管JAMMA
井宏治副委員長

や遊戯施設の事故が次々と発生してまいりま

理者の取り組み

した。従来。定期検査報告が適切に行われて
6
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遊園施設事業部
を評価しさらにそれを継続してほしいと訴え

活動状況
午後に入り、一般財団法人日本建築設備・

ました。

昇降機センターの中里眞朗認定評価部長によ

最後に本講習会が受講者にとって実り多き

る講義が行われました。JAMMA 遊園施設

ものになるよう祈念し挨拶を締め括りました。 事業部の技術委員会を作成委員会として作ら
れた「遊戯施設セーフティダイジェスト」を

施設別の構造・仕組みを詳細に説明

教材資料として、運行に携わる運行管理者、
運転者、補助者のそれぞれの役割や、施設の

挨拶の後、各項目にわたる具体的な講義が

補修・改造や維持保全に携わる維持保全管理

開始されました。

最初に、「遊戯施設の基礎知識」として、

者、維持保全技術者の役割を説明しました。
さらに、それぞれの職掌に従い、日常的な

日本アミューズメントマシン協会・技術委員

巡回や安全管理、定期検査のポイントについ

た。11 年 12 月に全日本遊園施設協会（現

かな留意点が説明されました。

会の藤井宏治副委員長による講義が行われ

て、計画書や報告書の設計や記載に関する細

JAMMA 遊園施設事業部、以下同）の技術

委員会を作成委員会として作られた「遊戯施

ボルトの緩みの仕組みや

設の基礎知識」を教材資料として、遊戯施設

ボルトの緩みを止める歴史などを説明

の構造や仕組みが、コースター、メリーゴー
ランド、観覧車、ウォーターシュート、オク

休憩の後、技術概論として製造企業の専門

トパス、ローター、海賊船と、それぞれの大

家による講義が行われました。

別に従って詳しく説明されました。

最初に、ハードロック工業㈱の若林克彦社

長により、「ボルトの緩み止めについて」と
題する講義が行われました。

同社制作の「絶対に緩まないネジ『ハード

ロックナット』開発の秘訣」を資料として、
ネジの緩みはなぜ起こるのか、さらに、ナッ
トの緩みを止める技術の歴史などを説明する
講義が行われました。

まずネジの基本として、ネジは締付けるこ

とで、ボルト軸部に発生した圧縮力（ボルト
軸力）と被締結部材に発生した圧縮力（締付
力）とにより一体化されている。しかし、機

（一社）日本建築設備・昇降機センターの
中里眞朗氏

械等の使用中に何らかの原因でこの軸力又は
締結力が低下することを「ネジの緩み」と定

遊園地・テーマパークの担当者別にその役割を説明

義。

そのことから、ネジの緩みはネジが回って

7
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遊園施設事業部

活動状況

ハードロック工業㈱
の若林克彦社長
（写真左）

㈱椿本チエインの
佐野満氏
（写真右）

ンベヤチェーン」との種類があることを説明

緩むというだけでなく、外観上変化がないよ

し、今回はコンベヤチェーンについて講義を

うに見えても、軸力が低下することでネジの

進め、なぜコンベヤチェーンのトラブルが発

緩みが発生していることもあると説明しました。 生するのか、その原因やトラブルを防止する
日頃の点検やメンテナンスの方法やその重要

コンベヤチェーンの基礎と

性などについて、実例を挙げながら説明され

メンテナンスなどについて説明

ました。

続けて㈱椿本チエイン、チェーン商品・技

術統括の技術部

佐野満氏による「チェーン

について」の講義が行われました。

講義は同社で作成したコンベヤチェーンの

「基礎編」「取扱
しました。

メンテナンス編」を資料と

まずチェーンの基本として、モーターなど

の動力を伝えるチェーンを「駆動用チェー
ン」、実際に物を載せて動くチェーンを「コ

8
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SC 施設事業部

活動状況

第 5 回事業部会を開催、
岐阜と三重の SC を視察しました
泉などが揃う複合施設。今回ゲームコーナー

の視察を行ったが、２フロアの中でメダル
ゲームが充実していた。また併設する施設と

連携して映画の半券やボウリングのスコア
シートを持参するとメダルのサービスなどを
行っていました。

２番目の視察先は、同市のイオンモール大

垣にあるモーリーファンタジー大垣店（㈱イ
ロケーション視察の模様

JAMMA の SC 施設事業部（梶修明事業

オンファンタジー運営）と KOKADO タウン

（㈱ KOKADO 運営）。モーリーファンタジー
では会員に限定で配られる専用のコインに関

部長）は 13 年 12 月５日、６日の両日、第

する説明に参加者の注目が集まりました。

5 回 SC 施設事業部会を開催しました。参加

KOKADO タウンは店舗内だけでなくバッ

者は 34 名でした。

クヤードの視察もでき、景品・機械部品や各

初日の 5 日は岐阜県、三重県の商業施設

種備品などが非常に機能的に整理されている

等の視察を行いました。今回の事業部会は、 点に関心が高く、スタッフに熱心に質問する
視察先も視察するロケーションの数も多く、 姿が印象的でした。
非常に中身の濃い視察となりました。

さらに今回はロケーションの視察だけでな

く、㈱鈴木栄光堂の養老物流センターも視察

個性ある 6 施設を視察

しました。物流センターでは参加者が専用の

今回最初に訪れたの、は岐阜県大垣市のイ

服を着こみ、梱包ラインの視察を行いました。

オンタウン大垣。ここではまず子供用の遊具

参加者にはプリンターで行う賞味期限の印字

が豊富な KID`S US.LAND（US.MART ㈱運

に注目が集まりました。ライン視察後は、同

営）を視察。同施設は子供用のボールプール

社の製品に関する新たな提案が披露されました。

やジャングルジムなどの遊具だけでなく、一

最後の視察先は三重県員弁郡のイオンモー

部フリープレイのゲーム筐体やカラオケ、 ル東員にあるモーリーファンタジー東員店
マッサージチェア、雑誌やコミックなどを楽 （㈱イオンファンタジー運営）と楽市楽座イ
しむスペースなども設けられており、ファミ

オンモール東員店（㈱ワイドレジャー運営）
。

リーで楽しめる施設です。

楽市楽座では乗り物が充実していた点と、景

次に視察したのは大垣コロナワールド（㈱

品がユニークだった点が注目を集めました。

コロナ運営）。施設の中には、ゲームコーナー

さらに今回は、宿に着くバスの車内で消費

以外にも映画館、ボウリング場、パチンコ・ 増税に関する意見交換を行うなど充実した視
スロット、カラオケ、ネットカフェ、天然温 察となりました。
9
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SC 施設事業部

活動状況
（写真左）
乾杯の音頭を取る
JAMMA 上山専務理事

（写真下）
JAMMASC 施設
ゴルフコンペ
参加者のみなさん
鈴木栄光堂

物流センター視察の模様

宿泊先の湯の山温泉「彩向陽」（いろどう

りこうよう）で懇談会が行われました。ＪＡ

ＭＭＡ上山辰美専務理事が乾杯の音頭を取
り、会員相互の交流を深めました。

懇親ゴルフコンペ

翌６日は情報交換会を兼ねたゴルフコンペ

が行われ、５組 18 名が参加しました。天候
にも恵まれ、参加者は存分に日頃の腕前を披
露した。結果は次の通りです（敬称略）。

【優勝】

遠藤信朗（㈱ホープ）

【準優勝】

加藤敏幸（㈱カンソー）

【第３位】

足立仁至（㈱カンソー）

【ベスグロ賞】

片岡敏行（ＪＡＭＭＡ）

【ドラコン賞】

沼野進（㈱アソビックス）

中村英記（㈱エスケイジャパン）

【ニアピン賞】

加藤敏幸、沼野進 × ２

ゴルフコンペ入賞者
左から第 3 位の足立仁至氏、梶事業部長
優勝の遠藤信朗氏、準優勝の加藤敏幸氏

竹内治久（五洋リース㈱）
10
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協会活動

第９回理事会

日時：13 年 12 月 16 日 16：00 〜 17：30

2．26 年度重点事業計画に関する件

出席：理事 15 名、監事２名、経産省担当官 2 名

て実施したアンケートの結果を踏まえた上で

1.

が、事務局から説明され、審議の結果異議な

場所：ＪＡＭＭＡ大会議室
◎議題

会員の入会に関する件

標記の件について、３社の入会について審

議され、異議なく承認されました。

【新入会員】

標記の件について、事前に会員企業に対し

作成された平成 26 年度重点事業計画（案）
く承認されました。

なお、26 年度重点事業計画（案）は次の通
りです。※【

】は担当部会・委員会、各事

・㈱プロバックス（正会員、SC 施設事業部） 業の前にある○は公益性の高い事業
所在地：
平成 26 年度重点事業計画（案）
〒 731-0141 広島県広島市安佐南区相田1-1-33

1．アミューズメントマシン（AM）産業に

会員代表者：代表取締役

○ (1) 電子マネーシステムの構築に関する調

TEL. 082-831-2608

平本直樹

業種：遊園地施設の総合企画、営業管理及び
賃貸業務

推薦：㈱友栄、㈱セガ

・㈱ナコス（正会員、SC 施設事業部）
所在地：

〒 211-0022

関する調査研究事業

査研究〈新たな料金決済シテムの構築〉

【IT ネットワーク特別委員会／ JAIA 技術委員会】
○ (2) 景品提供営業のあり方に関する調査研
究【AM プライズ部会】

○ (3)AM のリサイクルシステム構築に関す
る調査研究【3R 部会】

神奈川県川崎市中原区苅宿 12-1

・(4) 展示会のあり方に関する調査研究【AM

会員代表者：代表取締役

○ (5) 知的財産確立に関する調査研究〈知的

TEL.

044-433-8331

松井泰宏

業種：遊園地施設の総合企画、営業管理及び
賃貸業務

推薦：プレビ㈱、㈱友栄

ショー運営委員会】

財産権の確立および保全、７号転用機の許諾

管理に関する調査研究〉【調査情報部会−知
的財産委員会】

・㈱マインズ（賛助会員、SC 施設事業部）

・(6) 規制の適正化に向けた調査研究【風適

〒 813-0034

○ (7)AM の健全化・啓蒙に関する調査研究

所在地：

法研究特別委員会】

福岡県福岡市東区多の津 2-7-1

〈倫理基準の運用、AM 適合機登録制度の検討、

会員代表者：代表取締役

・(8)AM の規制動向に関する調査研究【倫理部会】

TEL.

092-624-7887

東山峰雄

7 号転用機接続ハーネス標準化検討〉
【倫理部会】

業種：AM 機の開発・製造・販売・レンタル ・(9) 遊園施設に関する調査研究【遊園企画
リース、ゲームセンターの管理運営
部会／遊園技術・安全部会−技術委員会】

※ な お、 ㈱ マ イ ン ズ は 引 き 続 き JAMMA、 2．AM 産業に関する技術開発・標準化事業
AM マシン事業部の正会員となります。
○(1)関係法令等の検討作業への協力
【技術部会】
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・(2) 設備投資減税に伴う証明書発行事業＝ ・(4) 遊園施設に関する国内・海外関係団体
新規【技術部会】＝新規

との交流【遊園企画部会／遊園技術・安全部

3．AM 産業に関する情報の収集・提供及び

5．AM 産業に関する登録事業

○ (3)JIS 規格の策定事業【技術部会】＝新規
展示会・講習会等の事業

○ (1) アミューズメント文化の振興〈業界プ

会−技術委員会】

・(1)AM の表示マーク制度【倫理部会−倫理
審査委員会】

ロモーション、AM 機試遊制度検討、福祉施 ・(2) 遊園施設に関する定期検査報告【遊園
設での中古 AM 機の活用検討〉【調査情報部
会−広報委員会】

・(2)AM 産業に関する情報の収集及び提供

【調査情報部会】

○ (3) アミューズメント文化及び業界に係る

技術・安全部会−技術委員会】

・(3)AM プライズ表示マーク制度【AM プラ
イズ部会】

〔全 28 事業〕

情報の発信〈JAMMA ジャーナル等による

3．特別諮問委員会の設置について

標記の件について、事務局から資料に基づ

情報発信、HP のデザイン更新〉【調査情報

き説明され審議の結果、異議なく承認されま

・(4)AOU との展示会共催〈JAEPO 開催〉
【AM

諮問委員会は、橘正裕副会長（AM マシン

部会−広報委員会】

した。

ショー運営委員会】

事業部長）、梶修明副会長（SC 施設事業部

習会の実施【調査情報部会】

３名で構成され、JAMMA の全般に係る重

○ (5) 関連法令、協会自主基準等に関する講
○ (6) アミューズメント文化の海外への情報
提供等〈海外市場の拡大に向けた取組み〉
【国
際部会】

○ (7) 海外市場視察および報告事業【国際部
会／ SC 部会】

長）、中川実副会長（遊園施設事業部長）の

要と考えられる事項について審議を行い、そ
の結果を 26 年中に理事会に報告する予定。
4．その他

◎報告事項

1．各部会の活動報告

・(8) 遊園施設に関する安全対策の調査研究 （1）遊園施設事業部
と安全講習会【遊園技術・安全部会−技術委 （2）SC 施設事業部
員会】

2．ジャパン アミューズメント エキスポ 2014

園企画部会】

4.

・(9) 遊園施設に関する情報収集及び提供【遊
・(10)SC 遊園施設に関する情報収集及び提
供【SC 部会】

4．AM 産業に関する内外関係機関との交流
事業

3．設備投資に係る税制措置
5.

消費税転嫁対策特別措置法

賀詞交歓会

6．年間スケジュール
7．その他

報告事項の中では、遊園施設事業部の活動

・(1) 国内関係団体との交流【正副会長会議】 報告については、10 月に開催された第 2 回
・(2) 海外の業界団体との交流【国際部会】

遊園施設事業部会の内容が報告されました。

【国際部会・調査情報部会】

No.22 に掲載しています）

○ (3) 海外における知的財産権保護の活動 （部会の内容については JAMMA ジャーナル
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SC 施設事業部の活動報告については、7

に ASEAN 視察について重点的に報告され

会の内容は JAMMA ジャーナル No.20 に掲

設備投資に係る税制措置については、経済

月に開催された第 3 回 SC 施設事業部会（部
載しています）と 11 月に開催した AM 事業
部との共同事業、第 4 回 SC 施設事業部会

「ASEAN（シンガポール・マレーシア）AM

ました。

産業省の担当者から資料に基づき説明が行わ
れました。

市場動向視察」について報告されました。特

協会活動
第 7 回 JAIA 懇親ゴルフコンペが開催されました
日本アミューズメント産業協会（里見治会 【ベスグロ賞】

長、略称ＪＡＩＡ）は 11 月 30 日、千葉県

室井貴志（㈱アミューズメント・ジャーナル）

ＡＩＡ懇親ゴルフコンペを開催しました。参

中山俊哉（㈱バンプレスト）

東金市の東千葉カントリー倶楽部で第７回Ｊ 【ドラコン賞】
加者は９組 34 名でした。

当日は天候にも恵まれコースコンディショ

ンも良好で、終始和やかな雰囲気のなか、参

上山辰美（JAMMA）

奥山泰介（加賀アミューズメント㈱）
小野良文（㈱ホープ）

加者は日頃の腕前を競いました。なお、結果 【ニアピン賞】
は次の通りです（敬称略）。

橘正裕（㈱ナムコ）

川村康則（㈱アムジー）

半田嘉弘

【優勝】

中嶋豊彦（㈱京葉リース）

【準優勝】

沼野進（㈱アソビックス）

長瀬藤吉（㈱エイコー）

川村康則

【第３位】

柳田英一（㈱エイコー）

半田嘉弘（ＡＯＵ顧問）

山下滋（㈱セガ）

JAIA 懇親ゴルフコンペ入賞者
左から準優勝の長瀬藤吉氏、優勝の川村康則氏
里見治会長

第 7 回 JAIA 懇親ゴルフコンペ参加者の皆さん
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