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ＪＡＭＭＡ平成 25 年度定時総会を開催
新副会長に中川実氏が就任、
新任理事４名を選任
JAMMA は 5 月 22 日午後 4 時から、東京・ しての導入を決定し、平成 25 年４月から７
虎ノ門のホテルオークラ別館「メイプルルー 社が参画して実施することなどを中心に活動
ム」で平成 25 年度総会を開催しました。

を行いました。

当日は来賓として経済産業省から横山篤史

続いて平成 25 年度事業計画並びに収支予

課長補佐、山中裕二係長が出席されました。

算案について事務局から説明され、こちらも

総会の議事に先立ち里見会長が挨拶。里見

全会一致で原案通り承認されました。

会長は「我々業界の数字について、ゲーム関

平成 25 年度は、

連業界に恩恵が来ているかというと、まだ残

１．アミューズメントマシン（ＡＭ）産業に

念ながらきていないと思います。しかし今後

関する調査研究、

は、少しずつプラスの影響が出てくるのでは

２．ＡＭ産業に関する技術開発・標準化事業、

ないかと思っています。

３．ＡＭ産業に関する情報の収集・提供及び

同時にやはり我々は、消費税対策をしなけ

展示会・講習会等の事業、

ればなりません。このまま消費税がアップす

４．ＡＭ産業に関する内外関係機関との交流

ると、ほとんどの会社で利益が出ない状況に

事業、

陥りかねません。運用面での規制緩和につい

５．ＡＭに関する登録事業を５つの柱とし、

ては、今年の賀詞交歓会でなんとしても実現

それぞれの柱の中に公益性の高い事業と業界

したいとお話しをしました。これは引き続き

活動又は収益事業とに事業を分類して活動に

お願いをしていきます」と引き続き規制緩和

取り組んでいきます。

に注力していくことを示し、会員の協力を求

さらに、理事の退任に伴う役員選任が行わ

めて挨拶を締め括りました。

れ、事務局から次期理事候補４名、が説明さ

議事は、平成 24 年度事業報告並びに決算

れ審議の結果、全員異議なく選任されました。

報告、監査報告が事務局から項目毎に説明さ

休憩をはさんで臨時理事会が開催され、新副

れ、全会一致で承認されました。平成 24 年

会長が選任され、新役員体制が決定しました。

度は、景品提供営業のあり方についての調査

すべての議事は終了し、総会の決議事項に

研究において、検討進めてきた「適正景品マー

基づいて、本年度の JAMMA は活動を進め

ク制度」について「ＡＭプライズマーク」と
1

ることとなりました。
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平成 25 年度通常総会

里見

治

会長挨拶

ＡＭ業界全体が厳しい環境も
一丸となって対処していく

皆様もご承知の通り、思った以上に株価も

よいのでは、と言う

私個人的には年末位までに株価が 1 万

ただ、我々業界の

上がってきました。

話しもしました。

5000 円になり、円安に関しても、参議院選

数字について、ゲー

ム関連業界に恩恵が来ているかというと、ま

挙が終わって、自民党が勝利してあたりから

為替レートが 1 ドル 100 円になるのでは、 だ残念ながらきていないと思います。しかし
今後は、少しずつプラスの影響が出てくるの
と予測していました。
ではないかと思っています。

それが半年以上前の時期に株価は 1 万

同時にやはり我々は、消費税対策を行わな

600 円程度に、円も 1 ドル 102 円近辺になっ

ければなりません。このまま消費税がアップ

てきています。それに伴って景気も「何とな
く良くなってきた」という状況になっていま

すると、ほとんどの会社で利益が出ない状況

すでに今年に入って昨年対比で 15％位増収

したいとお話しをしました。これは引き続きお

年金の運用も、総理は夏くらいまでに、う

何とか我々が今後も事業を継続していける

す。私も総理官邸で総理にお目にかかったり、 に陥りかねません。運用面での規制緩和につ
官房長官とも会って話を聞いていて、税収が いては今年の賀詞交歓会でなんとしても実現
になっているといいます。

願いをしていきます。

まくいけば 10 兆円を超える運用益が出るの

よう、そうなればまた JAMMA の会員も増

ていますし、利益が出るような形にしたのだ

私も頑張ってまいりますので皆様のご支援を

ではとしています。ポートフォリオも変化し

えていけるような業界になればと思います。

と思います。それなら消費税は上げなくても

お願い致します。

平成 25 年度通常総会 経済産業省 製造産業局産業機械課
横山 篤史課長補佐祝辞

『感性』
『文化』など日本の強い
コンテンツを世界に積極発信
横山課長補佐祝辞

まず日本の経済情勢

につきましては、先程

本日は日本アミューズメントマシン協会の

里見会長からお話しもありましたが、アベノ

総会にお招きいただきまして誠にありがとう

ミクス効果と申しますか、株高円安という

ございます。また日頃より経済産業行政に御

ことで 1 ドルが 102 円〜 103 円、株価が 1

理解をいただきまして誠にありがとうござい

万 5000 円を超えています。さらに GDP で

ます。総会にあたりましてひとことご挨拶さ

いいますと、1 月〜 3 月期でだいたい 0.9％

せていただきます。

の増とこれを年換算すると約 3.5％増で、こ
2
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本に帰ってきてもらう。そういったことが必

こ一年で一番よい数字になっています。

要ではないかといわれています。

これに対して設備投資の状況についてはマ

もちろん海外からフィードバックが来るに

イナス 0.7％というマイナス成長が 5 期連続
で続いています。

はそれなりの投資があるかと思いますがその

ミクス効果は製造業まで波及している感じが

ラの老朽化の問題など様々な問題があります

時にも税の問題、エネルギーの問題、インフ

このような状況ですので、まだまだアベノ

ので、そういった問題をきちんと解決してい

ないので、皆様方も肌で感じるような景気回

かなければならないと思っています。

復にはまだなっていないのかと言うところだ

ここで重要なのが、海外からの投資がビジ

と思います。

その中で今年の GW は、比較的海外旅行

ネスの環境の整備だけでは持続していくもの

う状況でした。それも円安の効果に伴って海

発展を目指すには、ホスピタリティ的なもて

ではない、と私は思っております。持続的な

と言うよりも、国内旅行の方が多かったとい

なしやアフターコンベンションのような楽し

外よりも国内で過ごされる方が多かったので

みが必要になってくると思います。そのよう

はないかと思われます。その意味で国内の消

な環境を整備するのも、現在里見会長を筆頭

費者が今の経済を牽引しているという状況に

に当協会で取り組まれておる風適法の適正化

なっています。

や日本版のリデンプションの導入、また各種

国内消費が持続すればアミューズメントマ

規制緩和が必要になってくるかと思っていま

シンの投資の方にも続くものと期待しており

す。また消費税の対応対策、そういった所が

ます。

重要になってくるのではないかと思っていま

ここで産業競争力会議の内容についてひと

す。

つご紹介させていただきたいと思います。現

最近では東京をはじめとして「世界一ビジ

在安倍政権の元で「産業競争力会議」で話さ
れているひとつとして「これからの日本がど

ネス環境のよい地域」や、都営地下鉄の 24

立国」と「産業投資立国」を柱にし、双発型

ういった所が進めば自ずとアミューズメント

時間営業などの話しも出てきております。こ

のような方向で進か」ということで、「貿易

マシンの需要というものも出てくるのかと思

のエンジンで行くべきではないかという議論

っています。

がなされています。

微力ながら我々ができるような所があれ

「貿易立国」はこれまで我々がやってきた

ところを再度見直してやっていくということ

ば、可能な限りご協力していきたいと思いま

り原発や上下水道、鉄道などインフラを海外

す。

すのでぜひご要望をいただければと思いま

です。もうひとつの「産業投資立国」はやは

最後になりますが、日本アミューズメント

に輸出するということです。輸出するのはい
いのですが、コアとなる部分、例えば司令塔

マシン協会の益々のご発展、皆様方のビジネ

門、さらに素材部門など底辺を支える部分に

してご挨拶の言葉とさせていただきます。

スのご隆盛、ご多幸、ご健勝を祈念いたしま

のような所、本社機能であるとか研究開発部
ついては、きちんと日本に残した上で、それ
なりの量産の部分を海外に出して、さらに日

3
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JAMMA 平成 25 年度通常総会 審議事項

JAMMA 平成 25 年度通常総会

AM プライズマーク関連事業、
規制緩和に関する事業などが重点事業
総会は、山辰美専務理事が司会進行を努め、

定款 16 条の規定に基づいて里見会長が議長
となり進行されました。

まず事務局から、本日の出席者数について、

正会員 88 社中、委任状を含め 65 社の出席

で、定款に定める定足数を充たしていること
が報告されました。

続いて、第 1 号議案審議に先立ち、新生

JAMMA 発足に伴う３団体統合と旧３団体

し、調査研究を行うとともに、適正化を求め

施することが改めて報告されました。

由を検討しました。また規制緩和に関しては、

る規制事例の洗い出しと、その改正すべき理

の事業はすべて新生 JAMMA が継承して実

■第 1号議案 平成 24 年度事業報告並びに決 （一社）全日本アミューズメント施設営業者

協会連合会（AOU）と協調して引き続き調

算報告、監査報告及び収支差額処分案承認の件

査研究を行います。

標記の件について事務局から項目毎に説明

旧 JAPEA 関連の遊園施設に関する調査研

が行われました。事業報告の中では、電子マ
ネーシステム構築に関しては、今年度はプリ

究については、平成 24 年 12 月 12 日付で

や、他業種向けに展開している IC カード使

が公示され、定期検査に関する遊戯施設の定

国土交通省（以下国交省）告示第 1450 号

ペイド型磁気カードシステム導入店舗の視察

期検査業務に係る告示である国交省告示第

用のマルチ電子マネー決済システムについて

284 号が改正されたことを受け、改正に伴

の検討を行いました。

う解説を遊園施設事業部において国交省と協

景品提供営業のあり方についての調査研究

議の上作成し、関係会員及び定期検査関係会

においては、検討進めてきた「適正景品マー

社に周知しました。

ク制度」について「AM プライズマーク」と

AOU との展示会共催については 2 月 15

しての導入を決定し、平成 25 年４月から 7
社が参画して実施することとなりました。実

日・16 日の両日、幕張メッセで、AOU と

社）全日本アミューズメント施設営業者協会

キスポ 2013（JAEPO2013）」を初の共同

の共同主催で「ジャパンアミューズメントエ

施に際しては、オペレーターを代表して（一

連合会（略称 AOU）の飯澤幸雄会長を招いて、 主催で開催。開催規模は海外 2 社を含む 51

社 688 小間、来場者数も 2 日間合計で 2 万

記者発表を行いました。

人を超えるなど、盛大に開催しました。

規制緩和に関しては、「風適法研究特別

旧 NSA 関連の海外展示会視察及び報告事

委員会」（委員長：橘正裕副会長）を設置
4
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JAMMA 新任役員

中川

片岡

尚

実

新副会長

新理事

今泉

白神

敬治

（新理事は氏名五十音順）

元秀

新理事

高島

新理事

省吾

新理事

■平成25年度JAMMA役員
（敬称略、理事は氏名五十音順）
会

長

副 会 長
副 会 長

里見
橘
梶

副 会 長

中川

理

事

今泉

理

事

専務 理 事
理
理
理
理
理
理
理
理
理
監
監

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

治

正裕
修明

実＝新任

上山

辰美

内田

慎一

元秀＝新任

セガ

ナムコ

代表取締役会長CEO

代表取締役社長／バンダイナムコゲームス

プレビ

代表取締役社長

三精輸送機

代表取締役社長

（一社）日本アミューズメントマシン協 会
カプコン
友栄

ホープ

常務執行役員

代表取締役社長

代表取締役社長

小野

良文

小島

理一

タイトー

隼夫

システムサービス

片岡

尚＝新任

阪口

一芳

白神

敬治＝新任

佐藤
神宮司

憲人

高島

省吾＝新任

簗瀬

良司

田坂
臼井

吉朗
清

イオンファンタジー

代表取締役社長

取締役イノベーション総合推進室室長

コーエーテクモウェーブ
サノヤス・ライド

アールエス
泉陽興業

フリュー

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役会長

理事

代表取締役社長

セガ・ロジスティクスサービス
臼井税理士事務所

5
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項については、平成 24 年 9 月に国際部会と

以上の説明、報告に基づき審議の結果、全

合同で中国・広州ＧＴＩショー及び広州のＡ

会一致で原案通り承認されました。

悪化により事業は中止となりました。

平成 25 年度事業計画並びに収支予算案承認の件

策の調査研究と安全講習会については、平成

明され、審議の結果全会一致で原案通り承認

都千代田区）で平成 24 年度遊戯施設安全管

事業計画では、１．アミューズメントマシ

31 日現在の会員数は正会員 88 社、賛助会

Ｍ産業に関する情報の収集・提供及び展示会・

ンハート）。退会は正会員９社、賛助会員３

関係機関との交流事業、５．ＡＭに関する登

続いて決算報告は、収支計算書、収支計算

公益性の高い事業と業界活動又は収益事業と

Ｍ市場の視察を予定しましたが、日中関係の
旧 JAPEA 関連の遊園施設に関する安全対

24 年 12 月 14 日、自治労第一会館（東京

■第２号議案

標記の件について事務局から項目ごとに説

されました。

理講習会を開催し、114 名の受講者を得た。 ン（ＡＭ）産業に関する調査研究、２．ＡＭ
会員の異動については、平成 24 年３月 産業に関する技術開発・標準化事業、３．Ａ
員 35 社。そのうち入会は正会員１社（㈱エ

講習会等の事業、４．ＡＭ産業に関する内外

社と報告されました。

録事業を５つの柱とし、それぞれの柱の中に

書に対する注記、正味財産増減計算書、貸借

に事業を分類して活動を行うことなどが説明

監査報告が行われました。

ミューズメントプライズマーク制度」普及に

対照表、財産目録、財務諸表に対する注記、 されました。
その中でも、主な取り組みとしては「ア
の項目毎に説明された後、簗瀨良司監事から

電子版 No.2

向けた啓蒙活動、規制緩和への取り組みや、
ＡＯＵとの共催となるジャパンアミューズメ
ントエキスポの開催などがあります。
■第 3 号議案

理事選任後、中道保信副会長の退任に伴い、

会場を移して臨時理事会が開催され、新副会
長に中川実理事を選任。資料に基づいて報告
された（新役員体制については別掲）
。

役員選任に関する件

標記の件について、事務局から資料に基づ

すべての議事は承認され、里見会長の閉会

宣言で平成 25 年度定時総会は無事終了しま

き理事候補者について説明され審議の結果、 した。
全会一致で原案通り承認され、４名の新任理
事が選任されました。

第 22 回 JAMMA 通常総会 懇親会

平沼赳夫衆議院議員を来賓に招き開催
会場を移し

て行われた懇

を通り越して 2 級国家になってしまってい

ると思います」と日本の国内状況が悪化して

親 会 は 今 回、 いると語り、その状況下で AM 業界の対応
来賓として平 について「我々もただ政治家のみなさんにお
沼赳夫衆議院
議員を招いて
行われまし
た。

里見会長は

里見会長が祝辞

「一番は我々ア

ミューズメント業界だけをみても、常識外
的な規制、16 歳未満の子供は親・保護者同

伴でも 18 時以降はゲームセンターに入れな
い、といった規制が多いということです。他

の業界でいえば、パチンコの業界も 30 兆円
の市場規模がちょっとした規制で 20 兆円に
なり雇用も 10 万人減り、税収も 1 兆 5,000

億円程度マイナスになっていると思われま

願いをするだけでなく、我々自身も業界一丸
となって、規制の緩和についても、今日ここ

にお見えの内田会長の NSA さんや AOU さ
んとも一体となって、今年中に目途をつけて
我々の業界が少しでも明るくなるよう、みな
さんと一緒になって活動をしていきたいと思
います」と挨拶しました。

来賓として平沼赳夫衆議院議員、平沢勝栄

衆議院議員がそれぞれ力強く祝辞を述べられ
ました。

乾杯の音頭は木村雅三副会長が取り「JAIA

としてひとつになってひとつの事務所の中
で、色々な業務を遂行していくわけです。今
までは個々に政治家の方々や警察庁の方々に

す。その他医療・薬関連や建築基準法など、 規制緩和のお願いを申し上げておりました
あらゆる業界が過剰な規制によって個々の企 が、これからは協力し合って活動していくわ
業の活動が抑えられています。

今や韓国、アメリカにも抜かれ今の日本の

ポジションは、以前は世界の No.2 であった

のが、現在は 27 位、先進国ではなく、1 級

けです。非常に私は期待をしております。先
程会長から話があったように、規制緩和を何
とか早くしていただいて、業界がますます発

展できるようにお願いしたいと思っていま
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す」と挨拶し高々と盃を掲げました。その後、
会員相互の懇親を深めた宴は、林隆副会長の
中締めで散会となりました。

藤澤

通常総会懇親ゴルフコンペ

知徳氏（エイティング）が優勝

平成 25 年度通常総会開催の翌日となる 5

川村

康則（アムジー）×2

ブで JAMMA 通常総会懇親ゴルフコンペが

金沢

義秋（ケーケークリエイト）

月 26 日、茨城県常総市の水海道ゴルフクラ

平岡

開催されました。参加者は 21 名。

奥山

結果は次の通りです（敬称略）。

優

勝

準優勝
第3位

橘
森

室井

ドラコン賞

ニアピン賞

勝美（フジヤ）

泰介（加賀アミューズメント）

正裕（バンダイナムコゲームス）

啓二（エンハート）

貴志（アミューズメントジャーナル）

濱田

康彦（

江原

信元（アルタ）

村上
小野
長瀬
里見

栄司（

）
）

良文（ホープ）

藤吉（エイコー）
治、

総会懇親ゴルフコンペ参加者のみなさん

総会懇親ゴルフコンペ入賞者
左から第 3 位の室井貴志氏、優勝の橘 正裕氏、里見治
会長、準優勝の森啓二氏
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