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ＪＡＭＭＡ平成 29 年度定時総会を開催
平成 29 年度事業計画などを承認
必要なことだと思います」とし、挨拶を締め
括りました。

続いて来賓を代表し、経済産業省産業機械

課の片岡隆一課長が祝辞を述べられました。

片岡氏は、現在設備投資が徐々に進行して

いることを受け、AM 業界のメーカー各社も

独自技術を基に産業発展に貢献してほしいと
希望を述べ、祝辞を締め括られました。

JAMMA は 5 月 24 日午後４時から、東京・

本総会会では、平成 28 年度事業報告、平

虎ノ門のホテルオークラ別館「メイプルルー

成 28 年度収支決算報告、平成 29 年度事業

が開会を宣言し、議事に先立ち里見会長が挨

１．アミューズメント産業に関する調査研究

ム」
で、
平成 27 年度定時総会を開催しました。 計画（案）、平成 29 年度収支予算（案）が
定刻となり司会を務める上山辰美専務理事 審議されました。
拶しました。

事業、２．ＡＭ産業に関する技術開発・標準

里見会長は里見会長は今年に入っても AM

化事業、３．ＡＭ産業に関する情報の収集・

施設の売上は好調に推移していたと報告し、 提供及び展示会・講習会・研究会等の事業、
その要因として昨年 6 月から施行された改 ４．ＡＭ産業に関する内外関係機関との交流
正風適法を挙げました。今後は更なる規制緩

事業、５．ＡＭに関する登録事業の５つの柱

和の実現に向け努力していくとしました。

を中心に活動を行います。

さらに規制緩和と関連して AOU との統

また、協会活動を円滑に行う為に一部定款

合 に つ い て 触 れ「 業 界 が 一 本 化 す る 中 で

の改正が提案され、承認されました。

JAMMA はアミューズメント機器、大型遊

JAMMA 平 成 29 年 度 定 時 総 会 は 無 事

園施設のメーカーとしてオペレーターに支持

終 了 し、 総 会 決 議 事 項 に 基 づ き 本 年 度 の

され、お互いが切磋琢磨しながら、エンドユー

JAMMA は活動していきます。

ザーにも受け入れられる新しい機械を提供し
ていくことが、業界を発展させるために一番
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平成 29 年度定時総会

里見

治

会長挨拶

ＪＡＭＭＡ、ＡＯＵとの統合で
業界の発展を加速させる
昨年の我々の業界は、前回の総会では AM

施設の売上が対前年比でアップしてきて、よ
かったという話を致しました。今年に入って
も、皆様にお話しを伺うと、昨年良くなった

踏み込んだ規制の緩和を行っていただくため

思います。

もう二歩良くなっていくだろうと思います。

時期に比べても、概ね好調だったようです。 に我々は努力していかねばなりません。更な
このトレンドが今後とも続いてくれれば、と る規制緩和が実現されれば、業界はもう一歩、
また昨年の 6 月 23 日に改正風適法が施行

AOU とは、みなさんもご存じのこととは

されて、それに伴う各都道府県の条例改正に

思いますが、来年度に JAMMA と AOU を

より、年少者の夜間の入場時間制限が、保護

統合してこの業界を一本化しよういう合意が

者同伴に限り概ね緩和されました。法改正か

なされています。業界の一本化に向かって

ら 11 カ月ほどが経過し、こちらはほぼ浸透

粛々と準備を進めていきたいと思います。こ

したのではないでしょうか。またこの規制緩

れが実現すれば、業界の力がさらに付くので

和が、AM 施設の売上増に貢献したのではな

はないかと思いますし、行政にも御理解をい

いかと思っています。

ただけるようになると思います。ですから、

今回の規制緩和は AOU と協力することで

もしかしたら JAMMA 単独での総会は今回

達成することができました。これから我々が

が最後となるかもしれません。

目指すところは、リデンプションの導入をな

業界が一本化する中でこの JAMMA はア

んとかお願いできないかというところです。

ミューズメント機器、大型遊園施設のメー

法改正による入場時間制限の緩和に伴う問

カーとしてオペレーターに支持され、お互い

題は起きていないと聞いていますし、皆様も

が切磋琢磨しながら、エンドユーザーにも受

認識されていると思います。これは AM 施設

け入れられる新しい機械を提供していくこと

が健全営業を徹底されているということです

が、業界を発展させるために一番必要なこと

し、AM 業界が健全であるということを示し

だと思います。

ているのだろうと思います。そこでもう一歩

平成 29 年度定時総会 経済産業省 製造産業局
産業機械課 片岡 隆一 課長 祝辞

AM 業界の潜在的需要層に期待
規制改革には横断的に協力

ＡＭ業界を取り巻く環境は、この 10 年の

度 １ 年 か け て、 実

局面もありましたが、ここにきて反転し、期

に益々のご活躍をご

中で少子高齢化などの外的要因もあり厳しい

現、具体化するよう

待に溢れておりますので、是非皆様方も今年

祈念申し上げます。
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先程の里見会長のご挨拶でお話しがありま

業界を挙げて取り組まれているのを目の当た

正風適法が施行され、年少者の入場時間制限

ういった技術、IoT であるとか第 2 次産業革

したので、詳細は述べませんが、昨年６月に改

りに致しました。アミューズメント業界はそ

が緩和されました。これによりゲーセン＝不良

命とでもいいますかを世の中に具現化する非

のたまり場、というイメージは完全に払拭して、 常に重要な産業のひとつであると思っており
青少年や家族で楽しめる場としての役割を皆

ます。日本のゲーム機が多言語に翻訳されて

本年度も引き続き好調を維持できるよう

本に来たときに楽しんで頂けるそういったこ

様で改めて実現させて頂きたいと思います。

海外の方にも楽しんで頂ける、海外の方が日

に、アベノミクスの経済好循環が機能すれば

とも通じて、日本国内は少子化ではございま

皆様方の所得が増え、支出も増えてくると思

すが、様々な形で海外の需要も取り込む大き

いますのでその成果にもよるとは思います。

な方向に羽ばたくように皆様の技術が進んで

私も様々な業界にお邪魔致しますが設備投

いくのを期待しております。その意味では

資に関わる業界の方々によると、昨年の秋ぐ

IR（統合型リゾート）も起爆剤になるのかと

らいからようやく物が動くようになったと聞

思います。

きます。ですから皆様方の業界もその大きな

業界内には色々な持ち場があると思いま

流れに乗って頂き、その恩恵を受けながらも

す。これまで私が申し上げた話にまさに合致

思います。

界に貢献されている企業様もいらっしゃいま

同時にアベノミクスを支えていただければと

する企業もあれば、それとは違った形で業

私も先の２月に幕張メッセで開催され

す。それこそ「餅は餅屋」でしっかりと取り

た「ジャパン アミューズメント エキスポ

組んでいただきたいと思います。

（JAEPO）」にお邪魔致しました。私も AM

里見会長のご挨拶にもありましたが、団体

施設向けのゲームを体験するのは何年ぶりか

の統合に向けた動きも活性化していると伺っ

思っておりました。

の流れもそれを後押しするのではないかと思

というところでしたが、時代は先に進んだと

ております。また先程お話ししたＩＲの関係

特に VR のようなものは「これ以上続ける

と肝をつぶして肝がなくなってしまうかも」

います。

最後に本日総会にお集まりの皆様方の個々

と思うほどでした。改めて技術革新のすごさ

の事業の益々のご発展、皆様方のご健勝、関

ネーの取り込みを含めて、色々な意味での利

の挨拶に代えさせて頂きます。

を感じられました。また課金の関係の電子マ

係団体のご隆盛、ご発展を祈念致しまして私

便性向上の着実な技術革新の実験、実装を、

JAMMA 平成 29 年度定時総会 審議事項

JAMMA 平成 29 年度定時総会

オンラインクレーンゲームのガイドラインなどを策定
総会は、定款 16 条の規定に基づいて里見

58 社の出席で、定款に定める定足数を充た

まず事務局から、本日の出席者数について

人には、議長の指名で中川実副会長、内田慎

していることが報告された。また議事録署名

会長が議長となり進行。

報告された。正会員 77 社中、委任状を含め
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第１号議案

標記の件について事務局から項目ごとに説

平成 28 年度事業報告、決算報告、監査報告

明され、審議の結果全会一致で原案通り承認

及び収支差額処分案承認の件

されました。

事業計画では、1．アミューズメントマシ

標記の件について事務局から項目毎に説明

ン（AM）産業に関する調査研究、2．AM

平成 28 年度の活動の中で、注目すべき項

AM 産業に関する情報の収集・提供及び展示

が行われました。

産 業 に 関 す る 技 術 開 発・ 標 準 化 事 業、3．

目は次の通りです。

会・講習会等の事業、4．AM 産業に関する

景品提供のあり方についての調査研究（Ａ

内外関係機関との交流事業、5．AM に関す

Ｍプライズ部会）の中で、風適法の対象外と

る登録事業を５つの柱とし、それぞれの柱の

なったオンラインクレーンゲームの営業に関

中に公益性の高い事業と業界活動又は収益事

するガイドラインの作成に着手。

業とに事業を分類して活動を行うことなどが

アミューズメントマシンの機能性向上に関

説明されました。

する事業の中で、電気用品安全法の省令改正

各事業の中で注目・新規事業は、1．ア

を受けて、技術基準の JIS 改定作業を行いま

ミューズメントマシン（AM）産業に関する

海外の業界団体との交流の中で、平成 28

調査研究（AM プライズ部会）の中で、③オ

した。

調査研究の（2）景品営業のあり方に関する

年９月に IAAPA（本部：米国）が大坂で開
催した IAAPA セーフティインスティチュー
トに協賛・協力しました。

会員の異動については、平成 29 年３月

ンラインクレーンゲームの適切な運営に向
け、自主ガイドラインの制定を行う。

（5）規制の適正化に向けた調査研究（JAIA

支援事業）として、アミューズメント業界の

31 日現在の会員数は正会員 77 社、賛助会

現状に対し、必ずしも適正でないと思われ

員 24 社。そのうち入会は正会員１社。退会

る風適法の規制に関して、日本アミューズ

は正会員５社、賛助会員６社と報告されまし

メント産業協会（JAIA）及び（一社）全日

た。

本アミューズメント施設営業者協会連合会

続いて決算報告は、収支計算書、収支計算 （AOU）と連動して適正化に向けた取り組み

書に対する注記、正味財産増減計算書、貸借

を行う。

の項目毎に説明された後、吉川昌之監事から

の中で（2）JIS 規格の策定事業（AM 技術

以上の説明、報告に基づき審議の結果、全

電気用品安全法技術基準の JIS への移行に伴

対照表、財産目録、財務諸表に対する注記、 2．AM 産業に関する技術開発・標準化事業
監査報告が行われた。

部会−JIS 検討分科会）において国による、

会一致で原案通り承認された。

い、アミューズメントマシンに求められる安
全性を確保し、国際規格との整合性を図るた

第２号議案

め、アミューズメントマシンに関する JIS 改

平成 29 年度事業計画並びに収支予算案承認

正の作業を継続して行う。

の件

また、その他の事業について、（一社）全
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日本アミューズメント施設営業者協会連合会

すべての議事は承認され、里見会長の閉会宣

て AOU との統合に向けた諸準備に着手する

た。

（AOU）との統合についての取り組み、とし

言で平成 29 年度定時総会は無事終了しまし

ことが説明されました。

平成 29 年度 JAMMA 通常総会 懇親会

平澤勝栄衆議院議員らを来賓に招き開催
会場を移して行

われた懇親会は、
まず主催者を代表
して里見会長が挨
拶しました。

里見会長は挨拶

の中で「昨年は法
改正の影響もあり
挨拶する里見 治会長

のプラスになりました。

前年対比７〜８％

につながると思いますので、業界で実現に向
けて取り組んで参ります」と述べ、最後に業

今年に入っても前年比４〜５％のプラスで

界の好調が維持することを記念して乾杯。参

推移しているようです。お陰で明るい気持

加者も高々と盃を掲げました。

ちで今日を迎えられました」風適法改正に

活気にあふれ、様々な情報交換が行われた

より業界が上向きになっているので、更なる

懇親会の中締めは、内田慎一副会長が行いま

規制緩和に取り組みたいとした。また秋に

した。

JAMMA で訪問予定の韓国の統合型リゾー

内田副会長は、総会で決定した JAMMA、

ト施設（IR）についても触れ挨拶を締め括っ
た。

AOU の統合について「我々は平成 18 年、

衆議院議員、鈴木隼人衆議院議員がそれぞれ

を 見 越 し て JAMMA、AOU、SC 遊 園 協 会

業界の売上が 7000 億円程度あった頃、先

来賓として、平澤勝栄衆議院議員、秋元司

祝辞を述べ、AM 業界に熱いエールを送りま （NSA）で業界が
した。

ひとつになろうと

萩原副会長は、今後の規制緩和の課題となる

立ち上げました。

決定して JAIA を

乾杯の音頭は萩原仁副会長が取りました。

ちょうど 11 年前

リデンプションについて触れ、英国・ロンド

のことです。いつ

ンでの店舗を視察した際に「リデンプション

か一緒になろうと

機がどれだけお客様の喜びや幸せにつながる

長く準備をしてい乾杯の音頭を取る萩原 仁副会長

か改めて目の当たりにしました。アミューズ

ましたが、ようやく来年の４月１日で大同団

メントをになうものとすれば施設の中で多く

結ができるという喜ばしいこととなりまし

の笑顔と喜びが実現できることが健全な発展
5
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た」と業界の大同団結が念願であったとした。
さらに規制緩和も、業界がひとつになり取り
組めばより良い方向に進み、業界も発展する
のではないかとした。最後に、ショッピング
センター業界の例を挙げまだ日本には潜在需
要があるとし、ＡＭ業界の更なる発展を祈念
して１本締めで宴を締め括りました。

中締めを行う内田

慎一副会長

通常総会懇親ゴルフコンペ

川井一功氏（ジー・ピー・コーポレーション）が優勝
ＪＡＭＭＡ総会翌日の５月 27 日、スリー 【第３位】

ハンドレッドクラブで平成 29 年度ＪＡＭ

森啓二氏（エンハート）

21 名が参加した。結果は次の通り（ドラコ

川井一功氏 × ２、三田武治氏（三栄）、山下

ＭＡ定時総会懇親ゴルフコンペが開催され、 【ドラコン賞】
ン賞、ニアピン賞は順不同）。

滋氏（セガ・インタラクティブ）、片岡敏行氏（

【優勝】

ＪＡＭＭＡ）

川井一功氏（ジー・ピー・エー・コーポレー 【ニアピン賞】
ション）

川井一功氏、増澤武敏氏、森啓二氏、山下滋氏、

増澤武敏氏（加賀アミューズメント）

一氏（友栄）

【準優勝】

金澤義秋氏（ケーケークリエイト）、内田慎

総会懇親ゴルフコンペ入賞者
左から第 3 位の川村康則氏、優勝の森永 健二氏、里見
治会長、準優勝の三田 武治氏

総会懇親ゴルフコンペ参加者のみなさん
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