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第 48 回アミューズメントマシンショー開催迫る
平成 22 年 9 月 9 日（木）から 11 日（土）まで
幕張メッセ 4・5 ホールで

開 催 が 目 前 に 迫 っ て き た「 第 48 回 ア

JAMMA の社会貢献活動として重要な位置

今回の AM ショーは既報の通り、9 月 9

6 月 29 日には、東京・四谷のスクワール

ミューズメントマシンショー（AM ショー）」。 を占める、チャリティーイベントも実施され
その出展社数・出展小間数が決定しました。 る予定です。
日から 11 日までの 3 日間、「みんなで遊ぼ

麹町で出展社説明会および小間位置決定会が

ます。今回は昨今の AM 業界全体の不振を

明が行われました。今回は出展規定の規制が

出展社数 37 社、出展小間数 573 小間と前

く行われました。

ルを使用しての開催となります。

委員長から「アミューズメントマシン業界が

う」をテーマに千葉・幕張メッセで開催され

開催され、出展社に対して安全面も含めた説

色濃く反映する形となりました。出展規模は

一部緩和されたため、安全面の説明がより多

回を若干下回る形となり、ホール数は 2 ホー

説明会の中で、石村繁一 AM ショー運営

今回もビジネスデーの 2 日間は、「第 48

底力をアピールし、内外に話題を提供できる

ナー」が内容を充実して行われます。セミナー

きたい」と挨拶されたように、業界に活力を

セミ

展示会になるよう皆様とともに努力をしてい

会場も一カ所にまとまり、より受講しやすく

与えられるような AM ショーに向け活動を

回アミューズメントマシンショー

なりました。最終日のパブリックデーには、 進めて参ります。
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第 48 回アミューズメントマシンショー
開催概要

名称：第 48 回アミューズメントマシンショー

販売します。

出展小間数：573 小間

会員入場券

出展社数：37 社

日時：9 月 9 日（木）ビジネスデー（招待日） 今回より新たに出展社でなくてもお買い求め
頂ける「会員入場券」を新設しました。ビジ
9 月 10 日（金）ビジネスデー（招待日）

9 月 11 日（土）パブリックデー（一般公開日） ネスデー（業者招待日、9 月 9 日・10 日）
のみ有効で、価格は 1 枚 800 円になります。
開場時間 10：00 〜 17：00

（11 日の入場は 16：00 まで）

購入方法については 8 月上旬頃、事務局よ

（〒 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）

用下さい。

り会員各位にご案内申し上げますので、ご利

会場： 幕張メッセ 4・5 ホール
TEL：043-296-0001

（社）日本アミューズメントマシン工業協会（JAMMA） 〈ショー事務局〉
主催：
（社）日本アミューズメントマシン工業協会
全日本遊園施設協会（JAPEA）
後援予定：経済産業省、国土交通省、
日本経済新聞社

（JAMMA）事務局
〒 102-0074

東京都千代田区九段南 3-8-11

入場料：9 月 11 日（土）パブリックデー当

飛栄九段ビル 8F

日入場券

TEL：03（3556）5522

大人 1,000 円（前売 700 円）

FAX：03（3556）5524

小学生以下、60 歳以上は無料

E-mail：info@am-show.jp

※前売券は、会期 2 カ月前から、首都圏の

主要プレイガイドやコンビニエンスストアで
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第 48 回アミューズメントマシンショー
出展社一覧
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第 48 回アミューズメントマシンショー
出展社説明会及び小間位置決定会が開催されました

6 月 29 日 14：00 から、東京都・四谷の

その中で今回も来場者に高評価を得ている

スクワール麹町「錦華」で、出展社説明会及

主催者セミナーを実施することが説明されま

当日は主催者側から、今回運営委員長を

また、パブリックデーに実施して評価を得

び小間位置決定会が開催されました。

した（セミナーの概要については別掲）
。

務める石村繁一ショー運営委員長をはじめ、 ているチャリティーイベントも 9 月 11 日に
ショー運営委員メンバー、運営関係会社等が

実施します。今回の説明会では出展社に広く

出席しました。

チャリティーグッズの提供を呼びかけました。

林 委 員 長 は「 ア ミ ュ ー ズ メ ン ト マ シ ン

さらに前回、来場者の安全を図るため、運

ショーは、とりわけここ数年一般公開日に、 営委員会で「小間内の安全確保に関するガイ
多くの方々がご来場いただくようになってお

ドライン」を策定したことを受け、今回も安

事故の心配などもありますので、安全確保の

インの説明が行われました。

ならないと考えています。そのため運営委員

れました。会場レイアウトは運営委員会にお

全確保のために様々な施策を行っていく予定

て決定され、申し込みが同数の場合は抽選に

りますが、主催者側としてはうれしい反面、 全担当分科会の小野良文委員長からガイドラ
ために一層力を注いで運営していかなければ

出展説明会終了後、小間位置決定会が行わ

会の中に安全対策分科会を設置しまして、安

いて会場全体の人の流れや安全性等に配慮し

です」と安全に配慮した運営を行うことを強

より小間割を決定する方法が採られ、別掲の

調されました。さらに「今回の展示会が出展

通り各社の小間が決定しました。

された皆様方の期待にかない、同時に我々ア
ミューズメントマシン業界が底力をアピール
し、内外に話題を提供できる展示会になるよ
う努力したい」と挨拶されました。

説明会は、まず JAMMA 事務局から出展

規定の概略説明。続けて出展規定、搬入、搬出、
電気工事については事務局、施工業者、電気
工事業者から詳細に説明されました。特に今
回は一部小間装飾に関し規制を緩和した部分
があるので、それについて資料を基に事務局
から出展社に詳細な説明が行われ、安全面に
より一層の配慮が求められました。

石村

第 48 回 AM ショーは、出展社数、小間数

の減少に対応し、9 月 17 日と 18 日のビジ

ネスデー、最終日 19 日のパブリックデーと
もに 2 ホールでの開催となります。
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第 48 回アミューズメントマシンショー
セミナー告知
●日時：平成22年9月9日（木）13：30～15：00、9月10日（金）13：00～17：00
●会場：幕張メッセ国際会議場302会議室

アミューズメントマシンショーでは来場者のためになるセミナーを今回も実施します。会員の皆様方にセミナーの概要をお知らせ致します。
みなさんふるってご参加下さい。
なお、
AMショー招待券にセミナーの内容は詳細に記載されています。あわせてご確認下さい。

セミナーA

テ ーマ：不況期における店長の意識の持ち方と仕事の進め方

講

師：株式会社

船井総合研究所

・レジャービジネスチーム

9月９日（木）
13：30～15：00（90分間）

定

チームリーダー

宇都宮

勉氏

員：９0名

受講料：3,000円（消費税込）
会

場：幕張メッセ国際会議場302会議室

テ ーマ：オペレーター必見

セミナーB

アミューズメント

出して終わりではない！

ゲーム機の廃棄
講

師：株式会社ユニバース
子安

9月1０日（金）
13：00～1４：30（90分間）

定

環境コンサルタント主任

伸幸氏

員：80名

受講料：2,000円（消費税込）
会

場：幕張メッセ国際会議場302会議室

テ ーマ：アミューズメントマシンの“お役立ちメンテナンス情報

セミナーD

講

師：株式会社タイトーTECH事業部サービスセンター
水信

9月10日（金）
15：30～17：00（90分間）

定

昭治氏

員：80名

受講料：2,000円（消費税込）
会

場：幕張メッセ国際会議場302会議室

【申込み】
希望する講座名と、会社名・所属役職・氏名・TEL・FAXを下記までメールでお送り下さい。折り返し、「受講券」を
E-mail：ams@ava-lon.com
メールでお送りいたします
※受講券の発行をもって申込みの完了とさせていただきますので、メール送信後24時間（土・日・祝日を除く）以上を経過しても受講券が
届かない場合は、お手数でもセミナー事務局までお問い合わせ下さい。
※受講料は、当日、セミナー会場前の受付にて、受講されるセミナーの開始10分前までに現金でお支払い下さい。
※各セミナーとも、申込締切日前であっても、定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込み下さい。
※お送りいただいた個人情報は、本セミナー以外には一切使用致しません。

【申込締切日】2010年9月6日（月）必着

問い合わせ：セミナー事務局（平日10：00～18：00）

TEL：03（5645）1637

FAX：03（5645）1624
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特別企画

JAMMA 新役員に聞く

自らの立場を活かし
メーカーとオペレーターの橋渡しに努力
第1回 橘
正裕 副会長
（バンダイナムコゲームス）

5 月 25 日に開催された JAMMA 第 22 回

ン ” があります。オ

が選任されました。今回から 3 回に分けて

アプローチによって

通常総会で新役員として 3 名の理事・監事

ペレーターの方々の

新役員の方々を紹介していきます。

AM 機器・コンテン

第 1 回となる今回は副会長に就任された、 ツの個性を活かし、

バンダイナムコゲームス顧問の橘正裕氏で

AM 施設でしか楽し

部会長も務められます。

業界の “ 存在意義 ”

す。橘副会長は石村副会長の後任として倫理

め な い 業 務 用 AM

副会長に就任した感想については、「大変

の創出につなげられ

な時期に副会長の重責を務めることになりま

ると考えています。

した。現在アミューズメントに限らず、エン

そのためには、これまで以上にメーカーとオ

ターテインメント業界市場全体が厳しいに

ペレーターが連携を図ることが必要になりま

状況に置かれています。特に業務用 AM 機

す」と家庭用ゲーム機、携帯ゲーム機の普及

器・施設市場は長らく低迷が続いています。 だけでなく、携帯電話やスマートフォンなど
JAMMA としてもこのような現状を打破で

ゲームを楽しめる新端末が登場し “ 遊びの要

況です」と厳しい市場環境を指摘、その中で

レーターが一体になった取り組みが必要だと

き、即効性のある施策が見いだせていない状

素 ” が多様化した環境では、メーカーとオペ
強調されています。

少しでも業務用 AM 産業全体を活性化させ

さらに、現状 AM 業界が抱える AM 機器

るため、自らの立場を活かしていきたいとい

の安全の問題や、地球環境に配慮した AM

う考えを示しています。
「私はバンダイナムコゲームスの顧問とし

機器のリサイクルの問題など、JAMMA だ

て JAMMA の副会長を務めてまいりますが、 けでなくオペレーターの方々との協力がなけ
同時にオペレーターであるナムコの社長も務

れば対応できない問題も多くあります。「オ

ターそれぞれ独自の活動だけではこの厳しい

けば、業界共通の課題に取り組み、時代にマッ

めております。現状はメーカー、オペレー

ペレーターとメーカーとが共に手を携えてい

環境は打破できないと思います」とした上

チした効果的で効率的な活動を進めていける

で、「新機種、新ジャンルに対する研究開発

と確信しております。

はメーカー各社が積極的に取り組んでおられ

JAMMA は今年、AOU と共同事務所を構

ます。しかし我々メーカーだけではできな
いことに “ 人の介在 ” による “ オペレーショ

え、より迅速な対応がとりやすい環境ができ
6
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行う組織が発足し、活動を続けておられます。 改めて理解していただく努力を続けていかな
JAMMA では私が副会長に就任したことで

ければならないと感じていますし、そこに活

他の役員の方々は、私にオペレーターとの橋

路のひとつがあるのではないでしょうか」と

渡しの役割を期待されておられるでしょう。 自らの立場を積極的に活かして、JAMMA
私自身もその期待を感じておりますし、自覚

の活動においてオペレーターの視点を取り入

ム機器の素晴らしさをオペレーターの方々に

副会長のご活躍が大いに期待されます。

もあります。JAMMA として、業務用ゲー

れていきたいと考えておられます。今後の橘

「安全安心設計のものづくりの推進」開催
～経産省と産総研によるシンポジウム～

JAMMA が共同プロジェクトの成果を報告しました
明や製品構造、機能の問題点の分析、安全評
価手法の確立等につながる提案の募集を開始
しました。今回のシンポジウムは、その事業

概要の説明とともに、過去 3 年間に実施さ
れた「安全知識循環型社会構築事業」の成果
報告を行うという目的で開催されました。

シンポジウム第一部は、高木美香 経済産

業省製造産業局 デザイン・人間生活システ
ム政策室 室長補佐から、「子どもの事故予防

5 月 28 日（金）、六本木のアカデミーヒ

に向けて～情報収集から製品開発へ～」と題

ルズ 49F のタワーホールにおいて、経済産

して報告されました。

業省製造産業局デザイン・人間生活システム

今年度の「キッズデザイン製品開発支援事

政策室と、独立行政法人産業技術総合研究所

業」においては、経済産業省からの委託で、

製品開発支援事業シンポジウム」が開催され

成果普及検討委員会、キッズデザイン基本的

（以下、産総研）の主催で、「キッズデザイン

産総研に、事業推進委員会、企業ニーズ調査・

ました。

事項検討委員会を設け、製品開発や業界標準

この「キッズデザイン製品開発支援事業」 の作成を支援していくということが説明され
とは、経済産業省が今年度より開始した事業 ました。
政策で、子どもの傷害予防に向けた「安全安

続いて報告に立った、山中龍宏 キッズデ

心設計のものづくり」を産業界とともに持続
的に推進していく体制の構築を目指している
ものです。

経済産業省では、これに向け、今年度の事

ザイン製品開発支援事業 事業リーダーは、
産総研「子どもの傷害予防工学カウンシル

（CIPEC）」の代表で、小児科医。報告は、
「製
品事故と医療機関の役割」と題して行われま

業として「キッズデザイン製品開発支援事業」 した。山中氏は医療の現場から事故を予防す
共創プロジェクトを開催し、広く企業・業界 るという観点で情報交換し分析していくと工
団体・その他の機関に、事故メカニズムの解

学的に解決できるものが相当数であることが

7
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わかってきたといいます。そういったことか

今回の共同実験はガイドライン等に対応し

ら、このプロジェクトは意義あることだと強

た対策で一定の効果を上げている安全対策に

調されました。

数値的な裏付けを付与するために行ったもの

発表の 3 つめは、西田佳史 産総研デジタ

になります。

ルヒューマン工学研究センター 生活・社会

今回は様々なサイズのシリコーンの円柱を

機能デザイン研究チーム長により、「製品事

指に模して測定を行いました。これにより硬

例」と題して行われました。

でき、今後の安全対策に対して有効なデータ

故分析技術を活用したキッズデザインの事

貨返却口の蓋に指が挟まるメカニズムが解析

近年の製品開発には、文化や言語、老若男

収集が行えたと結びました。

女を問わない「ユニバーサルデザイン」とい

シンポジウムの中では、上山専務理事に対

う考え方が不可欠となっています。キッズデ

して、業界団体がこのような共同研究を行う

子どもの安全を最大限に考慮したものとして

て質問があり、上山専務からは、ＡＭ施設は

的であると説明されました。

であり、そこに設置されている機械も同様の

ザインもまた、そうした考え方をベースに、 ことについてのメリット・デメリットについ
提供していくことが、このプロジェクトの目

より多くの人々が年齢層を問わず楽しむ場所

第二部は第一部の発表者に加え、産総研の

ものとなるため事故が発生すると、業界全体

共同プロジェクトに参加した JAMMA 上山

の社会的な問題となるため、今回のように業

辰美専務理事と永代産業（株）総合研究所研

界団体で共同実験を行うことで、各社が垣根

究開発室の大谷優建材グループ長が参加し

を越えて取り組む事ができたと話されまし

て、パネルディスカッションが行われました。 た。さらに機械を運営する側のオペレーター
ディスカッションに先立ち、大谷、上山両

に対しては、注意喚起のステッカーを配布す

氏から共同プロジェクトの内容について報告

るなど、JAMMA で対策を講じていること

が行われました。

も説明されました。

大谷氏からは、自社で開発する衝撃吸収機

能が付与された床材において、共同実験によ
り得られた成果の報告を行いました。

上山専務理事からは、アミューズメントマ

シンの硬貨返却口に子供の指挟み事故防止に

ついて JAMMA の取り組みおよび、今回の
共同研究の報告を行いました。

JAMMA ではアミューズメントマシンの

硬貨返却口に子供の指挟み事故防止につい
て、技術部会の中に専門の「硬貨返却口安全
対策分科会」を設置し各種施策を行っていま

す。その中で、「硬貨（コイン・メダル）返

活動の成果を報告する JAMMA 上山専務理事

却口の安全性に関する指針」というガイドラ

インを作成し、会員各社に啓蒙活動を行っています。
8
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協会活動

第 117 回理事会

JAMMA の一般社団法人化に向け専門委員会が発足しました
日時：7 月 29 日 15：00 〜 16：30
場所：JAMMA 会議室

出席：理事 12 名（うち代理出席 1 名）、
監事 2 名、経産省担当官 3 名

◎議題

副部会長

橘正裕副会長（新任）

部会長

神宮司憲人理事

部会長

阪口一芳理事

【国際部会】

【調査情報部会】
【倫理部会】

1．会員の入会承認に関する件

標記の件について、2 社の入会について審 部会長
副部会長
議され、異議なく承認されました。
副部会長

〈新入会員〉

橘正裕副会長（新任）
初野純孝理事

山下滋（セガ）

【AM プライズ部会】

・㈱三田商事（正会員）
所在地：

部会長

佐藤隼夫理事

部会長

林隆副会長

東京都台東区東上野 2-13-8 副部会長 田坂吉朗理事（新任）
【技術部会】
TEL．03-3839-3363
〒 110-0015

会員代表者：代表取締役社長
業種：遊技機販売等

田村

尚宇

副部会長

小野良文理事

推薦：㈱アールエス、㈱マインズ

【消費流通部会】

所在地：

【3R 部会】

部会長

・㈱ディースクエア（賛助会員）

内田慎一理事

内田慎一理事
〒 101-8548 東京都千代田区鍛冶町 2-9-12 部会長
【AM ショー部会】
TEL．03-3255-5411
会員代表者：代表取締役

小川

部会長

良太

副部会長

業種：・キャラクター商品の企画、製造、販売

林隆副会長

石村繁一（バンダイナムコゲームス）

・特許権、商標権、著作権、著作隣接 3．一般社団法人化に向けた取り組みに関する件
標記の件については、平成 20 年 12 月に
権その他知的財産権の取得、開発、

施行された公益法人改革法に従い、JAMMA

管理、許諾、譲渡

では法施行後 5 年（平成 25 年 11 月）内に、

・一般労働者派遣事業

新たな法人格の取得申請を行わなければなり

推薦：㈱友栄、加賀アミューズメント㈱

ません。（移行期間内に申請しなかった法人

2. 部会・委員会の担当選任に関する件

標記の件について各部会の部会長等が、次 は解散したものと見なされます）また、厳し
い現況を打破するため、業界団体の統合を加
のように決定しました。（敬称略）
速させ、大同団結をもって、業界の課題に前

【法務財務部会】
部会長

里見治会長

副部会長

林隆副会長

副部会長

向きに取り組む必要があります。

この前提を受け、事務局から以下の提案が

木村雅三副会長

行われ審議の結果、異議なく承認されました。
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JAMMA では専門委員会を立ち上げ、日

本 SC 遊園協会（NSA）との統合に先行着

手するとともに、JAMMA の一般社団法人

ついて報告が行われ、承認されました。
5. 技術部会に関する件

標記の件については、事務局から独立行政

化に向けた準備を本年度からスタートさせ、 法人「産業技術綜合研究所デジタルヒューマ
平成 23 年度内に新法人に移行することを目

ン工学研究センター」との共同で行った安全

専門委員会は「一般社団化実行委員会」と

月 28 日に六本木アカデミーヒルズで行われ

指すこととします。

し、委員長には橘正裕副会長が就任すること
になりました。

4. 第 48 回アミューズメントマシンショー
及び今後の運営に関する件

標記の件については、事務局から出展小

間申込みの結果が報告されたほか、今回は
ショーの活性化を図る新たなチャレンジとし
て、新規顧客来場促進に向けコスプレイヤー
をターゲットに動員を図ることが説明されま
した。また、1 月に再組織した AM ショー
部会（部会長：林

隆副会長）の活動状況に

知識創造共同プロジェクトの活動報告及び 5

た同プロジェクトの成果を発表するシンポジ
ウム（上山辰美専務理事が出席）の報告が行

われました。
（シンポジウムの内容については別掲）
6. 3R 部会に関する件
7. その他

(1) 来年度通常総会の開催日程に関する件
◎報告事項

(1) 国際展開について
(2) 年間スケジュール

(3) その他（再雇用制度の進捗について）

協会活動

中国の動漫遊戯博覧会に出席し、中国政府文化部との交流を行いました
中国の国家動漫ゲーム産業振興基地より、

よって日本企業と中国企業が一体となって

中国政府文化部の認可を受けて 7 月 8 日

アミューズ、メント産業を発展させるために、

として、当協会に後援名義の依頼とともに出

を要請しました。

~12 日に上海で動漫遊戯博覧会を開催する

席依頼があり、上山専務理事が開会式に出席しました。
開会式に先立ち、VIP 控え室で、文化部の

アミューズメントマシンの輸入規制等の緩和

文化部の欧陽副大臣からは、動漫 ( アニメ、

コミック、ゲーム ) は今後の成長が期待され、

欧陽副大臣、劉局長と挨拶する機会があり、 来年の動漫博覧会は今年の 2 倍程度の規模
アミューズメントマシンの規制緩和の陳情を を見込んでいる。というお話しがあり、同部
行いました。

の劉局長からは、アミューズメント産業の規

を与える産業であり、国民生活が豊かになり

おらす、ゲーム機の普及に関して保護者は子

ンツやソフトウェア技術等の先端技術を集約

せられました。

大きく貢献することが期待できます。

会（漫画、
アニメ、
ゲーム）
の開催等を行っています。

アミューズメント産業は、人々に感動と夢

制問緩和に対して、中国社会の対応ができて

つつある中国社会にとって重要な産業。また、 供の教育に大きな不安や抵抗を持っており、
アミューズメントマシンは、デジタルコンテ 徐々に緩和していくことが重要との意見が寄
したものであり、中国企業の技術力向上にも
10
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国際交流の面では、シーグラフと 3D の技術

に関する規制も行っており、メダル機のメダ

にゲーム産業の健全さ等の実態を把握しても

ウトして景品化している。日系企業ではリデ

を中国企業に紹介。展示会などを通じ、政府

ルアウトは認めていないが、実際はメダルア

らうことが業界の発展につながる。

ンブションを導入しています。

80 年代はゲームセンターがたくさんの

動漫遊戯博覧会の日本国内の窓口になって

あったものの、ゲームに子供たちが夢中にな

いるアサツーディー・ケイからは、昨年 2 月、

教育によく無いとの先入観が強く有る。その

おり、施設事業者の許認可に当たっては地方

り学業がおろそかになり、保護者は青少年の

文化部は許認可権を地方に移す通達を出して

ため近年、ゲーム産業が他の産業（コミック、 の判断による。
アニメ）と一体化し、健全な産業になりうる

また子供たちが、動漫（コミック、アニメ）

との見方もあり、要はゲーム機の利用方が重

に対して夢中になるのは容認するも、ゲーム

入は認めているとのことです。

者が多く、文化部はアミューズメント産業の

要であり、子供の知力を高めるゲーム機の輸

に対しては教育上、好ましくないとする保護

日系企業などの中国現地法人の状況につい

自由化に対して慎重であり、健全性を理解し

ては、日系企業は初期投資が多く、回収にお

てもらうことが重要。

いて苦戦している。一方、中国系の現地ロケー

文化部の劉局長は自由化の推進者であり、

ションは、中古機を主体に低価格で運営して

規制緩和に前向き。中国ではオンラインゲー

おり価格差が課題。

ムが急速に普及しつつあり、プレー時聞が長

（現地企業 1 元で、コイン 2 枚、又は 3 枚。 くなる傾向にあることから、時間制限するソ
日系企業 1 コイン 1 元又は 2 元）

フト付きのゲームがある。といった意見をいただきました。

標権が確立しつつある状況です。

第六回動漫遊戯博覧会イベントの公式発表。

コピー問題については、やっと中国でも商

備考

メイン会場来場者数

また中国政府文化部ではアミューズメント

延べ 13.65 万人

マシンの輸入規制に加え、マシン本体（構造） 出展者数 256 社（うち海外は 8% を占める）

第 112 回 JAMMA 里見会長杯ゴルフコンペが開催されます
JAMMA で は「 第 112 回 JAMMA 里 見

で先着順とし、その後はキャンセル待ちとなります。

会長杯ゴルフコンペ」を下記の要領で開催い

また、開催日前日以降のキャンセルは、規

たします。皆様奮ってご参加下さい。

【日時】9 月 18 日（土）8：14
北コース

スタート

キャンセル料を申し受けます。

計8組

【会費】15,000 円（賞品およびパーティー

※集合は 7：30 までにお願いします

費用）※当日ご持参下さい。

【場所】久邇カントリークラブ
（〒 357-0014

【プレー代】プレー代（約 ¥24,000 円）、食

埼玉県飯能市平松 470）

電話：042-973-1192 FAX：042-974-4545

定により前日 5,000 円、当日 10,000 円の

事代等諸費用は各人にてご精算下さい。

【参加申込】別紙出欠通知書により、8 月 30

【お問い合わせ】
JAMMA 事務局

TEL：03-3556-5522

日（月）までにお申し込みください。定員ま （担当：片岡 kataoka@jamma.or.jp）
11

電子版 No.3

48th Amusement Machine Show

The outline of 48th Amusement Machine Show is announced.
48th Amusement Machine Show will be held from September 9th through 11th
for 3 days at Makuhari Messe in Chiba with the theme “Let us all Enjoy!” The large

decrease of the number of exhibitors and their booths strongly reflects the current

harsh environment of the industry. The number of 32 exhibitors with 573 booths is
slightly less than the last year. We will use 2 halls for the event.

Same as last year, “48th Amusement Machine Show Seminar” will be held during

the first 2 business days with even richer contents. In contrast to previous
exhibitions, seminars will be held at a single venue. For the public day, a charity
auction will be held which forms an important part of our social service.

On the 29th of June, a meeting was held at Square Kojimachi in Yotsuya, Tokyo,

where the outline of the event was described for the expected exhibitors. This year,

as some regulations for exhibitors are deregulated, more detailed descriptions were
given on security issues.

In the meeting, Mr. Shigeichi Ishimura, the event manager, gave the following

comment: “We hope that this event will be a model for exhibiting potential
strength of our industry. Also, we as a whole make this event stimulative not only

domestically, but also internationally. As is in the comment, we are striving for the
event to be successful so that it provides a positive impact for the industry.
<Outline>
Title: 48th Amusement Machine Show
The number of exhibitor: 32
The number of booth: 573
Date:

9th(Thu) Business Day (for Business Guests Only)

10th(Fri) Business Day (for Business Guests Only)
11th(Sat) Public Day (for General Visitors)

Opening Hours 10am – 17pm (Entrance will be closed at 16pm on 11th)

Place:

Hall 4 & 5, Makuhari Messe

2-1, Nakase Mihama-ku, Chiba, Chiba prefecture, 261-0023

Tel: 043-286-0001

Sponsorship:
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Admission for the public day:

1000yen at the door, 700yen on sale in advance

(Admission will be free for those who are 12 years old or younger, or 60
years old or over.)

Tickets will be available at major“Playguide”shops and convenience

stores in advance.
Member Admission

From this year, a special admission will be arranged for non-exhibiting members.

The admission will be available in the first two days (business days) only. The price
will be 800yen per ticket. We will notice the method of purchase in early August.
<Event Office>

Japan Amusement Machinery Manufacturers Association Office
8F, Hiei Kudan Building,

3-8-11, Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
TEL: 03-3556-5522, FAX:03-3556-5524
E-mail: info@am-show.jp
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