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（ジャパンアミューズメントエキスポ）2014、
2 月 14 日・15 日幕張メッセ

出展社・出展小間数が決定しました
JAMMA と（一社）全日本アミューズ

11月1日に、東京都港区のメルパルク東京

メント施設営業者協会連合会（AOU）の共

で行われた出展社説明会には、協会関係者、

業界唯一の総合展示会「ジャパン アミュー

ました。

催で、2014 年 2 月 14 日（金）
・15 日（土） 出展社の代表が出席し、改めて出展概要の説
の両日、千葉・幕張メッセで開催される AM 明が行われたほか、各社の小間位置を決定し
ズメント エキスポ（JAEPO）2014」の出

出展社説明会で山下滋JAEPO実行委員長

展社、出展小間が固まりました。

は、「」と挨拶。JAEPOへの期待を示すと

JAMMA、AOU両協会による初の共同開

ともに、出展社に謝意を表しました。

催として行われた前回のJAEPO2013は、

今回のJAEPOでは、２日間の限られた会

その前年のAOUエキスポと比べて、出展規

期の中でビジネス来場者への利便性を図るた

模、来場者数共に上回り、盛況の内に終了し

め2月14日、ビジネスデーの開場時間を１時

ました。

間延長し、18：00までとするほか、来場者

AM業界が厳しい環境にさらされる中、今

に有益な主催者イベント・セミナー等の開催

回のJAEPO2014は、前回の出展規模には

を予定しています。

及ばなかったものの、出展社数44社、出展
小間数は638小間となりました。
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開催概要

名称：ジャパン アミューズメント エキスポ
2014

出展規模：44 社

後援：経済産業省、国土交通省（いずれも予定）
入場料：2 月 15 日（土）

638 小間

パブリックデー

日時：2014 年 2 月 14 日（金）
ビジネスデー（招待日）

開場時間：10：00 ～ 18：00
2014 年 2 月 15 日（土）

大人 1,000 円

当日入場券

小学生以下、60 才以上は無料

〈事務局〉

ジャパン アミューズメント エキスポ協議会

パブリックデー（一般公開日）

事務局

開場時間：10：00 ～ 17：00

〒 102-0074

（15 日の入場は 16：30 まで） 東京都千代田区九段南 3-8-11

会場：幕張メッセ

4・5・6 ホール

（〒 261-0023 千葉県美浜区中瀬 2-1） TEL：
TEL：043（269）0001

飛栄九段ビル 8F

E-mail：info@jaepo.jp

主催：ジャパン アミューズメント エキスポ

URL：http://www.jaepo.jp/

協議会

（一社）日本アミューズメント
マシン協会（JAMMA）

（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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出展申込
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（ジャパンアミューズメントエキスポ）2014、

ワークショップ参加企業を募集します

なりますので、皆様奮ってお申込下さい。

JAEPO2014 では、前回も好評であった

なお、締切は 11 月 29 日で先着順の申し

ワークショップを、主催者事業担当分科会の

込みとなります。

主催で開催することとなりました。

開催概要は次の通りとなります。JAEPO

出展社におかれましては、自社製品をオペ

平成 25 年 11 月 06 日

レーターがより理解して頂ける貴重な機械と

ジャパン アミューズメント エキスポ ２０１４
ワークショップへのご協力お願い
ＪＡＥＰＯ２０１４実行委員会
主催者事業担当分科会
座長
畦 田 在 隆
拝啓

貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたびジャパン アミューズメント エキスポ ２０１４の初日に、昨年大変ご
好評を頂いたオペレータ向けのＡＭ機器や関連機器に関するメンテナンス講座を再び実
施することとなりました。
つきましては、このメンテナンス講座で、自社製品のメンテナンスについて、講座を
持って頂ける出展企業を募集いたします。ご協力をお願いいたします。
敬具
記
＜ＪＡＥＰＯメンテナンス講座講演企業募集＞
期

日：平成２６年２月１４日（金曜）ＪＡＥＰＯ２０１４会期初日

場

所：幕張メッセ国際会議場１０１号室

内

容：ＪＡＥＰＯ２０１４にご来場のオペレータを対象に、店舗における自社製品
や関連機器のメンテナンスの要領や注意すべき点などを解説して頂きます。

時

間：６０分間（11 時～、12 時～、14 時～、15 時～のいずれかを予定）

搬入搬出：前後各６０分間以内（ご相談に応じます。）
受講者定員：３０名程度
対象機種：自社製品で運営委員会の承認を得たものに限ります。
告

知：ＪＡＥＰＯ２０１４のホームページを通じて受講者の募集を行います。

※ＪＡＥＰＯ２０１４の出展社に限ります。
※マイク等会議室に既設の設備はご使用になれます。その他設備はご相談下さい。
※講座に必要な製品の搬入搬出・資料作成等の費用は自社負担でお願いします。
※講座内での宣伝行為はおやめ下さい。
※会場枠に限りがありますので、お申し込みは先着順とさせて頂きます。

申

込：１１月２９日（金曜）までに、別紙申込書にてＪＡＭＭＡ事務局まで
お申し込み下さい。

お申し込み・お問い合わせ
一般社団法人 日本アミュ－ズメントマシン協会（担当：酒井）
TEL:03-3556-5522／FAX:03-3556-5524 sakai@jamma.or.jp
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平成 25 年度

遊戯施設安全管理講習会を開催します

平成 25 年度遊戯施設安全管理講習会・開催ご案内
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対する安全確保には、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（旧全日本遊園施設協会）
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：2013 年（平成 25 年）12 月３日（火）
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 大阪証券取引所ビル TEL：06-6202-2311〕
定員：120 名
講習科目及び時間
1．開講挨拶 10：00 〜 10：30
2．遊戯施設の基礎知識 10：30 〜 12：00
3．遊戯施設の維持保全計画と運行管理 13：00 〜 14：00
4．遊戯施設の技術概論 14：00 〜 17：00
(1) ボルトの緩み止めについて
(2) チェーンについて
講師：
（一社）日本アミューズメントマシン協会 技術副委員長 藤井 宏治
（一財）日本建築設備・昇降機センター 認定評価部長 中里 眞朗
ハードロック工業㈱
㈱椿本チエイン
受講料（テキスト代を含む）
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、
日本ウォータースライド安全協会会員……………………………… 8,000 円
ウ．上記ア及びイ以外の方………………………………………………… 12,000 円
送金方法及び期日
平成 24 年１１月２９日（金）までに銀行振込にてご送金願います。
〔銀行振込先〕 みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通 No. 2178532
社）日本アミューズメントマシン協会
申込方法・申込締切日
所定の申込書に必要事項を記入の上、ファクシミリ（03-3498-0544）又は郵送にて
平成 25 年 11 月 29 日（月）までに必着でお申込ください。
申込先・問合せ先
〒 102-0074 東京都千代田区九段南 3-8-11 飛栄九段ビル 8F
（一社）日本アミューズメントマシン協会 遊園施設事業部
TEL：03-3556-5522 FAX：03-3556-5524
講習終了証の発行
全課程を終了された方には、講習終了後、「講習修了証書」を発行いたします。
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遊園施設事業部

活動状況

平成 25 年度 会員懇談会・懇親会を開催しました
遊戯施設構造基準の建築基準法施行令の改正の
説明等を行いました
て頂いております。

今回 JAPEA と JAMMA が一緒になって

本当によかったと思っております。我々のよ
うに大型遊戯施設を販売しているメーカーと
しては、安全で安心で面白い機械を提供する
のが本来の姿だと思っています。この懇談会

でも、様々な議題について皆様の意見を頂き、
有意義な会にしていきたいと思います」と挨
拶を締め括りました。

JAMMA 遊園施設事業部（中川実事業

懇談会は中川事業部長が座長となり進行。

部長）は 10 月 17 日 15 時から、東京都新

以下のテーマについて活発な意見交換が行わ

平成 25 年度遊園施設事業部会員懇談会を開

1．建築基準整備促進事業（技術委員会報告）

宿区の京王プラザホテル「ムーンライト」で、 れました。
催しました。

懇談会は JAMMA 酒井三朗部長の司会で

（1）
「遊戯施設の客席の安全性に関する調査」
委員会

始まり、議題に先立ち中川事業部長が挨拶し （2）
「高さ 60m を超える遊戯施設の主要な支
ました。

持部品に係る構造方法に関する検討」委員会

中川事業部

標記の件について、金田宏技術委員会委員

長は「本日は

長から、JAMMA から委員として検討に参

越しいただき

に基づき報告が行われました。

お忙しい中お

加している委員会の審議内容について、資料

ありがとうご

2．遊戯施設構造基準の建築基準法施行令第

ざいます。旧

129 条の 4 の改正について

JAPEA の 代

標記の件について金田委員長から、資料に

表として現在

基づき改正箇所の新旧対比などについて説明

JAMMA の
挨拶する中川実事業部長

が行われました。

副会長をさせ
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遊園施設事業部
3．遊戯施設定

活動状況

施行予定の設備投

期検査マニュア

資 減 税について、

について

て、資料に基づき

いて金田委員長

た。

で発刊している

では白神敬治理事

ル・補足〔仮称〕 その概要等につい
標記の件につ

説明を行う金田宏技術委員長

説明が行われまし

か ら、JAMMA

その他、懇談会

「遊戯施設 定期検査マニュアル」について、同

乾杯の音頭を取る上山辰美専務理事

から、定期検査マニュアルの中で錆・腐食の

書発刊後に公布・改正された国土交通省告示

検査項目について質問があり、金田委員長か

に基づき、遊戯施設の定期検査報告書におけ

ら説明が行われた。また、60m 以上の検査

る検査及び定期点検の項目、事項、方法につ

期間が現行では長期にわたるので短縮できな

いて大幅に改正されたため、マニュアルを質

いかといった意見も寄せられた。

問形式で補足することについて、資料に基づ

懇談会終了後、懇親会が催され、上山専務

き説明が行われました。

理事が乾杯の音頭を取り、盃が高く掲げられ

4．遊戯施設定期検査報告書の受付状況について

た。宴の途中には朝日科学模型遊園の佐原茂

雄氏の司会で恒例のオークションが行われ、

中締めを行う白神敬治理事

標記の件について酒井部長から、資料に基

づき報告されました。

盛り上がりを見せました。

5．設備投資に係る税制措置について

会員同士の懇親が深められた懇親会は、白

標記の件について、上山辰美専務理事から

神敬治理事の中締めで散会となりました。
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