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（ジャパンアミューズメントエキスポ）2016、
今年も JAMMA・AOU の共催で開催

2 月 19 日・20 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）2016」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、2016

年 2 月 19 日（金）
・20 日（土）の両日、千葉・
幕張メッセで開催されます。

このたび JAEPO の開催概要が固まり、両

2 月 20 日（土）

協会会員向けに出展募集案内を送付、出展募

10：00 ～ 17：00

集を開始しました。

※ 20 日のみ一般の入場可

今回も、前回の成果を踏まえて初日・ビジ

●会場：幕張メッセ国際展示場

ネスデーの開催時間を 1 時間延長し、午前

展示ホール 4・5・6（20.291㎡）

10 時〜午後６時までとし、より商談がしや

所在地：千葉市美浜区中瀬 2-1

すい環境を整えました。

TEL：043-296-0001

また、初日の開催時間にあわせて懇親パー

●主催：ジャパン アミューズメントエキス

ティーの開催時間も 19：00 からになって

ポ協議会

います。

一般社団法人日本アミューズメントマシン協

なお出展申込締切日は 10 月１日（木）ま

会（JAMMA）

でとなりますので、会員の皆様方には奮って

一般社団法人全日本アミューズメント施設営

ご出展をお願い致します。

【JAEPO2016

業者協会連合会（AOU）

開催概要】

●入場料：20 日（土）のみ

●名称：ジャパンアミューズメントエキスポ
2016

●会期：2016 年 2 月 19 日（金）

当日入場券：1,000 円

（小学生以下、60 才以上の方は入場無料）

10：00 ～ 18：00
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2016

募集要項

●出展資格

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

⑤日本国内での営業に使用できない景品類及

ケードゲーム機、乗物・遊園施設機器、プラ

び知的財産権を有する者からの日本向けの許

イズゲーム用景品のいずれかに該当する製品

諾を得ていない景品類（景品類は、実行委員

を出展される場合は、まず主催協会にご入会

会による書類審査の際に、ライセンサーまた

頂くことが必要です（海外ゾーンに出展する

は許諾の権利を有する代理店などからの日本

外国企業を除く）。入会手続きの方法等は、 向けアミューズメン卜用景品としての許諾を
下記協会事務局までお問い合わせください。

確認できる書類を提出していただきます。ま

一般社団法人日本アミューズメント

た、景品の制限価格（800 円）を超えるも

TEL

⑥メーカーの許諾を得ていない中古品。

マシン協会（JAMMA）

のは出展できません。）。

FAX

⑦ JAMMA 倫理表示マークの貼付がない７

03-3556-5522

03-3556-5524

E-mail asami@jamma.or.jp

号転用機。

施設営業者協会連合会（AOU）

ダルゲーム機。

FAX

少年の健全育成上好ましくないと考えられる

一般社団法人全日本アミューズメント

⑧ JAMMA 倫理表示マークの貼付がないメ

TEL

⑨映像、デザイン、音声等による表現が、育

03-6272-9401

03-6272-9411

もの（例：脱衣シーン等の卑猥な表現及び残

E-mail haneda@aou.or.jp

酷な表現等）。

●出展できないもの

⑩上記の他、主催者が不適当と認めたもの。

次に掲げるものは、出展・カタログ配布・小間

※当たり付自動販売機等、アミューズメント

内表示等ができません。下記各項に抵触する恐

マシンと誤解を招く恐れがあると主催者が判

れがあるものまたは不明な点がある場合は、出

断した製品の出展は、主催者の発行する注意

展申込み前に事務局にお問い合わせください。

書きを表示していただく場合があります。

①公序良俗に反するもの

※日本国内での営業使用が認められない可能
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性のあるリデンプションマシン等の製品の出

提示が必要となります）に基づき、実行委員

カーの表示が義務づけられます。

展不適当と判定されたものは出展できません

会が事前審査を行ないます。この審査で、出

展は、主催者の発行する「海外仕様」ステッ

※景品提供機については、風俗営業適正化法 （判定基準は公表いたしません）。なお、この
解釈基準に適合しないものは出展できません。 ために出展社が被る損害については、主催者

※海外ゾーンに出展する外国企業の場合は、 は一切補償いたしません。
出展できないものの規定が一部異なります。詳

②前日検査

●出展品の検査

おいて実行委員会による出展品の検査を行な

設営日である２月 18 日（木）夕刻、会揚に

しくは外国企業向け出展案内をご覧ください。

い、出展が不適当と判定されたものは撤去を

①事前審査

求めます。なお、このために生じる費用や損

すべての出展品は、出展社により提出された

出展品リスト及び添付資料（景品類の出展は、 害において、主催者は一切補償いたしません。
ライセンサーからの許諾を証明できる書面の

2016

出展申込

●出展料

ださい）。

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

②初めて出展される揖合

350.000 円（税別）

申込締切日までに、所定の「出展申込書」に、

240.000 円（税別）

会社案内、出展予定製品のカタログを添付し

※会員料金の「会員」とは、一般社団法人日

て、事務局にご提出ください。主催者にて出

本アミューズメントマシン協会（JAMMA） 展審査を行ない、申込書受理確認書と請求書
の正会員・賛助金員及び一般社団法人全日

をご返送します。請求書に基づき出展料全額

本アミューズメント施設営業者協会連合会

を指定口座にお振り込みいただき、入金が確

（AOU）の賛助会員を指します。

認できた時点で正式に出展申し込みの受理と

●申込方法

します。

①「ジャパンアミューズメントエキスポ」に

③海外ゾーンヘ出展する海外企業の場合

出展実績のある場合

申込方法等が異なります。詳しくは外国企業

申込締切目までに所定の「出展申込書」を事

向け出展案内をご覧ください。

務局にご提出のうえ、入金締切日までに出展

●出展社協同での出展申込

料全額を下記指定口座にお振り込みください

①景品展示での共同出展

（請求書の発行はいたしませんのでご注意く

景品の展示については出展社協同で出展で

〈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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きるよう検討いたします。事務局にご相談く

●申込締切日

②海外ゾーンの共同出展

●入金締切日

ださい。

2015 年 10 月 1 日（木）

海外企業の利便性のため、海外ゾーンでは、 2015 年 11 月 10 日（火）
出展資格のある販売代理店などの日本企業と

●申込取り消しまたは変更について

の共同出展が認められます。

出展社の都合により申し込みを取り消しま

たは変更する場合は 10 月１日（申込締切日）

●小間転売等の禁止

までの期間に書面によりお申し出ください。

出展社は、主催者の許可なく．契約小間の全

この期間を過ぎた場合の取り消し・変更はで

部または一部を他社へ譲渡、貸与等（譲渡料、 きません。また、一旦お支払いいただいた出
貸与料の有無を問わず）を行うことはできま

展料は払い戻しいたしません。

せん。

●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

FAX

03-6272-9401

E-mail

03-6272-9411

info@jaepo.jp
の有効利用の必要上、面積割をさせて頂く場

2016 出展社説明会

合があります。その場合、間口奥行が 3m 単

及び小間位置の決定

位にならないことがありますのであらかじめ

出展社説明会は下記の通り開催いたしま

ご承知おきください。

す。当日は、出展開係規程の説明と小間位置

2016

の決定を行ないますので、出展社は必ずご出

小間装飾について

席ください。

日時：2015 年 11 月 12 日（木）

●基礎小間

場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）

× 高さ 2.7m

※ 1 小間のスペース

15：00 ～ 16：30

間口 3m× 奥行き 3m

①壁面

システムパネル（白色塩ビシート加工）によ

なお，小間位置は実行委員会が決定し、同

る、隣接小間との仕切り壁面（後壁、側壁）

ゾーン内で同小間数の出展社があった場合に

②パラペット

出展社説明会にて抽選を行ないます。

③社名板（統一書体、文字ダークグレー）１

※小間は、原則として 3m×3m の矩形を 1

小間につき 1 枚（但し最高 3 枚まで）
、出展

単位としてその整数倍で構成しますが、会場
4
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申込会社名の表示に隈リます。

て、出展社の負担・設計により装飾を行なう

色彩で作成できます。

します。

1 社につき W1,800×D600mm テーブル１

出展製品を含む、小間内のすべての造作は、

出展社の負担でロゴマーク等自由な書体・ こともできます。詳細は出展社説明会で説明

④受付セット

台・クロス 1 枚・パイプ椅子 3 脚

①高さ規程

浮遊するアドバルーンを除き高さ 5m 以下

⑤ストックルーム

（外周に位置していて 60 小間以上の独立小

⑥ 1 次側幹線工事

ただし、隣接小間がある場合は、隣接面から

2 小間まで．但し出展社の負担で増設可。

間は高さ 6m 以下）とします。

1 小間につき 1kW

1m の範囲の高さを 2.7m 以下とします。

供給方式は交流単相 100V50Hz ／交流単

なお、二階建て構造、天井吊り構造を行なう

相 200V50Hz ／交流３相 200V50Hz の３

場合は予め事務局にお申し出ください。

種類で、出展科に含まれるのは 100V50Hz

②セットバック規程

のみです。超過分および 200V 電源は別途

小間内にステージや大型モニターを設置する

有償になります。

場合には次のようなセットバックが必要にな

また、小間内の 2 次配線工事は出展社の

ります。申込小間数のご決定に際し、ご留意

費用負担で行っていただきます。

ください。

※角小間についての通路側の側壁はつきません。 ◇ステージ

※四方が通路になっている小間（独立小間） 小間数により、以下の通りセットバックして
の場合は、小間仕切りパネル及びパラペット

ください。

ある場合でも、その奥行きが 9m 以上ある場

ｍ以上

つきません。

◇スクリーンやモニター

は設置しません。また、隣接している小間が ・70 小間以上…小間と通路の境界線から３
合、パラペットは強度の問題から原則として ・69 小間以下…〃２ｍ以上
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

・50 ～ 79 インチ…〃１ｍ以上

※画面の下限が３ｍ以上の高さに設置する場
合は除く。

③電気容量の追加

１小間あたり１kW を越える容量を必要とす
る場合は、出展社の負担にて追加工事を行う
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】
5
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１kW あたり 9800 円（税込）／ 1kW 刻み

！ご注意

で切り上げ

環境に配慮した展示会を目指し、パンチ

●会場検査

カーペットは基礎小間に含んでおりませ

2 月 18 日（木）夕刻、実行委員会による

ん。出展社におかれても、廃棄物の少な

会場検査を行い、小間内の装飾および安全確

い方法、リユース、リサイクル部材の使

保に関して検査を行います。検査の結果、各

用等、可能な限リで環境への配慮をお願

種規定に抵触していたり、安全確保がなされ

いいたします。なお、ご希置の出展杜に

ていないと判断した場合には、ただちに改善

は、有料、でパンチ力ーペットを付設す

を求めます。

ることも可能です。
2016

2016 出展社パス
6 招待券

搬入出スケジュール
搬入日時

①出展社パス

8：00 〜 20：00

1 社 30 枚）までを無料で発行します。

2016 年 2 月 18 日（木）

1 小聞につき 3 枚（10 小間未満の出展社は

※大型機械設置のために上記時間内で設置困

※追加希望の場合は、無料発行分を除き 300

いたします。

②ご招待券

難な場合は事前の申請によリ搬入時聞を配慮

枚を上限とし 1 枚 500 円で購入できます。

搬出日時

1 小聞につき 15 枚までを無斜で発行します。

17：30 〜 22：00

積極的にお配りください。

2016 年 2 月 20 日（土）

業界関係者の誘引拡大のために、お取引先へ

※追加希望の場合は 1 枚 500 円で購入でき

2016

ます。

懇親パーティー
会期初日の 2 月 19 日（金）19 時 00 分より、
東京プリンスホテルにおいて懇親パーティー

会で説明します。

・ご招待券については、出展社への発行

を開催します。

以外に主催者から、JAMMA 会員に対

詳細は出展社説明会でご説明いたします。

して 1 社あたり 2 枚、AOU 加盟会員に

2016

対して加盟している都道府県協会の数 ×

その他細則

2 校、AOU 賛助会員には 1 社 2 枚を無

償配布し、本展示会への来場誘引拡大に

①出展社による、部品、書籍以外の物販行為

努めます。

は禁止します。（主催者が企画する物販コー
ナー「JAEPO ショップ」を除く）。

②展示会の効果を高めるため、会期 1 ヶ月前

から会期終了までは、
出展社によるプライペー

トショーは自粛頂きますようお願いします。

・追加購入の方法など詳細は出展社説明
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2016

広報計画

○本展示会の開催を広く PR し、業界をア
ピールすると同時に、一般公開日の動員を図
るため、専門誌、一般新聞、雑誌の他、各種
マスコミ媒体を通じて広報宣伝に努めます。
○本展示会のホームページを開設し、開催概
要や出屋社リスト、イベント情報などを掲載
します。

○告知ポスターを制作して、全国 AOU 加盟
会員店舗に掲示します。

風適法改正案が公布されました

ゲームセンター等は 5 号営業に、
営業時間の規制が明確になりました

6 月 24 日付け官報で、「風俗営業等の規

等」、第２号「低照度飲食店」、第３号「区画

制及び業務の適正化等に関する法律」（以下、 席飲食店」、第４号「ぱちんこ、麻雀等」
、第

「風適法」）の改正が公布されました。

５号「ゲームセンター」となっている。

同法案は、昨年 10 月 24 日に閣議決定さ

その他、「特定遊興飲食店営業に関連する

れた後、臨時国会に提出されたが、衆議院が

規定の整備」や「良好な風俗環境の保全を図

旦廃案になりました。

トです。

11 月 21 日に解散されたため成立せず、一

るための規定の整備」も今回の改正のポイン

しかし、今年になって３月３日に改めて閣

議決定後、通常国会に提出され、５月 27 日

入店可能な時間帯が「午前６時

の衆議院での可決を経て参議院で６月 17 日

～午後 10 時」と明確になりました

に成立した。一部を除き公布日から１年以内
に施行される予定となっています。

アミューズメント業界に関連する事項につ

改正風適法の最も大きな柱は、「客にダン

いては、まず、風俗営業者の営業時間に対す

である。これによって、ダンスホールが風適

「営業時間の制限」を規定した改正前の第

スをさせる営業に係る規制の範囲の見直し」 る規制が改正前より明確になっています。
法の規制から除外されました。

13 条では、「風俗営業者は、午前零時から

まで規定されていた第１号から第８号までの

んではならない。
」としていましたが、改正

それら規制範囲の見直しに関連して、これ

日出時までの時間においては、その営業を営

風俗営業が、改めて第１号から第５号までに

によって「風俗営業者は、深夜（午前零時か

定義されました。

ら午前六時までの時間をいう。以下同じ。）

因みに、第１号は「キャバクラ、キャバレー

においては、その営業を営んではならない。
」
7
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と変更されました（改正のポイント①参照）。 入店可能といった状況ですが、改正風適法施
「日出時」という曖昧な表現がなくなり、 行後は、午前６時から午後 10 時の時間帯に
明確に「午前６時」と規定されました。

おける 18 歳未満の入場を禁止もできるし保

の 18 歳未満の客の入店を禁止している（第

り規定されたました。

18 歳未満のお客も午後 10 時までは入店可

べる場所であり、現在行われている概ね「午

この入店可能な時間帯も、
「日の出～午後

供と一緒に遊べないという状況に対して、
「も

護者同伴を条件とすることもできるとはっき

また、風適法は基本的に風俗営業の施設へ

しかし、アミューズメント施設は親子で遊

22 条第５項）が、ゲームセンターに限り、

後６時以降 16 歳未満の入店禁止」で親が子

能となっています。

10 時」だったのが「午前６時～午後 10 時」 う少し延長して欲しい」という要望があるの
と明確になりました。（改正のポイント②参 も事実だ。時折、「もっと遊びたい」という
お客とトラブルになることもあります。

照）

「午前６時～午後 10 時」の

18 歳未満の入場は条例で禁止も可能

Ａ Ｍ 業 界 で は こ れ ま で（ 一 社 ） 全 日 本

アミューズメント施設営業者協会連合会

（AOU）が先頭に立ち、保護者同伴の場合の
年少者の立ち入り規制緩和に向けた陳情活動

また、「その他所要の規定の整備」として、 を続けてきています。今回の風適法改正を一
18 歳未満の者のゲームセンターへの立ち入 つの正念場と捉えており、次のようにコメン
り時間制限に関する規定が見直されました。

トしています。

めた第 22 条の第２項で規定されており（改

ゲームセンター業界の今後を大きく左右する

時前までの時間における 18 歳未満の者の店

してもらうべく、会員各自の自助努力はさら

「風適法改正に伴う都道府県条例の変更は、

これは、風俗営業者の「禁止行為等」を定

正ポイント②参照）、午前６時から午後 10

ものであり、業界の健全性を広く一般に認知

内立ち入りについては、都道府県が条例で禁

に重要となってきます」

さらにＡＯＵは、今回の法律改正に伴って

止することができるという内容です。

また、「保護者の同伴が必要」などの制限

各都道府県に対して保護者同伴の年少者の立

現在の各都道府県の条例では、概ね、16

ていくということです。

ち入り時間制限緩和に向けて働きかけを行っ

も設けられるとしています。

歳～ 17 歳は日の出から午後 10 時までは入
店可、16 歳未満は日の出から午後 6 時まで

8
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ゲームセンターに関連する改正のポイント①
○改正前

（営業時間の制限）
第十三条

風俗営業者は、午前零時（都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日と

して条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める時、当該条例で
定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のあ
る地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時）から
日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
２（略）
↓

●改正後

（営業時間の制限等）
第十三条

風俗営業者は、深夜（午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。）に

おいては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合
は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以
後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

一、都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日
情のある地域として当該条例で定める地域
二、前号に掲げる日以外の日

当該事

午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別

な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
２（略）
３

風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する

条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めると
ころにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔って粗野若しくは乱暴な言動をする
ことその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措
置を講じなければならない。
４

風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する

条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めると
ころにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載すると
ともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

9

電子版 No.31

ゲームセンターに関連する改正のポイント②
○改正前

（禁止行為）
第二十二条

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一～四（略）
五

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第二条第一項第八号の営業に係

る営業所にあっては、午後十時（同号の営業に係る営業に関し、都道府県の条例で、十八歳
以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者につ
いてはその時）から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。）。
六（略）
↓

●改正後

（禁止行為等）
第二十二条

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一～四（略）
五

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第二条第一項第五号の営業に係

る営業所にあっては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせ
ること。）。
六（略）
２

都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、

条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営
業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保

護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができ
る。

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
JAMMASC 施設事業部（梶修明事業部

の「セガ イオンモール岡山」と、併設する

長）は 7 月 9 日、第 11 回 SC 施設事業部会 「DARTS&CAFE DAD」を視察しました。
を開催しました。出席者は 38 名。

今回は岡山県岡山市、倉敷市の商業施設

３ カ 所 を 視 察 し ま し た。 参 加 者 は 最 初 の

駅前の商業施設に立地することから、シー

ル機やプライズマシンの比率が高いという。
特に 10 代女性の来店者が多いとのことでし

視察先であるイオンモール岡山に集合後、 た。ダーツカフェは、アルコールの提供も行
施設内にある㈱セガ エンタテインメント

うことから夜の営業が主体になるとのことで
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した。

続いて㈱イオンファンタジーの「モーリー

ファンタジーｆ岡山店」を視察。同店は、同
社の中でも通常のモーリーファンタジーとは
異なり、大人も楽しめる機種構成になってい

ユーズランドはビデオゲームのラインナッ

プが非常に充実した若者向けのＡＭ施設。
モーリーファンタジー倉敷は同社の時間制プ
レイグランド「スキッズガーデン」が通常店
舗より大きく場所も独立して設置されている

ます。こちらの施設でも、参加やの方々は、 店舗となっています。
店舗運営に関する疑問点などを店舗スタッフ

全ての視察が終了後、宿泊先の「鞆の浦温

などに質問していました。

泉

岡山・倉敷地区の商業施設の状況について

となったため、内田慎一理事が挨拶を行い活

ジャーキャストの「トーマスステーション倉

翌 10 日は、岡山県笠岡市の JFE 瀬戸内

ホテル鴎風亭」で事業部会を行いました。

移動中に㈱アミパラの筒井雅久社長から、 梶事業部長がご尊父の急逝により急遽不参加

説明を受けた後、アリオ倉敷にある㈱プレ
敷」と「キッズプラザきゃらんど倉敷店」を
視察。トーマスステーションは「きかんしゃ
トーマス」をテーマに様々な体験が行える施

発な意見交換が行われました。

ゴルフ倶楽部で、情報交換会が行われ 17 名
が参加しました。

設。プライズマシンやプリントシール機、物
販なども行っています。ここでは「きゃらん
ど」が店舗の場所を移動して間もないことな
どの話を聞くことができました。

最後に、イオンモール倉敷に移動し、ユー

ズ㈱の「ユーズランド倉敷」と「モーリーファ
ンタジー倉敷店」を視察しました。

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

ます。

業部長）は平成 27 年度遊園施設事業部会員

また、当日の懇親会席上において、恒例の

位におかれましては、多数ご参加下さいます

翌 16 日（金）は、第 4 回遊園施設事業部会

懇 談 会・ 懇 親 会 を、10 月 15 日（ 木 ） に、 各社１品持ち寄りでオークションを行います
下記のとおり開催いたしますので、部会員各 ので、ご協力のほどお願い申し上げます。
ようお願い申し上げます。

ゴルフコンペを神奈川県の名門コースである

を基に事務局より説明の後、質疑応答や皆様

い申し上げます。

で、あらかじめご予定願えれば幸いでござい

出欠用紙にて参加の有無と参加人数を記入の

今回も前回同様に懇談会を設け、平成 26 「横浜カントリークラブ」で開催いたします
年度分の遊戯施設の定期検査報告台数分析表 ので、多数ご参加下さいますよう重ねてお願
の情報交換を行いたいと企画いたしましたの

なお、準備の都合もありますので、同封の
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平成 27 年度遊園施設事業部会会員懇談会・懇親会
上、平成 27 年 9 月 18 日（金）までに当協

ます。

会事務局へ必着でご回答願います。

※宿泊用ホテルについて

〔FAX（03-3556-5524） ま た は E メ ー ル

当日東京に宿泊する方用としてホテルを用

（sakai@jamma.or.jp）でも結構です。〕

意いたしましたので、必要な方は、別紙、出

当日（10 ／ 15・16）の連絡等については、 欠申込書にてお申し込みください。
酒井宛に

・京王プレッソイン新宿

7170-6605）へお願いいたします。

〔〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-4-5〕

（ 携 帯 電 話：080-5686-0681 又 は 090-

電話 03-3348-0202（代）

料金：10,300 円〈税、朝食代込〉

【懇談会・懇親会】

※宿泊費の 10,300 円は、9 月 25 日までに

開催日時：平成 27 年 10 月 15 日（木）

次の口座にお振込み願います。

懇談会：15 時 00 分～ 17 時 00 分

〔振込口座〕口座名：JAPEA 研究会

懇親会：17 時 10 分～ 19 時 00 分

口 座 番 号： み ず ほ 銀 行 渋 谷 支 店（ 普 通 ）

開催揚所：京王プラザホテル 43 階

No.3329562

電話：03-3344-0111（代）

☆第 53 回オークション：10 月 15 日の懇

懇談会：「スターライト」

親会席上にて各社 1 品持ち寄りで行います

懇親会：「スターライト」

ので是非ご協力のほど、お願い申し上げます。

〔〒 160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1〕 ◎ゴルフコンペ
会費：1 名分は無料

第 4 回遊園施設事業部ゴルフコンペ

・2 人目からは、1 名につき 10,000 円（懇

日時：10 月 16 日（金）

・有料分の会費は、9 月 18 日までに次の口

場所：横浜力ントリークラブ東コース

親会費含む）

座にお振込み願います。

9 時 00 分 OUT スタート

電話：045-351-1001（代）

〔振込口座〕口座名：社）日本アミューズメ 〔〒 240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
ントマシン協会

今井町 1025〕

No.2178532

用下さい。

口座番号：みずほ銀行市ヶ谷支店（普通） ※ゴルフシューズは、ソフトスパイクをご使
申込期限：別紙、出欠申込書にて 9 月 18 日

（金）までに必ずご回答下さい。

回答は、FAX（03-3556-5524）又は E メー
ル（sakai@jamrna.or.jp） で お 願 い い た し
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スター室前

参加費：今回は無料とします。
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平成 27 年度遊戯施設安全管理講習会が開催されます
最近の遊戯施設は、利用者の要求とともに多種多様となり、運動形態も多様化・高度化が

進み、それに伴い大型化する機種も増えてきております。

これらの遊戯施設に刻する安全確保には、遊戯施設を維持・管理する人々の日常の努力や

確実な操作による運転などに負う部分が大切であることはいうまでもありません。

当協会では、設立以来遊戯施設の安全をテーマに「遊戯施設安全管理講習会」を開催して

まいりました。

本年も標記講習会を次のとおり開催いたしますので、遊戯施設に携わる関係者及び遊戯施

設の運行管理者・運転者など幅広くご参加下さいますようご案内いたします。
【主催】一般社団法人日本アミューズメントマシン協会
【後援】（予定）国土交通省、大阪府

【協賛】
（予定）
（一財）日本建築設備・昇降機センター、西日本遊園地協会、東日本遊園地協会、
日本ウォータースライド安全協会、（一社）近畿ブロック昇降機等検査協議会

【受講対象者】遊戯施設の運行管理者、運転者及び技術者などのすべての関係者
【会場、開催期日、開催場所、定員】

【開催期日】2015 年（平成 27 年）12 月 2 日（水）
【開催場所】北浜フォーラム会議室（A・B・C）
大阪市中央区北浜 1-8-16

【定員】120 名

大阪証券取引所ビル

【講習科目及び時間】

TEL：06-6202-2311

1．開講挨拶

10：00 〜 10：30

3．遊戯施設の維持保全計画と運行管理

13：00 〜 14：00

2．遊戯施設定期検査マニュアル（補足） 10：30 〜 12：00
4．遊戯施設の技術概論

14：00 〜 17：00

（1）加速度測定について （2）ワイヤーロープ

【講師】

（一社）日本アミューズメントマシン協会
（一財）日本建築設備・昇降機センター
㈱共和電業
東京製綱㈱

技術本部

フエロー

鋼索銅線事業部

坂田

技術委員長

森田

認定評価部副部長

営業本部

光児氏

【受講料】〈テキスト代及び税を含む〉

市場技術部

栄二氏

金田

マネージャ

宏氏（予定）

菊地

伸洋氏

ア．（一社）日本アミューズメントマシン協会会員 ………………………5,000 円

イ．建築行政担当、西日本遊園地協会、東日本遊園地協会、……………8,000 円
日本ウォータースライド安全協会会員

ウ．上記ア及びイ以外の方 …………………………………………………12,000 円
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