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第 23 回 JAMMA 通常総会を開催

新理事に小島理一氏が就任しました
一般社団法人への移行が承認されました
JAMMA は 5 月 25 日 午 後 4 時 か ら、5

年度は、電子マネーシステム実証実験の件に

ルオークラ別館「メイプルルーム」で第 23

と、AM 機器のリサイクルに関する件につい

月 24 日午後４時から、東京・虎ノ門のホテ

ついて実証実験の結果報告書が作成されたこ

回通常総会を開催しました。

ては、廃棄処理を委託する施設確認のガイド

当日は来賓として経済産業省から藤木俊光

ラインが作成されたほか、リサイクルに関す

産業機械課長、広瀬浩二課長補佐、楠瀬理恵

るセミナーを実施したこと、規制緩和につい

係長の 3 名が出席されました。

ては、社会環境や国民のライフスタイルの変

総会の議事に先立ち里見会長が挨拶。里見

化に対応すべく検討を行い、今年度は、保護

会長はまず震災の状況に触れ、積極的な経済

者同伴による 18 時以降の 16 歳未満の者の

活動で日本経済全体を盛り上げていく必要性

入場許可に関し、自治体の条例改正を目指し

を示唆しました。次いで業界がＧＷ期間の状

た活動などを中心に活動を行いました。

況がよいことを報告したあと最後に総会議事

続いて平成 23 年度事業計画並びに収支予

進行について会員に協力を求めました。
議事は、まず林

算案について事務局から説明され、こちらも

隆理事（タイトー）の退

全会一致で原案通り承認されました。

任に伴う理事の選任が行われ、新任理事とし

平成 23 年度は、景品提供営業に関しては、

て小島理一氏（タイトー常務取締役ＡＭ事業

昨年度に引き続き「適正景品ガイドライン」に

続いて、一般社団法人への移行及び NSA

供営業のガイドライン）の策定を行うとともに

本部長）の選任が承認されました。

営業方法を加えた新たなガイドライン（景品提

・JAPEA との統合に関する承認の件につい

、昨年度と同様に「アミューズメントプライズ

て審議されました。これまでの活動状況の報

マーク制度」の導入に向けた検討を行います。

処に一般社団法人に移行すること及びこれと

24 年開催の AM ショーが節目の 50 回とな

合することが承認されました。

など重点に取り組んでいきます。

告等が説明され、平成 24 年 4 月 1 日を目

展示会の在り方については、来年、平成

時を同じくして、NSA 並びに JAPEA と統

るため、節目の開催に向けた検討を行うこと

平成 22 年度事業報告並びに決算報告、監

すべての議事は終了し、総会の決議事項に

査報告については、事務局から項目毎に説明

され、全会一致で承認されました。平成 22

基づいて、本年度の JAMMA は活動を進め
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被災地復興のためにも
積極的な経済活動の推進が必要
第 23 回 JAMMA 通常総会
里見
治 会長挨拶

す。これからは普

きている時にあるのか、と思うくらいの大震

まで以上に皆がお

通の経済活動を

去る 3 月 11 日このようなことが自分の生

行って、むしろ今

災が起こってしまいました。本総会に出席の

金を使うようにし

皆様の中にも、かなり被害を受けられた方も

て消費を盛り上げ

あると思います。そのような中で今回の総会

て行ければと思い

を迎えましたが、今回の大震災で日本の良く

ます。その一方で、

ないところが見えてきました。

被災地を応援する

震災後、何でも自粛しなければ、という風

ところはしっかり里見

治会長が挨拶

潮になりました。果たしてそれは本当にいい

応援する姿勢を見せられればよいと思います。

もちろん被災地・被災者に対する思いは持ち

国の AM 施設は前年対比で 100％を超える

必要なことですし、当然なことです。

だと思います。やはり皆家の中でじっとして

ことなのか、私はそうではないと思います。
続けなければいけませんし、支援の気持ちは

ただ、聞くところによるとこの連休中の全

結果が出ているといいます。これは良いこと

現在は被災しなかった人々が普通の生活を

いてもストレスがたまるだけだということ

し、経済活動を行い、経済を活性化させてい

で、外に出てゲームセンターで楽しんだり、

くことで復興に向かっていくということが必

コミュニケーションの場になったりというこ

要です。皆が自粛をして喪に服していたら、 とは非常に良いことだと思います。
ますます経済は悪い方向に向かいます。現在

最後になりますが、総会が無事に終了しま

も地方の温泉旅館などや観光業・飲食業の

すようご協力をお願いします。

方々は非常に厳しい状況に追い込まれていま

「日本の元気は AM 業界から」という気概で
積極的な活動に期待
来賓 祝辞
経済産業省製造産業局産業機械課

藤木

何をおいてもさきほど会長のご挨拶にもあ

俊光

課長

で震災発生以来、ここにお見えの各社様から、

りましたように、３月 11 日の東日本大震災

様々な形にご支援あるいは色々な形でのご協

で直接、間接で大変大きな被害がありました。 力を賜っておりますことに心から感謝申し上
ここに改めまして、被災された皆様方に心か

げたいと思います。

らお見舞い申し上げたいと思います。これま

会長のお話にもございましたが、私共この
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震災から一日も早く立

いは日本の競争力の基盤となる、日本の事業

歩を踏み出していく事

さらに懸案となっております EPA や FTA な

ち直って、前向きに一

環境をもう一度整え直さなければならない。

が大切だろうと思って

どの話しも再開しなければならいと思いま

います。確かにまだ夏

す。こういったことでしっかり取り組んでい

場の電力の問題や色々

きたいと思います。

課題はありますが、そ
経産省 藤木将光
産業機械課長

ま さ に 新 し い ス タ ー ト、 そ の 中 で 私 共

の中で日本の元気を

昨 年 来 取 り 組 ん で お り ま す 所 謂「COOL

ございます。我々も力を尽く

ものを大いに世界に売り込んでいこう、と

引っ張るのは産業界で

JAPAN」、日本の文化、ソフト、こういった

して協力し合いながら前に引っ張っていくと

いったことも再度力を入れて取り組んでいき

いうことで臨んでいきたいと思います。

たいと思います。

先週には、成長戦略実現会議が官邸で開

アミューズメント業界におかれましても、

かれました。2 カ月ほど震災対応に係りきり

海外市場の調査や、色々な形で取り組まれて

会の中で、世界は日本を待っていてはくれま

いうことでスタートできればいいと思います。

あります。もちろん日本にもまだ伸びしろは

の総会を機に、この業界からスタートできる

が国際競争に勝って、日本の経済・社会を更

私も頑張ってまいりますので色々な形でご協

だったことはありますが、このグローバル社

おります。是非「日本の元気はここから」と

せん。伸びていくマーケットというのは外に

是非明るいニュース、明るいステップがこ

あると思いますが、そのような状況下で我々

ということを私共も祈念いたしております。

に発展させていかなければなりません。その

力ご支援、ご提言を頂ければと思います。

ために何をしなければならないか、というこ

最後に本日お見えの皆様方、そして日本ア

とで改めて取り組みをスタートさせたという

ミューズメントマシン工業協会の更なるご発

ことです。

展、ご飛躍を祈念いたしまして挨拶と致した

その中には新しい環境・エネルギー戦略を

いと思います。

しっかりやっていかなければならない、ある

JAMMA 第 23 回通常総会

一般社団法人への移行

NSA・JAPEA との統合などが重点事業
議事は定款第 23 条の規定に基づき、里見

会長が議長として執り行うこととし、議長席
に着きました。

続いて事務局から定足数について、正会員

56 社中、代理人および委任状出席を含めて

49 社が出席し、定款第 24 条により構成員
の 2 分の 1 以上の出席があり、定足数を満
3
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たしていることが報告されました。また、議

園施設協会（JAPEA：中道保信会長）の統

事録署名人として木村雅三副会長、橘正裕副

合に向けた検討を進めてきたところ。

会長の両名が選出されました。

（4）以上を受けて、第 120 回理事会（
（平

第 1 号議案

成 23 年 4 月 21 日 開 催 ） に お い て、 平 成

定款第 12 条 2 項に基づく理事の選任に関
する承認の件

24 年 4 月 1 日を目処に一般社団法人に移行

すること及びこれと時を同じくして、NSA

標記の件について事

並びに JAPEA と統合することを決議した。

務 局 か ら 林 隆（ ㈱ タ

以上について審議の結果、異議なく原案通

イ ト ー） 理 事 辞 任 に

り承認されました。

伴う補欠のため定款第

第３号議案

12 条２項に基づき第

平成 22 年度事業報告及び決算報告、監査報

120 回 理 事 会（ 平 成
理事に就任した小島理一氏

23 年４月 21 日開催）

告、収支差額処分案承認の件

標記の件について事務局から項目毎に説明

が行われました。

において新任理事として小島理一氏（㈱タイ

事業報告の中では、電子マネーシステム実

トー常務取締役 AM 事業本部長）を選任し

証実験の件について実証実験の結果報告書が

たことが説明され、審議の結果、異議なく承

作成されたことが報告されました。AM 機器

認されました。

のリサイクルに関する件については、廃棄処

第２号議案

理を委託する施設確認のガイドラインが作成

一般社団法人への移行及び NSA・JAPEA

されたほか、リサイクルに関するセミナーを

との統合に関する承認の件

実施したことが報告されました。

標記の件について、事務局から提案理由と経

規制緩和については、社会環境や国民のラ

緯について説明されました。それについては

イフスタイルの変化に対応すべく検討を行

（1）平成 20 年 12 月に施行された公益法人

い、今年度は、保護者同伴による 18 時以降

改革法によりすべての公益法人が平成 25 年

の 16 歳未満の者の入場許可に関し、自治体

11 月までに新たな法人格を取得する事が必

の条例改正を目指した活動を行いました。

要となった。

会員の異動については、平成 23 年３月

（2）そのため第 108 回理事会（平成 20 年

31 日現在の会員数は正会員 56 社、賛助会

12 月 18 日開催）において JAMMA は、一

員 19 社。そのうち入会は正会員２社（㈱ラッ

般社団法人に移行することを決議し、一般社

キー、㈱三田商事）賛助会員１社（㈱ディー

団化実行委員会（委員長：橘正裕副会長）が

スクエア）。退会は正会員７社、賛助会員２

中心となり準備を進めてきた。

（3）また、これと並行して、厳しい業況の中、
種々の課題に対して業界が一丸となって解決

社と報告されました。

続いて決算報告は、収支計算総括表、一般

会計収支計算書、特別会計収支計算書、貸借

を図るため業界団体の統合を進めるべく、同

対照表、財産目録、正味財産増減計算書、収

一般社団化実行委員会において日本 SC 遊園

支差額処分（案）の項目毎に説明された後、

協会（NSA：内田博会長）並びに全日本遊

奥村保監事から監査報告が行われました。
4
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以上の説明、報告に基づき審議の結果、全

正景品ガイドライン」に営業方法を加えた新

会一致で原案通り承認されました。

たなガイドライン（景品提供営業のガイドラ

第４号議案

イン）の策定を行うとともに、昨年度と同様

平成 23 年度事業計画並びに収支予算案承認

に「アミューズメントプライズマーク制度」

の件

の導入に向けた検討を行う。展示会の在り

標記の件について事務局から項目ごとに説

方については、来年、平成 24 年開催の AM

明され、審議の結果全会一致で原案通り承認

ショーが節目の 50 回となるため、節目の開

されました。

催に向けた検討を行うことなどが説明された。

提供営業に関しては、昨年度に引き続き「適

宣言で第 23 回通常総会は無事終了しました。

事業計画では、主な取り組みとして、景品

すべての議事は承認され、里見会長の閉会

JAMMA 総会懇親会
会場を移して行われた懇親会では、まず里

見会長が挨拶されました。被災地、被災者に
対しお見舞いの言葉を述べた後、震災の対応
について「我々の協会もそう大きな義援金を
贈ることはできませんでしたが、３００万円
を義援金として贈らせていただきました」と
報告した上で、「今回の大震災では自粛ムー

ドが余りにも行きすぎているのではないか、

会員相互の懇親を深めた祝宴は、橘正裕副

と私は正直思っております。皆で喪に服して

会長が中締めの挨拶を行いました。橘副会長

何も生まれてきません。もちろん今回の大震

め会員の協力を要請したほか、ナムコの社長

いといけないと思っていますし、皆さんもそ

後の状況はお客様がたくさんきていただいて

も何か新しいものが生まれるのかというと、 は 9 月の AM ショーについて規模拡大のた
災について我々も何らかの支援、協力はしな

の立場からオペレーターの意見として「震災

の思いはお持ちだと思います。ですからでき

おります。お客様からは『楽しい場を提供し

る限りの支援はしないとならないですし、被

てくれてありがとう』といった意見をいただ

災地の復興は１年、２年で終わるものではあ

いております。このような状況の中、今まで

りませんので、引き続き業界でも、皆様方企

以上にお客様がみえられていますので、メー

業ごとでも支援をして行かれると思います。 カーの皆さんは今がチャンスだと思います。
これからは、自粛は避けて、今まで通り、も

しっかりいいものを作っていただいて、今

しくはそれ以上の活動をして日本経済を良く

までにない新しい遊びのジャンルを開発して

くると思います」と積極的に経済活動を行っ

入できる製品をどんどん作っていただきたい

して行くことで、初めて復興資金も生まれて

いただきたい。そして我々オペレーターが購

ていくことを大切だと訴えました。

と思います。そうすればひいては業界のパイ

乾杯の音頭は木村雅三副会長が取り、高々

が広がって、日本の復興にも役立つと思いま

と盃を掲げました。

す」と挨拶を締め括り、散会となりました。
5
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新任役員紹介

存在意義を会員の方々に感じていただけるような協会に
小島 理一 新理事
—この度の総会で理事に就任されましたが

を超えています。これ

ご感想をお聞かせ下さい

は 20％台、20％以内
に抑えていかないと、

小島 AM 業界全体が厳しい環境にある中

業界がうまく回ってい

JAMMA の理事に就任し、改めて身の引き

き ま せ ん。 オ ペ レ ー

締まる思いです。現在 AM 業界は転換期に

ターがより多く利益を

あると思っています。業態そのものもそうか

生み出せるようになれ

もしれませんし、アミューズメントスペース

ば、メーカーにとって

のあり方自体も考えていかなければならない

も新たな投資をしても

時代になっています。スマートフォンの登場

らえるというバランスをうまくとったうえ

もありました、このような新しいプラット

で、メーカーはプレイヤーをみて次の遊びを

フォームをライバル視するのか、業界に上手

考えていかなければならいと思います。メー

に取り込んでいくのかということも踏まえ

カーの立場としては楽しいものを作ると同時

て、「遊び」が大きく動いていると思います。 に投資比率についても、機械の価格も踏まえ
またヴァーチャルの追求からリアルへと「遊

た上で考える必要があると思います。

び」も流れていると思っています。

さらに、大きな問題は消費税だと思います。

現在の AM 業界の市場規模 5000 億円は底

政府は税率を 10％にするという方向になっ

だと思っていますし、東日本大震災後の「安・ ています。残念ながら、現状は有効な解決策
近・短」のニーズが背中を押してくれている

はありません。消費税対策として電子マネー

とも思っています。しかし、この状況を打破

やハウスマネー（トークン）を使った運営を

するのはやはりアイデアではないかと思いま

したとしても、消費税が上がった場合、コア

す。JAMMA としてもどのような提案ができ

ユーザーは電子マネーやトークンでもゲーム

るのか、理事の方々と一緒に考えていかなけ

をプレイしてくれると思います。しかしライ

ればと思います。

トユーザーはどうでしょうか。コインオペ
レーションではないとやはり来店頻度は落ち

—現在の AM 業界についてはどのようにみ

るのではないでしょうか。現状を考えるとラ

られていますか
小島

イトユーザーは非常に大事だと思いますが、
消費税率アップによってゲームセンターで遊

AM 業界はメーカー、オペレーター、 んでいただくチャンスをロスしてしまうと思

プレイヤーの三者で成り立っていますが、現

うのです。では、硬貨と 2way の運営をする

在オペレーターに、非常に投資という負担

としても、プレイヤーに端数のお金を使って

がこの 10 年、15 年でのしかかっています。 もらうのはハードルが高いと思います。ビデ
昔は売上の 20％程度でしたが、現在は 30％

オゲームに 120 円を使ってくれるのか、シー
6
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東日本大震災による原発事故の影響に

よる電力不足を受けて、AM 業界も節電対策
は不可避の問題です。そのために JAMMA
でもアミューズメント機器の節電対策につい
て検討を始め、各メーカーにご協力いただい
て、対策をまとめることができました。ぎ
りぎりのスケジュールでしたが、なんとか
夏休みの繁忙期の前に公表することができ
ました。節電アンケートの結果についても、

ル機で 480 円を投入してくれるかといった

JAMMA 会員の方々で共有していただいて、

ら、やはり難しいと思います。

自社で実行していなかったが有効そうなもの

これは自販機業界で成功したように、一斉

は取り入れていただきたいと思っています。

にプレイ料金を 100 円単位で上げていく方

省電力対策の検討の中で一番懸念されたの

法が無難ではないのかとも思います。もちろ

が、節電対策として稼働中の機械の消費電力

ん独占禁止法に抵触するような事があっては

を削減することが、違法改造にあたってしま

いけませんが。それに加えて、ただ料金を上

うのではないかという問題でした。これに対

げるだけではプレイヤーは納得してもらえ

しては経済産業省からは「電気用品安全法は

ないと思います。何か付加価値をつけない
と。料金を変更するタイミングも重要です。
前提として、現在もあるダンピングが起こっ

法ではない」という説明をいただきましたの
で、クリアすることができました。

ては意味がありません。現状でも最終利益が

別の問題として、機械の定格電力と節電の

10％、20％あるオペレーターは少ないと思

問題がありました。実は機械の定格電力は

います。その環境で増税になって、さらに料

大事で、例えば 100W の定格電力で 1A の

金をダンピングすることはできないし、運営

ヒューズが入っているとしますと、蛍光灯な

が成り立たないと思います。

どを数多く外したりすると当然全体の電力は

いずれにせよ消費税問題は大きなテーマだ

下がります。そうなると極端な事例として、

と考えていますし、JAMMA としても継続的

配線がショートしたとしてもヒューズが飛ば

に検討していく課題だと思っています。
—今回小島理事は、林

販売に関する法律なので、販売後の改造は違

なくなることもあるのです。そういった問題
も考えられたので JAMMA でも様々な調査

隆前副会長の後任と

を行いましたが、AM 業界ではそのような危

して技術部会長に就任され、早速 JAMMA

険性のある機械はなく、問題はないというこ

会員企業に対して実施した節電対策アンケー

とから公表することとしました。

ト結果報告と併せて「アミューズメント機器

今回の省電力対策で機械の節電をしても

の省電力対策について」を公表されました。

らって、店内の照明を間引きして、空調の温
度設定を調整すれば、機械の稼働を止めるこ
7
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となく 15％の目標はクリアできると思います。
オペレーターの方々には今回の節電を逆手
にとっていただきたいです。東京電力管内の
方々は 3 月、4 月の節電が経費の節減になっ
たことを認識されたと思います。業界全体が
厳しい環境下、節電による経費削減で収益
改善につなげていただければと思いますし、
JAMMA としても、今後もその手助けをした
いと思います。その一環として AM ショー
の主催者セミナーでも、今回節電についての

との同時期同会場での開催になります。その

講座を設けます。節電対策は今後も続くと思

効果は大きいと思います。心配なのは、業者

われますので、参考にしていたければと思っ

招待日に、いかにゲームショウからの来場者

ています。

を混乱なく AM ショーに呼び込めるかとい

JAMMA としては、今回の対策とは別に技

うことです。AM ショーとしては臨機応変に

術部会を中心に、今後の AM 機器の開発に

対応しようと思っています。さらに節電の問

おける省電力についても検討をしています。 題もあります。出展社説明会では説明会会場
ただこれに関しては、各社のノウハウや権利

の照明を AM ショー当日の明るさにしてそ

の問題もありますので取りまとめるのは難し
い課題ですが、継続して取り組んでいきます。
節電に関しては様々な方面から情報収集も併
せて行っていますので、時期に応じて発信し

—今後の抱負についてお聞かせ下さい。
小島

ていければと考えています。

今後、理事の方々をはじめ会員の方々

にご教授いただき勉強をしていきますので

—小島理事は AM ショーについても様々な

具体的なことは申し上げられませんが、AM

形で関わられていますが、ショーについては

業界をリードしていくという気概を持って、

いかがですか。
小島

の効果を体感していただく予定です。

JAMMA の存在意義を会員の方々に感じてい
ただけるような協会にしていきたいと考えて

私がショー運営委員会の副委員長とし

います。公益法人制度改革の一環で 3 団体

て主催者事業の担当をしていますので、その （JAMMA、NSA、JAPEA）の統合も控えて
観点からお話ししますが、今回は主催者ブー

おりますので、業界がひとつになって難局を

スを設け、AM 業界としてのアピールをする

乗り切れる、しっかりした協会として活動で

予定です。これまで業界のアピールは各社に

きるよう、皆様のご協力を得ながら努力して

お任せしていた部分でしたが、広くマスコミ

いきたいと思います。

に対して協会として業界を PR しようと言う

—ありがとうございました。今後のご活躍を

ことです。

期待しております。

また全体的には、今回は東京ゲームショウ
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