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第 49 回アミューズメントマシンショー開催迫る
主催者イベントも豊富でショーを盛り上げる
平成 22 年 9 月 15 日（木）から 17 日（土）まで 幕張メッセ 9・10 ホールで

さらに初日の 15 日には、会場内特設ス

テージで、初の試みとなるパネルディスカッ
ションを行います。これまでの AM 業界の

歴史等を踏まえながら、今後の業界を占う内
容となる予定です。

また、ショー期間中すべての日程で、会場

開 催 が 目 前 に 迫 っ て き た「 第 48 回 ア

内特設ステージで各ブースの見所を紹介する

その出展社数・出展小間数が決定しました。

ジネスデーの 2 日間は、前回と同様に「第

日から 17 日までの 3 日間、「全身でゲーム

ナー」が内容を充実して行われるなど、より

ミューズメントマシンショー（AM ショー）」。 プレゼンテーションを実施します。さらにビ
49 回アミューズメントマシンショー

今回の AM ショーは既報の通り、9 月 15

セミ

来場者に有益なイベント等が行われます。

をしよう」をテーマに千葉・幕張メッセで開

最終日のパブリックデーには、JAMMA

催されます。今回は昨今の AM 業界全体の

不振を色濃く反映する形となりました。出展

の社会貢献活動として重要な位置を占める、

間と前回を若干下回る形となり、ホール数は

のチャリティーイベントは、先の東日本大震

チャリティーイベントも実施されます。今回

規模は出展社数 35 社、出展小間数 558 小

災の復興支援を目的に行われます。さらに、

2 ホールを使用しての開催となります。

パブリックデーには来場者が参加できるミニ

今回は、次回第 50 回 AM ショーを見据え

ゲーム大会も予定されているなど、イベント

て新たな試みを実施します。

面でも AM ショーの活性化を進めます。

ショー期間中は会場内に主催者ブースを設

このように JAMMA では、業界に活力を

け、テーマ展示を行います。今回は、AM 機

与えられるような AM ショーに向け活動を

器の流れがわかる年代別パネル展示を行うほ

進めて参ります。

か、一部は実機を展示し、AM 機器の昔と今
に触れられる内容になっています。
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第 49 回アミューズメントマシンショー
開催概要

大人 1,000 円（前売 700 円）

【第 49 回アミューズメントマシンショー概要】

小学生以下、60 歳以上は無料

名称：第 49 回アミューズメントマシン

※前売券は、会期 2 カ月前から、首都圏の

ショー

主要プレイガイドやコンビニエンスストアで

出展社数：31 社

販売します。

出展小間数：558 小間

日時：9 月 15 日（木）ビジネスデー（招待日）

9 月 16 日（金）ビジネスデー（招待日） 〈ショー事務局〉
9 月17 日
（土）パブリックデー
（一般公開日）（社）日本アミューズメントマシン工業協会
開場時間 10：00 〜 17：00

（17 日の入場は 16：00 まで）

（JAMMA）事務局
〒 102-0074

東京都千代田区九段南 3-8-11

会場： 幕張メッセ 9・10 ホール

（ 〒 261-0023
2-1）

飛栄九段ビル 8F

千葉県千葉市美浜区中瀬

TEL：03（3556）5522

FAX：03（3556）5524

TEL：043-296-0001

E-mail：info@am-show.jp

主催：（社）日本アミューズメントマシン
工業協会（JAMMA）

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

入場料：9 月 17 日（土）

パブリックデー当日入場券
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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 49 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15：

00 から、東京都

電力利用制限が実施されている中でのショー

ク TOKYO、 瑞

われました。

港区のメルパル

開催となるため、節電対策への協力依頼が行

雲の間で、第 49

JAMMA 事 務 局 の 田 井 利 明 氏 か ら、 幕

回 AM ショー出

張メッセから前回の最大使用電力に対して

間位置決定会が

介した後、AM ショーについては、9 月 17

展社説明会・小

15％以上の抑制を依頼されていることを紹

開催されました。

橘

正裕ショー運営委員長が挨拶

続いて、東日本大震災後の原発事故に伴う

日の一般公開日は除いて 25％の電力削減を

当日は橘正裕

目標に掲げました。なお、この目標は東京ゲー

ショー運営委員長をはじめショー運営委員会

メンバー、施工業者等関係者が出席しました。
橘委員長は挨拶の冒頭で東日本大震災の被

災地・被災者にお見舞いを述べ、説明会出席

ムショウも同様になっています。

今回出展社に協力要請が行われたのは

1．展示会場の照明を４分の１に削減する

上記の件については、説明会会場を実際の

者に謝意を示したあと「今回の AM ショー

展示会場の明るさと同様の明るさに減灯し、

り方についての答申を踏まえ、新しいことを

には、側面から外光も差し込む事があわせて

では、昨年 JAMMA で検討したショーの在

出席者に確認をしてもらったほか、展示会場

行っていく」話されました。

説明されました。

大きな変更点は

2．空調の風量調整を行う

・手作りの展示会から、展示会を数多く手掛

上記の件については、主催者側で温度管理

ける代理店の協力を得る運営に変更。

を行い、暑すぎることのないよう配慮を行う

ムショウとの同時期、同会場開催とする。

3．展示電源の制限を設ける

・AM ショーの単独開催ではなく、東京ゲー

ことが説明されました。

・主催者ブースを設け世の中に AM 業界を積

上記の件については、現行 1 小間当たり

極的に情報発信する。

500 Ｗまで基礎小間として供給、追加分は

以上３点になります。

有料で制限なく受け付けていましたが、今

なお、これまで実施していたチャリティー

回は 1 小間当たりの追加は 1kW（1000W）

イベント、主催者セミナーなど高評価を得

まで、トータルで 1 小間 1500W までとす

ているものは引き続き行うことが説明され、 ることが説明されました。
チャリティーイベントについては、収益金を

今回の数値については、これまでの追加分

全額東日本大震災の義援金とすることなども

の平均値を参考にして算出したこと、機械の

示され、出展社にショー成功への協力を求め、 配線に工夫をしてほしい旨要請しました。
挨拶を締め括りました。

その他ステージや小間内イベントなども節
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電を心掛けてほしいといったことや LED 照

その後各担当者により説明が行われ、小間

明の導入、こまめに使っていない電源を切る

位置決定会の後、第 49 回 AM ショーの出展

といった工夫もあわせて要請しました。

小間位置が決定しました。

第 49 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23年9月15日（木）14：00～15：30、9月16日（金）11：00～15：30
●会場：幕張メッセ9ホール特別会議室

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：震災以後のマーケットの変化に対応した現場での業績アップ手法
講

師：株式会社

船井総合研究所

定

員：120名

会

場：幕張メッセ9ホール特別会議室

・レジャービジネスチーム

9月15日（木）

14：00～15：30（90分間）

セミナーA

アミューズメント

チームリーダー

宇都宮

勉氏

受講料：3,000円（消費税込）

テ ーマ：小さな努力が大きな利益に！

店舗での節電・省エネ対策

講

師：財団法人省エネルギーセンター

定

員：80名

会

場：幕張メッセ9ホール特別会議室

国民活動総括部省エネ人材育成グループ

9月16日（金）

11：00～12：30（90分間）

部長

大関

彰一郎氏

受講料：2,000円（消費税込）

テ ーマ：アミューズメント施設の「電気」のおはなし

セミナーC

9月16日（金）

14：00～15：30（90分間）

講

師：株式会社タイトーTECH事業部サービスセンター

定

員：80名

会

場：幕張メッセ9ホール特別会議室

水信

昭治氏

受講料：2,000円（消費税込）

【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】2011年9月12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
5
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特別企画
AM 機器の省電力対策をまとめました
７月１日から東京電力、東北電力管内の地域

受けて JAMMA の技術部会（小島理一部会

力使用制限令を発令し、前年比 15％の節電

卜機器の省電力対策について」が送付されま

長）から AOU に対して「アミユ一スズメン

において大規模工場など大口需要家向けに電

した。この対策については各社具体的な機械

を義務付けた。また同地域の一般家庭におい

名や節電の方法などが詳細に報告されていま

ても節電の呼びかけを行いました。これらを

す。

AM 機の省電力対策について

2011 年 6 月 27 日

（社）日本アミューズメントマシン工業協会
※実施に際しては、安全に充分留意して実施頂くようお願いします。
〈ホームページで省電力対策情報を提供している会員企業〉
1．㈱セガ
http://am.sega.jp/utop/eservice/ ※ 6 月末開設予定
2．㈱バンダイナムコゲームス
http://www.bandainamcogames.co.jp/am/info/1106.php
※ 6 月末開設予定
3．富士電子工業㈱
http://www.fdek.com/

各社の機種別省電力対策
■㈱明日華
製品名

実施（又は対策）の内容

見込み節電効果 備考

7 号転用メダルゲーム機「ALPHA」 トップライト（上部看板）の蛍光管 FL-15D の取り外し 15W

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：株式会社明日華 担当者名：宇田 巧栄
TEL：03-3833-0770 E-mail：aska-07.co.jp
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■㈱インデックス（旧㈱アトラス）
製品名

トリプルキャッチャー ICE

実施（又は対策）内容
見込み節電効果
冷凍庫内清掃（主に霜取り）作業
10% 強
冷凍保冷機のフィルター清掃
5%
景品（アイス）の陳列数量を減らす
10%
閉店後のアイス冷却保管をストッカーに集約する事で機械遇撃を 20%
停止する
コーナーカバー内の蛍光灯を取り外す
10%
プレイゾーンの照明器具サークル蛍光灯・蛍光灯の取り外し
10%
蛍光灯を取り外す（最大 12 本）
最大 20％

トリプルキャッチャー
（メガ・メガダッシュ・GIGA を含む）
キッズカードゲーム機
サンプル展示部の蛍光灯を取り外す
メダルーキーシリーズ筐体
ビルボード内の蛍光灯を取り外す
全製品
音量を下げる

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：株式会社インデックス
担当者名：アミューズメントマシン局アミューズメントマシン部 斎藤
TEL：03-5712-3214 E-mail：daigo-saito@indexweb.co.jp

微量
微量
微量

大悟

■㈱カプコン
製品名

実施（又は対策）内容
見込み節電効果
備考
①メインテストにて設定を行
い、デモ時のプッシャー動作を
①削減電力：80Wh（最大）
停止する。
（10w × 8）
（設定で
on/off の切り替えが可能）
②メインテストにて設定を行
い、デモ時のセンター抽選機旋 ②削減電力：25Wh（最大）
マリオパーティー ふしぎの 回動作を停止する。
対策前消費電力：2930Wh
コロコロキャッチャー
③ 上 部 ビ ル ボ ー ド（32W ×
対策後消費電力：1612Wh
16）の蛍光管を外す
④プッシャー用ハロゲンランプ
③④⑤削減電力：1.2kWh
（40W × 16） の 中 継 コ ネ ク タ
合計削減率 44％（最大）
を外す。
⑤クルーン用レフランプ（13W
× 4）の中継コネクタを外す。
New ス ー パ ー マ リ オ ブ ラ ビルボード（20W × 8）の中継 削減電力：160Wh
対策前消費電力：670Wh
ザーズ Wii コインワールド コネクタを外す。
削減率：23％
対策後消費電力：510Wh
①天板電球型蛍光灯（22W × 6）
の中継コネクタを外す。
マリオパーティー ふしぎの
削減電力：900Wh
対策前消費電力：2000Wh
②プッシャー、センター用ハロ
コロコロパーティー 1、2
削減率：45％
対策後消費電力：1100Wh
ゲン（64W × 12）の中継コネ
クタを外す。
ベルサークル シャイニング 蛍光灯（30W × 12、32W × 2）削減電力：424Wh
対策前消費電力：580Wh
ブルー
を外す。
削減率：73％
対策後消費電力：424Wh
①サイド蛍光灯（18W × 2）の
中継コネクタを外す。
削減電力：76Wh
対策前消費電力：190Wh
メダリュージョン
対策後消費電力：114Wh
②プッシャー用ハロゲン（40W）削減率：40％
の中継コネクタを外す。
①サイド蛍光灯（18W × 2）の
中継コネクタを外す。
削減電力：76Wh
対策前消費電力：210Wh
メダリュージョンⅡ
対策後消費電力：134Wh
②プッシャー用ハロゲン（40W）削減率：40％
の中継コネクタを外す。
①天板電球型蛍光灯（22W × 6）
の中継コネクタを外す。
ドンキーコング バナナキン
削減電力：900Wh
対策前消費電力：1550Wh
②プッシャー、センター用ハロ
グダム
削減率：58％
対策後消費電力：650Wh
ゲン（64W × 12）の中継コネ
クタを外す。

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：株式会社カブコン 担当者名：サーピスセンター宛
TEL：0595-20-2033 FAX：0595-20-2039
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■㈱コナミデジタルエンタテインメント
製品名

実施（又は対策）内容
見込み節電効果 備考
・スポットライト・ダウンライト等のフィラメント電球排除
（蛍光灯 /LED 電球への交換）
・タイトル部の外装電飾等、照明の消灯
・筐体やプロジェクタ等の通気口の清掃
10 〜 30％程度
・エアコンフィルタのこまめな掃除
・タコ足配線をなくす（タコ足は供給電力が下がり、逆に消
費電流は上がる）

商品全般

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：㈱コナミデジタルエンタテインメント
担当者名：スタジオテクニカルセンター センター長磨樒（マミツ）博文
TEL：03-5771-0573 E-mail：mh.39956@konami.com
■㈱タイトー
製品名		

ダイノマックス
（8 人用ブッシャーゲーム機）
ダイノキングⅢ
（６人用ブッシャーゲーム機）
カプリチオ G-ONE
（2 人用クレーンゲーム機）
ファンタジーコロシアムⅡ
（2 人用ブッシャーゲーム機）
カプリチオスター
（4 人用クレーンゲーム機）
カプリチオフォース
（2 人用クレーンゲーム機）
カプリチオセサミ 2 α
（1 人用クレーンゲーム機）
ダライアスバースト アナザークロニクル
（4 人用ビデオゲーム機）
超・ちゃぶ台返し！その 2
（1 人用ビデオゲーム機）
エレベーターアクション デスパレード
（2 人用ビデオゲーム機）

実施（又は対策）内容

・トッブフレーム部、コーナー部の蛍光灯（計 16 本）を消灯する
・デモ動作を無しに設定する
・レーフ上部、ルーフフレーム部の蛍光灯（計 18 本）を消灯する
・デモ動作を無しに設定する
・タイトル部、筐体サイド部、コンパネ部の蛍光灯（計 4 本）を消灯する

見込み節電効果

削減電力：304Wh
削減率 : 13％（推定値）
削減電力：200Wh
削減率：20%（推定値）
削減電力：124Wh
削減率：34%（推定値）
・天井部の蛍光灯（2 本）及びハロゲンランプ（2 個）を消灯する
削減電力：88Wh
・デモ動作を無しに設定する
削減率：10%（推定値）
・センターディスプレイ部、サイドランプ部の蛍光灯（計 8 本）を消灯す 削減電力：76Wh
る
削減率：28%（推定値）
・メインフレームセンター部の蛍光灯（2 本）を消灯する
削減電力：61Wh
削減率：22%（推定値）
・タイトル部の蛍光信（1 本）を消灯する
削減電力：30Wh
削減率：38%（推定値）
・タイトル部の蛍光灯（1 本）を消灯する
削減電力：29Wh
削減率：8％（推定値）
・タイトル部の蛍光灯（1 本）を消灯する
削減電力：29Wh
削減率：13%（推定値）
・タイトル部の蛍光灯（1 本）を消灯する
削減電力：29Wh
削減率：6%（推定値）

備考

対策前：消費電力 :2.300Wh
対策後消費電力：1,996Wh
対策前消費電力：1,000Wh
対策後消費電力：800Wh
対策前消費電力：360Wh
対策後消費電力：236Wh
対策前消費電力：850Wh
対策後消費電力：762Wh
対策前消費電力：270Wh
対策後消費電力：194Wh
対策前消費電力：280Wh
対策後消費電力：219Wh
対策前消費電力：80Wh
対策後消費電力：50Wh
対策前消費電力：380Wh
対策後消費電力：351Wh
対策前消費電力：230Wh
対策後消費電力：201Wh
対策前消費電力：500Wh
対策後消費電力：471Wh

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：株式会社タイトー 担当者名：TECH チームサービスセンター
TEL：046-235-9510
■富士電子工業㈱
製品名		
ダブルキッズ
たいやきキッズ
バーガーキッズ
うずまキッズ
ありんこキッズ
ツカミーナ
ドレミファキッズ
バトルキッズ
サイレンキッズ

実施（又は対策）内容
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する
タイトル照明の蛍光灯を中継コネクタを外すことで消灯する

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：富士電子工業株式会社 担当者名：森秀彰
TEL：047-302-5678 E-mail：fujj@fdek.com
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見込み節電効果
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ
10W ｈ

備考
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■㈱ホープ
製品名

実施（又は対策）内容
見込み節電効果
待機中、6 分に一度のデモ動作（ギミックドアの
ちびっこ電車
微少
開閉）を基板上の DIPSW で止めることができる。
待機中、6 分に一度のデモ動作（ギミックドアの
ちびっこ路線バス
微少
開閉）を基板上の DIPSW で止めることができる。
待機中、
6 分に一度のデモ動作（モグラ 5 匹の出現）
元祖もぐら退治
微少
を基板上の DIPSW で止めることができる。
待機中、6 分に一度のデモ動作（ディフェンスパ
バスケットチャンプ W ネルの上下動）を基板上の DIPSW で止めることが 微少
できる。

備考
メイン基板 DIPSWNo.7
を on（取説に表記）
メイン基板 DIPSWNo.8
を on（取説に表記）
メイン基板 DIPSWNo.7
を on（取説に表記）
メイン基板 DIPSWNo.8
を on（取説に表記）

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：株式会社ホープ 担当者名：荒井 淳一
TEL：044-980-2145 E-mail：j_arai@am-hope.co.jp
■㈱テクノトップ
製品名

実施（又は対策）内容
見込み節電効果 備考
液晶モニターの使用、LED に
当社マルチボックス筐体との
メダルキング筐体（汎用メダル筐体）
50W（当社比）
よる演出
比較

◎上記内容に関する問い合わせ先
会社名：株式会社テクノトップ 担当者名：大前 勉
TEL：052-768-3500 E-mail：info@t-top.co.jp
JAMMA23 第 6 号
平成 23 年 6 月 24 日
（社）全日本アミューズメント施設営業者協会連合会
会 長
飯澤 幸雄 様
（社）日本アミューズメントマシン工業協会
会 長
里見
治
技術部会長
小島 理一
アミユ一スズメン卜機器の省電力対策について
拝啓 貴連合会ますますご隆昌のこととお慶び申しよげます。
平素より、当協会活動に対し、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、東日本大震災の影響により、今夏の電力需給不足が懸念されることから、東
京電力、東北電力管内では 15% の節電を求められており、貴連合会加盟の店舗運営企
業各位におかれましても、より一層の節電対策に苦慮されておられるものと拝察申し
上げます。
こうした中、当協会では技術部会が中心となり、店舗運営企業の節電対策にお役立
ていただくため、会員企業に依頼し、アミューズメン卜機器における節電対策につい
て情報提供を求めたところ、添付のとおり多数の情報提供を頂きました。
つきましては、貴連合会加盟の店舗営業企業各位に、この情報をお役立て頂きたく、
添付の通りご送付申し上げます。
この情報が、施設営業者各位の節電対策の一助になれば、誠に幸いに存じます。
敬具
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