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JAEPO ×闘会議 2017 盛況の内に終了！
2017 年 2 月 10 日（金）
・11（土）
・12 日（日）
、
幕張メッセ、2・3 ホール 42 社、541 小間の規模で開催

—JAEPO 初の 3 日間開催、各種大会などイベントも実施—
ポ 2017」（JAEPO2017）は無事終了しま
した。

闘会議との合同開催により会期はこれまで

の２日間から 3 日間となりました。ビジネ
スデーには AOU 主催となる「接客デモンス

トレーション」が今回も行われ、参加したオ
ペレーターのスタッフが日頃の業務で培った
接客を披露しました。

パブリックデーでは、メーカーとオペレー

niconico が主催するあらゆるジャンルの

ターが協力して開催している「天下一音ゲ祭」

ゲームの祭典「闘会議」との初の合同開催と

に加えて格闘ゲームの大会「天下一格ゲ祭」

なった「ジャパン アミューズメント エキス

JAEPO 主催で、シングルメダルの大会「天
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下一メダゲ祭」がアドアーズ㈱主催で開催さ
れました。

今回は開催規模は前回並みながら来場者数

はビジネスデーはほぼ前回並みで、パブリッ

クデーは合同開催の効果もあり大幅に増加。
次回以降にさらに期待のもてる JAEPO とな
りました。

開会式

JAEPO の幕開けを祝い、
AM 業界関係者が幕張に集いました
ジャパン

アミューズメ
ント エキス

ポ（JAEPO）

の 開 会 式 は、

2 月 10 日、
千葉市・幕張
主催者を代表して里見治会長が挨拶

メッセ（国際

展示場）第４・第５展示ホール前で開催され

テープカットを行った、左から北島良則 JAEPO 実行委員長 ,
菊池康男 AOU 会長、里見治 JAMMA 会長、片岡隆一経産省
産業機械課課長、深井敦夫国交省昇降機等事故調査室室長

ました。

午前９時 30 分、大勢のショー関係者や来

場者の見守る中、里見治会長が壇上に立ち、 とを語った後、一昨年 6 月の風営適正化法
開会の挨拶を行いました。
改正による規制緩和の影響についても話され
里見会長は、まず業界の現状について述べ

ました。

られました。

「昨年は、念願の風適法改正の中で、保護

「今まで、業界の大変な状況に対して、こ

者同伴の年少者の立ち入り時間規制が緩和さ

のエキスポを基盤として、ゲーム市場の回復

れたことも売上増の要因となっています。引

に努め、景気をよくしていこうと話していま

き続きアミューズメント業界の健全営業を推

した。幸いに、今年はそれが実現し、前年

進し、次のステップに向けて努力していきた

対比 107％から 108％くらいとプラスにな

いと思います」

りました。そういう中で久しぶりに今回の

続いて、
業界の課題についても言及しました。

ショーが開催できることは、非常に嬉しく感

「いずれ消費税が 10％になるという経済

じています。これも、アミューズメント業界

環境があり、そこに向かって対策を講じる必

が一丸となって努力してきた結果だと思います」 要があります。今、間に合うように電子マネー
里見会長は、業界に回復の兆しが見えたこ の導入の実験を進めているところです」
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開会式
里見会長は最後

がり祝辞を述べ

昨対プラスになっ

片岡課長は新し

に、「今年も ま た

た。

ていくよう、皆さ

いエンタテインメ

ていきたいと思い

る業界への期待を

んと一緒に努力し

ントの実現に向け

ます。そのきっか
祝辞を述べた経産省産
業機械課の片岡 隆一課長

述 べ、 深 井 室 長

けにこのショーが

は、楽しく安全な

なるよう、明るく希望を

祝辞を述べた国土交通省昇降機等事
敦夫室長

アミューズメント故調査室の深井

持ちながら今年もスタートです」と語って挨

施設作りに向けて官民協力していく旨を述べ

拶を終えた。

た。

里見会長の挨拶の後は、来賓の挨拶が行わ

その後、主催者及び来賓によるテープカッ

れた。経済産業省製造産業局産業機械課の片

トが行われ、ジャパンアミューズメントエキ

岡隆一課長と国土交通省住宅局建築指導課昇

スポの開幕となりました。

降機等事故調査室の深井敦夫室長が壇上に上

雪交じりの悪天候に見まわれるも業界の
懇親パーティー 盛り上がりを反映し、338 名が参加
ビジネ

スデーが

終了した 2

月 10 日 午
後7時 か

ら東京・台
場のヒルト
里見会長が挨拶

ン東京お台
場

オリオ

ンの間で、JAEPO2017 懇親パーティーが

りました」と AM 施設の売上が底を打った

に詰めかけました。

正確な数字は出ていないとしたものの「色々

開催され、307 名の AM 業界関係者が会場

ことを示し、さらに昨年の状況については、

主催者を代表して挨拶にたった里見治会長

なオペレーターさんから話を聞きますとだい

は、AM 業界の現況について「一昨年からよ

たい前年に比べて 7 〜 8％売上が伸びてい

うやく AM 施設の売上の落ち込みが底を打っ

るということです。

て、前年に比べて 100％を超える状況にな

売上が伸びた要因の一つが、昨年風適法が
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懇親パーティー
改正され、それ

にお亡くなりに

府県条例の改正

人のご冥福をお

に伴う全国都道

なりました。故

により、一部を

祈りしたいとお

除く都道府県が

思います。３月

年少者の立ち入

にお別れの会が

り時間制限を緩

行われるとのこ

和して下さった
秋元司衆議院議員が祝辞

とです。お時間

菊池康男会長が
があればお別れAOU
乾杯の音頭を取る

お陰で数％売上

が伸びました。 の会に出席いた
そこにプラスし

だければと思い

のある機械が登

偲び、挨拶を締

て、昨年は人気

ます」と故人を

場したこともあ

め括りました。

り、売上の伸び

来賓として秋

につながりまし

元司衆議院議

の効果とヒット

議院議員の両名北島良則 JAEPO 実行委員長

た」と規制緩和

員、鈴木隼人衆

機の登場による

が挨拶し AM 業

が中締めを行う

界にそれぞれエールを送った。乾杯の音頭は

鈴木隼人衆議院議員が祝辞

相乗効果で前年を上回るだろうとされまし

AOU 菊池康男会長が取り、参加者と共に高々

た。

と盃を掲げた。

また初日を終えた JAEPO については「明

歓談の輪が広がった懇親パーティーは

日からは闘会議との合同開催になります。今

JAEPO 北島良則実行委員長による中締め

回は闘会議さんにもご配慮いただき、闘会議

で、午後 8 時 30 分ごろ散会となった。

に入場する際には JAEPO のブースを必ず通
るようにして頂きました。闘会議との合同開
催によって、これまでゲームセンターで遊ん
でいなかったスマホゲームを楽しんでいるよ

うな方々もたくさん来場されると思います。
これにより業務用ゲーム機のファンが増えて
いけば」と期待しました。

最後に JAMMA 最高顧問である故中村雅

哉氏について「JAMMA の初代会長で、ナ

ムコの創業者である中村雅哉氏が先月 22 日
4
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主催者イベント

接客デモンストレーション

JAEPO 開催日のビジネスデーに開催され （ラウンドワンスタジアム板橋店）で、
計 8 社、

る「接客デモンストレーション」は、今年で

16 名がその接客技術を披露した。

フは以下の通り。

れたスタッフばかりで、キッズ向けプレイラ

ン店）、野津早織さん（橋本店）、㈱カプコン

ゲームへのサービスなど、様々な設定ごとに、

第 8 回を迎えた。今回参加した企業とスタッ

いずれも、全国から選ばれた接客技術の秀

アドアーズ㈱は芳賀瞬平さん（アクアライ

ンドのサポートや、クレーン機などプライズ

は飯塚杏梨さん（マークイズ静岡店）、中島

きめ細やかな接客と心配りを披露して

きららさん（プラサカプコン羽生店）、㈱共

みせた。

和コーポレーションは中澤昂也さん（アピナ

今回の接客における設定では、保護者と同

長岡店）、清水茉亜留さん（アピナ富山南店）、 伴の場合の夕方以降のプレイについての案内
㈱セガ エンタテインメントは渡邊絵梨香さ

という新しい設定が加わり、楽しいプレイの

ん（セガ秋葉原 1 号館）、小林茉利奈さん（ク
ラブセガ秋葉原

流れを打ち切らない案内は興味深いものだった。

新館）、㈱タイトーは三木

香澄さん（タイトーステーション上野アメ横
店）、小池瑞保さん（タイトーステーション

錦糸町楽天地店）、㈱ナムコは伊原佐知子さ
ん（ナムコランド砥部店）、新関里菜さん（イ

オンモール広島府中店）、㈱プロバックスは

木多香奈子さん（ピノキッズ博多マルイ店）、
細川勝広さん（ピノッキースパティオ山口
店）、㈱ラウンドワンは伊庭哲平さん（ラウ

ンドワンスタジアム板橋店）、山本琴音さん

天下一物販
JAEPO では、これまでも何度か物販コー

ナーを設け、いずれも大人気となっていまし
たが、今回かはこの物販コーナーも「天下一
物販」と名前が改まり、「天下一」イベント
と連動させる形を取りました。

当日はオープン早々に来場者が詰めかけ、

その列は途切れることがありませんでした。
今回ブースを設けたのは、㈱エイコー、Ｋ

ＯＮＡＭＩ、㈱セガ・インタラクティブ、㈱
タイトーの各社でした。
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主催者イベント

第3回

天下一音ゲ祭

今回は 4 機種でその腕前が披露されました
JAEPO2 日目となる 11 日、JAEPO ステー

の「GROOVECOASTER3 LINK FEVER」
、

ジにおいて、AOU が主催する「第三回天下
一音ゲ祭

バンダイナムコエンターテインメントの「太

全国頂上決戦」が正午から午後３

鼓の達人

時まで実施されました。

レッド Ver.」の 4 機種の音楽ゲー

ムによる大会で、昨年より全国の施設で予選

音ゲ祭は、JAMMA 会員となる KONAMI､

が行われ、それを突破したプレイヤーたちが

セガ・インタラクティブ、タイトー、バンダ

出場。

イナムコエンターテインメントが協力して実

SOUND VOLTEX の サ ウ ン ド デ ィ レ ク

施されました。

ター・Cody 氏、GROOVECOASTER のサ

IV HEVENLY HAVEN」、セガ・インタラク

／ CHUNITHM の総合ディレクター・コハ

当 日 は KONAMI の「SOUNDVOLTEX

ウンドディレクター・MASAKI 氏、maimai

ティブの「maimaiMURASAKI」、タイトー

Ｄ氏、太鼓の達人のディレクター・エトウ氏
もゲストとして観衆と一緒にプレイヤーたち

の腕前を観戦し、各プレイヤーのプレイを
解説。

大会はゲームごとに予選ラウンド 1

回戦・2 回戦の合計得点上位 4 名が決勝トー

ナメントに進出。その後の準決勝、決勝で、
ナンバー 1 プレイヤーが決定しました。

AOU 店舗活性推進委員の畦田在隆氏は、

プレイヤーたちが活躍できる場をこれからも
作っていきたいという挨拶で大会は終了しま
した。

畦田氏と各ゲームの優勝者と
プロデューサーによる記念撮影

天下一格ゲ祭
今回の JAEPO の目玉の一つとなったイベ

舞台演出とともに、大きなステージとギャラ

コアユーザーに根強い人気と集客力を持っ

びを提供する催しとなりました。

ントが、「第一回 天下一格ゲ祭」でした。

リーの前で技を競うというという楽しみと喜

ている格闘ゲームだが、ゲーム内容もユー

JAEPO と AOU の 店 舗 活 性 推 進 委 員

ザーのテクニックも、やや先鋭化した傾向が

会 が 主 催 で 行 わ れ た こ の「 天 下 一 格 ゲ

あった。このコアユーザーたちに、華やかな

祭 」 だ が、 今 回 登 場 し た ゲ ー ム は「 電 撃
6
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主催者イベント

天下一格ゲ祭
FATED RETRIBUTION」の 3 タイトル。セ
クシー齋藤さんの総合司会で、それぞれのタ
イトルごとに 2 〜 3 名の解説者がついて実

況を行ない、ネット生中継も含めて盛り上が
りました。

各地から参加したそれぞれ 16 チームのプ

レイを制したのは、
「電撃文庫」は「コズミッ

クオムライスダヴィンチ」、「BLAZBLUE」

は「僕らは自キャラを探してる。」、
「鉄拳 7」
は「ゆとりモンスターズ」のそれぞれのチー
ム。表彰式では、いずれも「第一回格ゲ祭覇

天下一格ゲ祭表彰式

文

庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION」 王」の称号を得て、晴れやかな表情を浮かべ

「BLAZBLUE CENTRALFICTION」「鉄拳 7

ていた。

天下一メダゲ祭
２月 12 日、展示会場のイベントスペース

Ｂで、アドアーズ㈱主催による、シングルメ
ダルゲーム最強運者を決める大会「天下一メ

ダゲ祭」（アドアーズ 50 周年記念特別企画）
が開催されました。

大会に使用されたシングルメダル機（予選

大会、決勝大会共通）は「ボーナススピンＺ」

「ボーナススピンＺ
「ボーナススピン

ツインジョーカーズ」

Ｘ」「ボーナススピンＡ」

「ボンバースピン」のビデオスロット５機
種・80 台。

天下一メダゲ祭表彰式

行われた後、午前 11

合を開催して合計 64 名が決勝に進出しまし

まず、司会者・解説者によるルール説明が

１予選ごとに上位８名を選出。８回予選試

時より予選大会が行われたました。

た。

予め決められたマシンで１万枚のメダルか

決勝大会は午後２時 30 分から行われました。

らスタート、20 分でどこまでメダルを増や

スペシャルゲストとして、声優の徳井青空さ

せるかを競いました。

んがステージに登場。司会の井田桃子さんと

予選大会参加者は３２０名。

トークショーを行いました。また、決勝大会
7
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主催者イベント

天下一メダゲ祭
で惜しくも入賞できなかった参加者に、青空
さん直筆サイン入りのポロシャツが抽選でプ
レゼントされました。

決勝大会はメダル４万枚からスタート。

45 分間で最も枚数を増やしたプレイヤーが
優勝となりました。

激戦の結果、優勝は 11 万 4562 枚を獲得

したあいちゃんさんにとなりました。上位３
名には、アドアーズ㈱の上原聖司社長から徳
井青空さんの直筆サイン入り記念トロフィー
を授与されました。

メダゲ祭でのトークイベント

最後に、上原社長が参加者及び来場者に向け

年になります。本日この大会を開催しました

ましたことは、皆様のメダルゲームに対する

した。今後も店舗におきまして皆様に楽しん

て以下の謝辞（要旨）を述べて、閉会となった。 のは、一人でも多くの方にメダルゲームの楽
「このように盛大で楽しい大会を開催でき しさを味わっていただきたいとの思いからで
熱い思いの賜物であると感謝しています。弊

で頂けるイベントを多数開催したいと思って

社の創業者である真鍋がこのようなメダル

います。今後ともアドアーズをよろしくお願

ゲームという仕組みを生み出してから約 47

いします」

闘会議 2017
様々なジャンルのゲームが一堂に会して楽しむイベント
アミューズメントマシンとの親和性が感じられました
２ 月 11 日、12 日 の ２ 日 間、JAEPO と

の同時開催となる「闘会議 2017」（主催：
niconico）が幕張メッセ国際展示場１と４〜
８ホールで開催されました。

闘会議は、幅広いゲームが集まるユーザー

参加型のイベント。ニコニコ動画で活躍して
いるゲーム実況者たちが参加する「ゲーム実

況エリア」「モンスターエナジーブース」や、
ニコニコ生放送の人気番組によるステージイ
ベント「ニコニコスペシャルステージ」、ゲー
8
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闘会議 2017
ブームの当時は小学生だっただろうと思わ

れる若い世代を中心にして、予選会から大熱
戦が繰り広げられ、ボタン選択の手元を思い

思いのやり方で隠す姿もまた、あの「アツい」
時代そのまま。やはり、キッズコーナーの大
賑わいを生みだしたゲームの力は、いまなお
ただものではないと感じさせました。

12 日には、ポケモンの対戦アクションゲー

ム「ポッ拳」による頂上決戦が行なわれた。
こちらは、ポケモンの可愛いキャラクターが

登場しているが、実質的に完全な対戦格闘

『甲虫王者ムシキング」の大会〔アーケードエリア）

ムの大会「大会エリア」、さまざまなゲーム

ゲームというわけで、参加者たちの意気込み

識を判定する「ゲームのセンター試験」、投

一瞬にこもる裂ぱくの気合が、会場に集まる

エリア」、懐かしのゲームが遊べる「レトロ

王者」コンビと「新キャラ対面拒否」コンビ

れた「ゲーム音楽ステージ」
、さらにテーブ

たされました。

で対決する「ウデ自慢エリア」
、ゲームの知

もすごい。作戦の切り替えや、攻撃や防御の

稿されたゲームで遊べる「自作・インディー

ギャラリーにも次第に伝わっていき、
「世界

ゲームエリア」、ゲーム音楽の生演奏が行わ

の闘いの決着がついたときには、大拍手で満

ルを囲んでアナログゲームを遊ぶ「アナログ

ゲームエリア」など、ゲームを楽しむユー
ザーたち自身が、そのおもしろさを発信・体
験できるイベントとなっていた。また、人気
ゲーム、最新ゲーム、アプリゲームの情報発

信や家庭用ゲームの最新ハード「Nintendo
Switch」の体験コーナー、アプリゲームの

ステージなど、企業発信のものもあり、ゲー
ムと名の付くあらゆるものが揃ったイベント
でした。
ゲームはやはりギャラリーをうならせてこ
そ。闘会議のアーケードエリアで、アーケー
ドゲームも大いに存在感を示しました。

11 日には、かつて各地のゲーム店で毎週

のように大会が開かれ、親子で熱中する家族

懐かしいゲームが遊べるコーナーも
ありました

が続出した「甲虫王者ムシキング」の大会が
開かれました。
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SC 施設事業部

活動状況

第 6 回 SC 施設事業部会を開催しました

第 16 回 SC 事業部会

JAMMA の SC 施設事業部（内田慎一事

業 部 長 ） は、JAEPO 初 日 の 2 月 10 日 11

内田慎一 SC 施設事業部長が挨拶

東京ベイ幕張 46F「スカイバンケット

見交換が行われました。

時 30 分から、千葉市美浜区の APA ホテル
セー

ヌ」で第 16 回 SC 事業部会を開催しました。
審議に先立ち、JAEPO に出展しているス

その後、内田事業部長から挨拶があり、意
その中では、ロケーションの現況や人材確

保などについて、活発な意見交換が行われま

タンバイ、加賀アミューズメント、アムジー、 した。
セガ・インタラクティブから、出展機種を
中心とした製品紹介が行われました。

次いで筒井雅久副事業部長、片岡尚副事業

部長の両氏から挨拶があり、審議に移りまし
た。

司会進行を努めるＪＡＭＭＡ片岡敏行氏か

ら平成 28 年度の活動が資料に基づき説明が
行われました。これまでには２回の事業部会

（大阪地域、福岡・長崎地区）が開催された
ことが報告されました。

次いで次回、７月開催予定の事業部会につ

いて、候補とされていた石川県小松市に加え
広島市も候補となり、審議の結果広島市のＳ
Ｃ等の視察を行うこととしました。
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JAEPO 出展メーカーの商品説明（アムジー）

