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（ジャパンアミューズメントエキスポ）2014、
今年も JAMMA・AOU の共催で開催

2 月 14 日・15 日幕張メッセ 出展募集を開始しました
JAMMA は、前回業界一丸となって開催

した展示会ジャパンアミューズメントエキス

ポ（JAEPO）2014 を、今回も（一社）全
日本アミューズメント施設営業者協会連合会

（AOU）との共催（ジャパン アミューズメ

ント エキスポ協議会主催）で、2014 年 2

月 14 日（金）
・15 日（土）の両日、千葉・
幕張メッセで開催することとなりました。

こ の た び JAEPO の 開 催 概 要 が 固 ま り、

2 月 15 目（土）

JAMMA 会員向けに出展募集案内を送付、

10:00 ～ 17:00

出展募集を開始しました。

今回は前回の来場者の方々の要望を受け、 ●会場
初日・ビジネスデーの開催時間を、前回の
10：00 〜 17：00 か ら 1 時 間 延 長。10：

前回の JAEPO は出展社数、来場者数とも

●主催

に規模が拡大し、AM 業界を代表するショー

として成功のうちに終了しました。今回の

TEL:043-296-0001

ジャパン アミューズメント

エキスポ協館会

一般社団法人日本アミューズメント

JAEPO も成功させるべく、会員の皆様方の

マシン協会（JAMMA）

出展をお願い致します。出展申込締切日は

一般社団法人全日本アミューズメント施設

10 月 10 日（木）までとなっています。

営業者協会連合会（AOU）

開催概要】

●後援 経済産業省（予定）
、
国土交通省（予定）

●名称 ジャパンアミューズメントエキスポ 2014

●入場料

2014 年 2 月 14 目（金）
10:00 ～ 18:00

展示ホー J レ 4・5・6
所在地：干薫市美浜区中瀬 2-1

い環境を整えました。

●会期

幕張メッセ国際展示場
（20.291㎡）

00 〜 18：00 までとし、より商談がしやす

【JAEPO2014

※ 15 日のみ一般の入場可

15 日（土）のみ

当日入場券：1,000 円

（小学生以下、60 才以上の方は入場無料）
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2014

募集要項

●出展資格

ださい。

と主催者が認めた企業に限ります。主催者が

②他の知的財産権を侵害するもの

出展社は、この展示会の開催趣旨に合致する

①公序良俗に反するもの

この展示会の開催趣旨に合致しないと判断し

③（一社）日本アミューズメントマシン協会

た場合、出展をお断りすることがあります。 （JAMMA）の「健全化を阻害する機械基準」
なお、この場合、判断基準、根拠などは公表 「健全化を阻害する機械基準の運用規程」に
しません。

違反しているもの。

●出展品

④（一社）全日本アミューズメント施設営業

出展品は、アミューズメント及びエンターテ

者協会連合会が平成 22 年 1 月 1 日に自主規

インメント関連の製品で．あらかじめ主催者

制した「ゲームセンター等における景品の取

ドゲーム機、乗物・遊園施設機器、プライズ

⑤日本国内での営業に使用できない景品類及

の承認を得たものに限ります。但し、アーケー

扱いに関する要領」に抵触する機種及び景品。

ゲーム用景品のいずれかに該当する製品を出

び知的財産権を有する者からの日本向けの許

展される場合は、まず主催協会にご入会頂く

諾を得ていない景品類（景品類は、実行委員

ことが必要です（海外ゾーンに出慶する外国

会による書類審査の際に、ライセンサーまた

企業を除く）。入会手続きの方法等は、下記

は許諾の権利を有する代理店などからの日本

協会事務局までお問い合わせください。

向けアミューズメン卜用景品としての許諾を

一般社団法人日本アミューズメント

確認できる書類を提出していただきます。ま

TEL

のは出展できません。）。

マシン協会（JAMMA）

た、景品の制限価格（800 円）を超えるも

FAX

⑥メーカーの許諾を得ていない中古品。

03-3556-5522

03-3556-5524

E-mail asami@jamma.or.jp

⑦ JAMMA 倫理表示マークの貼付がない 7

施設営業者協会連合会（AOU）

⑧ JAMMA 倫理表示マークの貼付がないメ

FAX

⑨映像、デザイン、音声等による表現が、育

一般社団法人全日本アミューズメント

号転用機。

TEL

ダルゲーム機。

03-6272-9401

03-6272-9411

少年の健全育成上好ましくないと考えられる

E-mail haneda@aou.or.jp

もの（例：脱衣シーン等の卑猥な表現及び残

●出展できないもの

酷な表現等）。

次に掲げるものは、出展・カタログ配布・小

⑩上記の他、主催者が不適当と認めたもの。

間内表示等ができません。下記各項に抵触す

※日本国内での営業使用が極められない可能

る恐れがあるものまたは不明な点がある場合

性のあるリデンプションマシン等の製品の出

は、出展申込み前に事務局にお問い合わせく

展は、主催者の発行する「海外仕様」ステッ
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委員会が事前審査を行ないます。この審査で、

カーの表示が義務づけられます。

出展不適当と判定されたものは出展できませ

※景品提供機については、風俗営業適正化法

解釈基準に適合しないものは出展できません。 ん（判定基準は公表いたしません）。なお、

※海外ゾーンに出展する外国企業の場合は、 このために出展社が被る損害については、主
出展できないものの規定が一部異なります。詳

催者は一切補償いたしません。

●出展品の検査

設営日である 2 月 13 日（木）夕刻、会揚に

②前日検査

しくは外国企業向け出展案内をご覧ください。

おいて実行委員会による出展品の検査を行な

①事前審査

い、出展が不適当と判定されたものは撤去を

すべての出展品は、出展社により提出された

求めます。なお、このために生じる費用や損

出展品リスト及び添付資料（景品類の出展 I

害において、主催者は一切補償いたしません。

は、ライセンサーからの許諾を照明できる書
面の提示が必要となります）に基づき、実行

2014

出展申込

●出展料

（請求書の発行はいたしませんのでご注意く

1 小間（間口 3m× 奥行き 3m) につき
一般料金

1 小間

会員料金

1 小間

ださい）。

350.000 円（税別）

②初めて出展される揖合

240.000 円（税別）

申込締切日までに、所定の「出展申込書」に、

※会員料金の「会員」とは、一般社団法人日

会社案内、出展予定製品のカタログを添付し

本アミューズメントマシン協会（JAMMA） て、事務局にご提出ください。主催者にて出
の正会員・賛助金員及び一般社団法人全日

展審査を行ない、申込書受理確認書と請求書

本アミューズメント施設営業者協会連合会

をご返送します。請求書に基づき出展料全額

（AOU）の賛助会員を指します。

を指定口座にお振り込みいただき、入金が確

●申込方法

認できた時点で正式に出展申し込みの受理と

①前回の「ジャパンアミューズメントエキス

します。

ポ 2013」
、またはそれ以前の「アミューズ

③海外ゾーンヘ出展する海外企業の場合

メントマシンショー」または「AOU アミュー

申込方法等が異なります。詳しくは外国企業

ズメント・エキスポ」に出展実績のある場合

向け出展案内をご覧ください。

申込締切目までに所定の「出展申込書」を事

●出展社協同での出展申込

務局にご提出のうえ、入金締切日までに出展

景品の展示については出展社協同で出展でき

料全額を下記指定口座にお振り込みください

るよう検討いたします。事務局にご相談くだ

〈出展料のお申し込み先〉

東京三菱 UFJ 銀行 市ヶ谷支店（店番号 014） 普通預金
口座名

口座番号 0127504

ジャパンアミューズメントエキスポ協議会事務局

略称でも振込可能

JAEPO 事務局

代表

上山

辰美

※振込手数料は出展申込社においてご負担下さい。．
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さい。

場所：メルパルク東京（予定）

出展社は、主催者の許可なく．契約小間の全

ン内で同小間数の出展社があった場合に出展

なお，小間位置は実行委員会が決定し、
同ゾー

●小間転売等の禁止

部または一部を他社へ譲渡、貸与等（譲渡料、 社説明会にて抽選を行ないます。
貸与料の有無を問わず）を行うことはできま

※小間は、原則として 3m×3m の矩形を 1

●申込締切日

の有効利用の必要上、面積割をさせて頂く場

単位としてその整数倍で構成しますが、会場

せん。

合があります。その場合、間口奥行が 3m 単

2013 年 10 月 10 日（木）

位にならないことがありますのであらかじめ

●入金締切日

ど承知おきください。

2013 年 11 月 15 日（金）

●申込取り消しまたは変更について

2014

出展社の都合により申し込みを取り消しまた

小間装飾について

は変更する場合は 10 月 10 日（申込締切日）

までの期間に書面によりお申し出ください。
この期間を過ぎた場合の取り消し・変更はで
きません。また、一旦お支払いいただいた出
展料は払い戻しいたしません。

●お申し込み・お問い合わせ先

ジャパン アミューズメント エキスポ協
議会事筋局

〒 102-0074 東 京 都 千 代 田 区 九 段 南
3-8-11 飛栄九段ビル 8F

一般社団法人全日本アミューズメント施
設営業者協会連合会事務局内
TEL

FAX

●基礎小間

03-6272-9401

E-mail

※ 1 小間のスペース

03-6272-9411

3m・高さ 2.7m

info@jaepo.jp

間 口 3mx 奥 行 き

①壁面

システムパネル（白色塩ピシート加工 ) によ

2014 出展社説明会
及び小間位置の決定

る、隣接小間との仕切り壁面（後壁、側壁）
②パラペット

出展社説明会は下記の通り開催いたします。 ③社名板（統一書体、文字ダークグレー）
、出
当日は、出展開係規程の説明と小間位置の決 1 小間につき 1 枚（但し最高 3 枚まで）
定を行ないますので．出展社は必ずご出席く

展申込会社名の表示に隈リます。

日時： 2013 年 11 月 1 日（金）

彩で作成できます。

出展社の負担でロゴマーク等自由な書体・色

ださい．

④受付セット

14:00 ～ 16;00
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1 社につき W1,800XD600 テーブル 1 台ク

①高さ規程

⑤ストックルーム

浮遊するアドバルーンを除き高さ 5m 以下

ロス 1 枚・パイプ椅子 3 脚

2 小間まで．但し出展社の負担で増設可。
⑥ 1 次側幹線工事

出展製品を含む、小間内のすべての造作は、
（外周に位置していて 60 小間以上の独立小
間は高さ 6m 以下）とします。

1 小聞につき 1kW

ただし、隣接小間がある場合は、隣接面から

供給方式は交流単相 100V50Hz ／交流単相

1m の範囲の高さを 2.7m 以下とします。

200V50Hz ／交流 3 相 200V50Hz の 3 種

なお、二階建て構造、天井用り構造を行なう

類で、出屡科に含まれるのは 100V50Hz の

場合は予め事務局にお申し出ください。

みです。

②セットバック規程

超過分および 200V 電源は別途有償になり

小間内にステージや大型モニターを設置する

ます。

場合には次のようなセットバックが必要にな

また、小間内の 2 次配線工事は出展祉の費

ります。申込小間数のご決定に際し、ご留意

用負担で行っていただきます。

ください。

※角小聞についての通路側の側壁はつきません。 ◇ステージ

※四方が通路になっている小間（独立小間） 小間数により、以下の通りセットバックして
の場合は、小間仕切りパネル及びパラペット

ください。

は設置しまぜん。また、隣接している小間が ・70 小間以上…小間と通路の境界線から
ある場合でも、その奥行きが 9m 以上ある場

3m 以上

合、パラペットは強度の問題から原則として ・69 小間以下…〃 2m 以上
つきません。
！ご注意

◇スクリーンやモニター

小間数に関わらず、画面サイズにより以下の
通りセットバックしてください。

環境に配慮した展示会を目指し、パンチ

・80 インチ以上…小間と通路の境界線から

ん。出展社におかれても、廃棄物の少な

・50 ～ 79 インチ… 〃 1m 以上

用等、可能な限リで環境への配慮をお願

合は除く。

カーペットは基礎小間に含んでおりませ
い方法、リユース、リサイクル部材の使

2m 以上

※画面の下限が 3m 以上の高さに設置する場

いいたします。なお、ご希置の出展杜に

③電気容量の追加

は、有料、でパンチ力ーペットを付設す

1 小間あたり 1kW を越える容量を必要とす

ることも可能です。

る場合は、出展社の負担にて追加工事を行う
ことができます。工事費は会期後に事務局よ

●自社装飾

りご請求いたします。

基礎小間を用いず、または一部のみを利用し 【追加分の 1 次幹線工事費】
て、出展社の負担・設計により装飾を行なう

1kW あたり 9,800 円（税込）／ 1kW 刻み

とともできます。詳細は出展社説明会で説明
します。

で切り上げ
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2014

2014

その他細則

搬入出スケジュール
搬入日時

①出展社による、部品、書籍以外の物販行為

8：00 〜 20：00

②展示会の効果を高めるため、会期 1 ヶ月前

2014 年 2 月 13 日（木）

は禁止します。

※大型機械設置のために上記時間内で設置困

から会期終了までは、
出展社によるプライペー

難な場合は事前の申請によリ搬入時聞を配慮

トショーは自粛頂きますようお願いします。

いたします。

2014

搬出日時

懇親パーティー

2014 年 2 月 15 日（土）

会期初日の 2 月 14 日（金）18 時 30 分より、

17：30 〜 22：00

東京プリンスホテルにおいて懇親パーティー

2014 出展社パス
ご招待券

を開催します。

詳細は出展社説明会でご説明いたします。

①出展社パス

2014

広報計画

1 小聞につき 3 枚（10 小間未満の出展社は
1 社 30 枚）までを無料で発行します。

※追加希望の場合は、無料発行分を除き 300

○本展示会の開催を広く PR し、業界をア

②ご招待券

るため、専門誌、一般新聞、雑誌の他、各種

ピールすると同時に、一般公開日の動員を図

枚を上限とし 1 枚 500 円で購入できます。

1 小聞につき 15 枚までを無斜で発行します。 マスコミ媒体を通じて広報宣伝に努めます。
業界関係者の誘引拡大のために、お取引先へ

○本展示会のホームページを開設し、開催概

※追加希望の場合は 1 枚 500 円で購入でき

します。

要や出屋社リスト、イベント情報などを掲載

積極的にお配りください。

○告知ポスターを制作して、全国 AOU 加盟

ます。

会員店舗に掲示します。

・追加購入の方法など詳細は出展社説明
会で説明します。

・ご招待券については、出展社への発行
以外に主催者から、JAMMA 会員に対

して 1 社あたり 2 枚、AOU 加盟会員に
対して加盟している都道府県協会の数 ×
2 校、AOU 賛助会員には 1 社 2 枚を無

償配布し、本展示会への来場誘引拡大に
努めます。
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遊園施設事業部

活動状況

平成 25 年度遊園施設事業部会員懇談会・懇親会を開催します
JAMMA 遊園施設事業部（中川実事業部

No.2178532

長）は、平成 25 年度遊園施設事業部会員懇

○申込期限： 別紙、出欠申込書にて 9 月 27

談会・懇親会を開催します。

日（金）までに必ずご回答ください。

今回も前回同様に懇談会を設け、平成 24

回答は、
FAX 又は E-mail でお願いいたします。

年度分の遊戯施設の定期検査報告台数分析表

FAX

を基に事務局より説明の後、質疑応答や皆様

Email

の情報交換を行いたいと企画しました。

03-3556-5524

sakai@jamma. or.jp

※宿泊用ホテルについて

また、当日の懇親会席上において、恒例の

翌 18 日にゴルフに参加される方用として次

各社 1 品持ち寄りでオークションを行いま

のホテルを用意いたしましたので、必要な方

すので、ご協力のほどお願い申し上げます。

は、別紙、出欠申込書にてお申し込みください。

翌 18 日（金）は、第 2 回遊園施設事業部

支払は、各自でお願いします。

会ゴルフコンペを東京の名門コースである ・京王プラザホテル多摩
「府中カントリークラブ」で開催します。
〒 206-0003 東京都多摩市落合 1-43
尚、申し込み締切は 9 月 27 日（金）まで

TEL

となっています。

042-374-0111（代）

料金： 9,500 円（税、朝食代込）

★懇談会・懇親会

★第 51 回オークション

開催日時：平成 25 年 10 月 17 日（木〉

10 月 17 日の懇親会席上にて各社 1 品持ち

懇談会：15：00 ～ 17：00

寄りで行いますので是非ご協力のほど、お願

開催場所：京王プラザホテル 43 階

★第 2 回遊園施設事業部ゴルフコンペ

懇親会：17：10 ～ 19：00
TEL

い申し上げます。

03-3344-0111（代〉

日時： 10 月 18 日（金）午前 9 時 06 分 OUT

懇談会：「オリオン」

スタート

懇親会：「ムーンライト」

場所：府中カントリークラブ

（〒 160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1） TEL 042-374 - 3131（代〉
○会費： 1 名は無料
（〒 206-0036 東京都多摩市中沢 1 -14-1）
・2 人目からは、1 名につき 10,000 円（懇 ※ ゴルフシューズは、ソフトスパイクをご
親会費を含む。）

使用下さい。

口座にお振込み願います。

スター室前

＊有料分の会費は、9 月 30 日までに下記の

集合時間・場所： 8 時 40 分にキャディーマ

〔振込口座〕

参加費：今回は無料とします。

口座名：社）日本アミューズメントマシン協会

口座番号 ：みずほ銀行市ヶ谷支店（普通）
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SC 施設事業部

活動状況

第 3 回事業部会を開催、青森の SC を視察しました
つがる柏店」（㈱イオンファンタジー運営）、

「プラサカプコンつがる柏店」（㈱カプコン運

営）「Kid`s US.LAND イオンモールつがる
柏店」（ユーエスマート㈱）運営の 3 店舗を

視察した。同じ SC 内ながら、店舗の説明を
受けての視察となったのでかなり駆け足な視
察になってしまったのが残念でした。

それぞれ個性の異なる施設であったので、

参加者は各々が注目点を見つけながら視察さ

説明を行う五所川原街づくり㈱の葛西英機社長

JAMMA の SC 施設事業部（梶修明事業

れました。

部長）は 7 月 25 日、26 日の両日第 3 回事

業部会を開催しました。今回は青森県の SC
２カ所の視察を中心に行われ 35 名が参加し
ました。

まず視察したのは、五所川原市にあるエル

ムの街ショッピングセンター。同 SC を運営
する五所川原街づくり㈱の葛西英機社長が自

ら ELM の成り立ちから現状に至るまで、青

森県の地域性・歴史などを踏まえた説明を

イオンモールつがる柏での視察の模様

行った。その話しは非常に興味深く、参加者

すべての視察を終え、参加者は浅虫温泉

は熱心に耳を傾けていました。

の「海扇閣」で懇談会を行いました。懇談会

説明終了後、施設内にある「ｎａｍｃｏエ

は内田慎一理事から挨拶があり、今日視察を

ルムの街ショッピングセンター店」（㈱ナム

行った施設についての補足説明などが行われ

コ運営）の視察を行った。同店は東北地区で

ました。懇談会終了後懇親会が催され、会員

の売上の高い店舗であるということで、店内

相互の交流が深められました。

には様々な工夫が凝らされており、参加者は

翌 26 日は東津軽郡の夏泊ゴルフリンクス

熱心に店内を視察しました。

で懇親ゴルフコンペが行われました。

続いた訪問したのは、つがる市にあるイオ

ンモールつがる柏。まず施設の概要説明を受
けた。同施設はイオンモールの中でも歴史の
長いＳＣで、何度か行われた施設の増強等の
話しには参加者も興味を引かれているようで
した。

イオンモールでは、
「モーリーファンタジー
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懇談会で挨拶する内田慎一理事

