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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、このほど昨年 1 年間、第 18 期の研究部会、研究会、プロジェクトチー
ムの活動をまとめた「PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 第 18 期活動の記録 第 19 期活動計画」を刊行する事がで
きました。
刊行に当たってはご支援、ご指導を賜りました皆様、そして何より社業の大変お忙しい中、熱心に研究をされた研究部会部員、
研究会委員、プロジェクトチームメンバーの皆様に厚く御礼を申し上げます。
また第 18 期は全日本遊技事業協同組合連合会、都道府県遊技業協同組合、一般社団法人日本遊技関連事業協会、
一般社団法人日本遊技産業経営者同友会、一般社団法人余暇環境整備推進協議会、一般社団法人遊技産業健全化推
進機構、更には遊技機メーカーの皆様にも研究部会にご参加いただけました事を心より御礼申し上げます。
2002 年 3 月に PCSA が発足して以来、研究部会は PCSA の大きな柱として活動を続けて参りました。PCSA はパチンコ業界
の産業化を目指しており、その為には、経営者だけではなく、会員各社の実務を担当している方の意識改革、大きな視野も必要
になって参ります。
そこで、PCSA では人事問題研究部会、コスト問題研究部会、法律問題研究部会、不正対策研究部会の 4 研究部会、更に
は遊技法研究会、依存問題対策プロジェクトチームを開催し、業界や各企業が直面している問題について議論、研究を進め、現
在までに大きな成果を挙げております。
この「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動の記録 2020」は、1 年間の研究成果を各研究部会・研究会・プロジェクトチー
ムごとにテーマを分けて編集しております。それにより、同じような事案で検討されている皆様のお役に立つものと考えております。
まだ研究部会・研究会にご入会いただいていない会員、賛助会員、特別会員の皆様におかれましては、本書をお読みいただき、
ぜひご研究部会・委員会・プロジェクトチームへの入会をご検討ください。
一方、2020 年初頭から 2020 年 5 月の現時点まで、依然として猛威を振るっている新型コロナウイルス（COVID-19）は、全
世界の社会・経済・行動様式にまで大きな影響を及ぼし続けております。この新型コロナウイルスは、これまでの生活、物流、レジャ
ーの在り方を大きく変えていくことでしょう。これは、パチンコホールの営業形態にも大きな影響を及ぼすと考えられ、情報収集や問
題解決の糸口となる PCSA 活動の重要度は、更に増すことと予測しております。研究部会、研究会、プロジェクトチームにおいても、
現状況の把握、対応策の共有、今後の予測等の活発な活動を継続してまいります。
PCSA 活動を通じて、是非、遊技産業の更なる発展と改革を目指し、PCSA の掲げる「パチンコを真の大衆娯楽にする」の実現に
向かって、会員並びに賛助会員の皆様にその担い手のお一人になっていただけますようお願い申し上げます。
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コスト問題研究部会 活動の記録
リーダー ご挨拶
コスト問題研究部会リーダー、株式会社セントラル伸光の佐藤と申します。
部会では、ホール運営をしていく中で、あらゆる面での『情報提供』と『コスト削減』をテーマに
取り組んでおります。
定例部会では、企業トピック・エコ環境問題・景品問題とそれぞれの項目で情報共有を行っ
てきました。
今年 4 月から施行されました健康増進法によりホール内禁煙。第 18 期は、5 月に喫煙ブー
スのプレゼンテーションを 7 社にて開催いたしました。部会としては PCSA 会員様以外にも広く
声をかけて行いました。初の試みです。
エコ環境の分野では、この業界にもベンチマーク制度が適用されます。その勉強会を開催して、
最新の情報を提供し準備を進めてきました。指標を計算する計算式も希望者には、お渡しで
きました。
地方拡大部会・企業訪問は、2 回開催したしました。省エネに関して成果の出た企業さまか
ら活動報告・問題点・成果まで発表いただきました。また、先行して喫煙のホールからいち早く
禁煙に移行した企業さま、この先禁煙ホールに向けて取り組むホールさま、実際にストアコンパ

リーダー
佐藤 千恵
株式会社セントラル伸光

リゾンをし、質疑応答の対応をいただけたことでそれぞれの企業様の考えがわかり勉強になりま
した。禁煙のホールにするために、するべきこととしなくてもいいことが分かることで、無駄な経費
をかけずに済みます。
恒例の勉強会も『投資コストを考える』と題して開催しました。情報をいち早く取りいれ共有す
ることを目的としています。そのためのプレゼンテーションも多く取り入れました。
第 19 期は、健康増進法施行後の各企業さまの現状のアンケートを取りながら、何かしら役
に立つ情報が発信できればと考えています。第 18 期で開催したほかのプレゼンテーション・勉
強会が今期どのように生かされたか結果が確認できる期でもあります。しっかり見ていきたいと
思います。
今後も魅力ある情報の提供・商品推奨を行い、導入とその成果にもこだわっていきたいと考え
ております。皆様の参加、お待ちしております。

部会の目的
業界の高コスト体質を改善する事により、消費者への利益還元を実現し、パチンコを大衆娯

サブリーダー
宮村 伸輔
株式会社エルゴジャパン

楽へ回帰させる事を図る。
コスト部会の定例部会に非会員企業のオブザーバー参加を募り、入会動機にしていく。

第 19 期 活動計画
・定例研究部会（毎月 1 回、原則第 1 木曜日 午後 2 時～午後 5 時）
・企業トピック

正部員各社の取り組みの共有および情報交換
コロナウィルスの影響及び各企業の取組み
健康増進法施行に伴うホール内禁煙の状況、問題点等
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広告宣伝、LED 導入、新電力導入、PB 賞品、喫煙ブース、顔認証、
遊技機の効率運用、設備機器導入のコスト削減（景品払い出し無人カウンター、
紙幣搬送）、在庫管理（景品配送サービス、システム効率化）、他
・エコ環境問題

電力削減手法等について情報共有、省エネルギー設備導入補助金
特定事業者のベンチマーク指標にたいしての各企業の実情

・景品問題

安価な端玉景品、在庫管理

・コスト問題勉強会
・第 6 回コスト問題勉強会
テーマ「遊技機 業界概況 （仮）」、
業界における遊技機の「現状」を学ぶ、今すべき、入替、新規購入、中古機購入などについて学ぶ

第 18 期 コスト問題研究部会 メンバー
担当理事
担当理事

福井 宏彰

株式会社加賀屋 代表取締役社長

リーダー

佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光

サブリーダー

宮村 伸輔

株式会社エルゴジャパン

リーダー・サブリーダー

部員(正会員)
上田 芳己

株式会社日本ヒュウマップ(ダイナムグループ)

峰元 勇作

株式会社ヒカリシステム

呉

株式会社日本ヒュウマップ(ダイナムグループ)

春原 明美

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社

新井 弘光

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

佐々木 晃司

株式会社ニラク

原田 明光

株式会社三永

木島 剛太

日昭産業株式会社

伊藤 真祐

合同会社 DMM.com

園田 悦志

株式会社大商

齊藤 信孝

株式会社山宝商会

西川

オムロンアミューズメント株式会社

青木 勇二

株式会社山宝商会

小林 不二雄

株式会社ユーギシステム

古賀

株式会社インターコスモス

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社

允博

部員(賛助会員)

昇

新

正会員企業オブザーバー参加
川野 創平

株式会社ダイナム

荒川 潤志

ミカド観光株式会社

長谷川 一樹

株式会社ダイナム

萩原 康雄

株式会社加賀屋

柳沢 康二

株式会社ダイナム

荒籾 伸一

株式会社加賀屋

木村 孝

株式会社ダイナム

中尾 俊介

株式会社加賀屋

植木

株式会社ダイナム

山口 淳哉

株式会社ヒカリシステム

中山 義章

株式会社ダイナム

松﨑 吉文

株式会社ヒカリシステム

宗形 弘吉

株式会社ニラク

小山内 勝

株式会社ヒカリシステム

野田 信司

株式会社ニラク

渡邊 雅也

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

藁粥 徳善

株式会社ニラク

大林 良二

アメニティーズグループ(株式会社アメニティーズ)

太田 浩之

株式会社ニラク

前野 匡志

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

純
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宗形 浩吉

株式会社ニラク

藤橋 高弘

アメニティーズグループ(株式会社パンドラ)

傳田 純人

夢コーポレーション株式会社

宇佐美 廣紀

株式会社三永

西尾 友邦

夢コーポレーション株式会社

相沢

丸中建設株式会社

常磐 賢二

夢コーポレーション株式会社

学

賛助会員企業オブザーバー参加
白石 光男

株式会社スリーストン

清水 敬史

株式会社エース電研

岩田 友宏

株式会社スリーストン

高橋 省三

愛和食品株式会社

安西 友和

大都販売株式会社

福崎 安幸

愛和食品株式会社

安井 知之

大都販売株式会社

宮崎 昌彦

グローリーナスカ株式会社

樋笠

株式会社大商

高鍋 貴行

オリックス株式会社

小泉 俊幸

株式会社エルゴジャパン

高頭 良輔

オリックス株式会社

小川 啓輔

株式会社エルゴジャパン

中嶋 達也

オリックス株式会社

谷

株式会社エルゴジャパン

田野倉 司

合同会社 DMM.com

高橋 大善

株式会社エルゴジャパン

山下 弘展

株式会社インターコスモス

金子 義生

株式会社エルゴジャパン

対馬 健治

株式会社インターコスモス

鈴木 雅佳

株式会社エース電研

山根 信彦

株式会社インターコスモス

下沢 信幸

株式会社エース電研

小倉 宏之

株式会社大平商会

後藤 智哉

株式会社エース電研

酒巻

株式会社大平商会

修

政彰

勲

オブザーバー参加 一般社団法人日本遊技産業経営者同友会
五十嵐 吉政 様

株式会社三慶商事

遠藤 文紀 様

株式会社プロテラス

志賀

株式会社三慶商事

菊地 禎之 様

株式会社 HOG

金子 貴俊 様

株式会社星和

平松 相大 様

株式会社新世商事

岡本 新太郎 様

株式会社星和

中村 亘宏 様

株式会社新世商事

田井 秀治 様

株式会社プロテラス

剛 様

オブザーバー参加
河野 真一郎 様

株式会社アサヒディード

橘田 哲也 様

大丸商事株式会社

鈴木 圭三 様

株式会社アサヒディード

チェ・ヨンイ 様

株式会社つるや

堀口 潤造 様

アンダーツリー株式会社

飯田 恭章 様

有限会社イイダ商事

松平 良信 様

ベラジオコーポレーション株式会社

山本 拡之 様

株式会社グラン

荻山 勇樹 様

ベラジオコーポレーション株式会社

野田 達也 様

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

髙久 雄一 様

浜友観光株式会社

佐藤 良 様

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

山下 まさみ 様

株式会社ダイエー

第 18 期 活動報告
＜＜ １．定例部会 テーマ ＞＞
＜1．2019.4 ベンチマーク制度について ＞
省エネ法により一定規模以上（原油換算、年間 1500kl 使用）の事業者は「特定事業者」となり、毎年省エネの取り
組みを報告する義務がある。評価基準として年平均 1％の削減を求めていたが、長年にわたり 1％を削減し続けるのは
困難になっていたため、別の評価基準として「ベンチマーク制度」が作られ、産業部門を中心に導入されてきた。具体的に
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は、業界ごとの「ベンチマーク指標」を設け上位 15％の事業者にも高い評価
を与えるというもので、評価は SABCZ と 5 段階あり、S 評価では省エネ補助
金の評価対象となる。なお、1％削減ができていなくとも「ベンチマーク指標」の
クリア基準が高い事業者は S 評価となる。経済産業省では、この「ベンチマー
ク制度」をパチンコホール業にも導入を決め、「ベンチマーク指標」策定のために
ホール 5 団体に協力を求めている。PCSA 内では、第 17 期 9 月拡大理事
会にて、コスト問題研究部会への本件検討が依頼され、延べ床面積や電力
消費の定義を提案してきた。
直近の会合において、「延べ床面積から駐車場面積を取り除くので、消費電
力からも（可能であれば）駐車場消費電力を取り除いて計上して頂く」とい
う結論が出された。今後は、4 月上旬に告知資料が発送され、8 月には FAQ
が公開される予定となっている。以下にベンチマーク指標の値の算出方法にお
いて特に注意すべき延床面積、遊技機台数、年間営業時間の詳細を記
す。
＜延床面積＞

佐々木 晃司 部員
株式会社ニラク

・風営法に基づく営業許可を受けた営業所の範囲内にある事務所等のバックヤード、通路、エレベーター、飲食・休
憩スペース等を含む。ただし、駐車場（屋内・屋上・屋外・機械式等）は除く。
・増改築等により面積に変更が生じた場合は、報告年度の年度末（3 月末日）時点の面積とする。
・報告年度の途中に開店した店舗については、報告年度の年度末（3 月末日）時点の面積とする。
・報告年度の途中に閉店した店舗については、閉店時点の面積とする。
＜遊技機台数＞
・報告年度の年度末（3 月末日）時点の遊技機台数とする。
・報告年度の途中に開店した店舗については、報告年度の年度末（3 月末日）時点の台数とする。
・報告年度の途中に閉店した店舗については、閉店時点の台数とする。
＜年間営業時間＞
・1 年度間（4 月～翌年 3 月）の営業時間とする。
・報告年度の途中に開店した店舗については、開店日から報告年度の年度末（3 月末日）までの営業時間とす
る。
・報告年度の途中に閉店した店舗については、4 月から閉店日までの営業時間とする。
＜2．2019.4 改正健康増進法に係る政省令、受動喫煙防止対策助成金について ＞
1 改正健康増進法に係る政省令について
平成 31 年 3 月 19 日「改正健康増進法の施行に伴う喫煙専用室等の設置に係わ
る構造及び設備の変更の取り扱いについて」として以下の内容が警察庁より発信され
た。
記
1 喫煙専用室等の設置の伴う構造及び設備の変更の取り扱い
健康増進法の施行伴い、客室における喫煙専用室の設置が必要なものにあっては、
次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該喫煙専用室等の設置は、風営
法第 9 条第 3 項第 2 号（軽微な変更）として取り扱うこととする。
(1)喫煙専用室等を仕切る壁などについて、同室の内部が同室の外側から容易に見
通すことができるものであること
(2)喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと

園田 悦志 部員
株式会社大商

(3)喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
2 届出期間
届出にあっては、風営法施行規則第 20 条第 2 項の規定に基づき、喫煙専用室等
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を設置した日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては 10 日)
以内に、同規定のとおり提出しなければならない。
要は、喫煙ブースを設置する際に変更届を出すか変更承認届なのかという事で、客室内であれば、軽微な変更である変
更届で良いというのが変更点という内容。
2 受動喫煙防止対策助成金について
上記の健康増進法の改正に伴い、厚生労働省より受動喫煙防止対策にかかる費用の一部を支援する受動喫煙防止
対策助成金の案内が出された。
※以下、全てサービス業たるパチンコホール業の対象条件となる。
①対象となる事業者

常時雇用する労働者数 100 人以下、または資本金か出資の総額が 5,000 万円以
下。

②助成の対象となる措置

a.喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2m/秒以上の基準を満たす喫煙室
の設置・改修。
b.喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加
しないという基準を満たす屋外喫煙所（閉鎖系）の設置・改修。

③助成内容

1/2 で上限 100 万円まで上記①～②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械
装置費など。

④交付申請に必要な書類

(略)

⑤事業実績報告に必要な書類 (略)
⑥申請手続きの流れ

(略)

⑦申請にあたっての注意点

(略)

部員からは、「対象となる事業者を見るとほとんどのホール企業が外れるのではないか」「助成金には予算が決まっており早
いもの順で決定されるので申請は早めにすべき」などの意見が出た、また「喫煙ブース設置に関して消防法に抵触する恐
れがあるのでそこは特に注意されたい」との注意喚起がされた。
＜3．2019.7 日遊協 受動喫煙防止対策、ベンチマーク制度セミナー 報告 ＞
令和 1 年 6 月 25 日、日遊協は「受動喫煙防止対策・ベンチマーク制度セミナー」を
開催。ホール 5 団体の関係者など 161 名が参加した。
＜概要＞
第 1 部 受動喫煙防止対策
① 改正健康増進方について ② 分煙環境マニュアルの説明
講師：日本たばこ産業株式会社 永沼 舞華様
日遊協発行の「パチンコホール分煙環境整備マニュアル」をもとにホールの分煙環境に
必要な条件、様々な分煙事例を紹介。施工から届け出に至るまでの手順を解説した。
第 2 部 風営法 構造設備の変更取り扱いについて
講師：株式会社のぞみ総研 日野 孝次朗様
警察庁が今年 3 月に通知した「改正健康増進法の施行に伴う喫煙専用室等の設置
に係る構造及び設備の変更の取扱いについて」を解説。承認が必要な 3 つのケースと
して①大規模の修繕、模様替えに該当する変更②客室の位置、数または床面積の

呉 允博 部員
株式会社日本ヒュウマップ
ダイナムグループ

変更③壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更を挙げ、客室の範
囲や客室内の見通しを妨げない設備など注意したい点について説明した。
第 3 部 ベンチマーク制度
① パチンコホール業へのベンチマーク制度の導入、補助金について

講師：株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 佐藤 良様
省エネ法におけるベンチマーク制度を解説。ホールが対象となるケースとベンチマークの計算方法を紹介した。
また、ホールが活用できる補助金は約 3,000 種類、助成金は約 70 種類あり、補助金を受けるためには、ど
のような事業展開をするか、設備投資をするのかを逆算することが重要と述べた。
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＜意見＞
・バックヤードでの喫煙が可能な場合、臭いを無くすための設備も必要ではな
いか。
・喫煙ブースの変更承認届、変更申請は所轄ごとに対応が異なるので、確認
が必須。
・設置後に消防から設置に関して指示が出た事例がある。消防にも確認すべ
き。
・消防から喫煙ブースに、スプリンクラーを付けるように指示された事例がある。
・各都道府県条例によっては、外部排気が非常に難しい場合がある。
・業界誌からホールの売上の 8 割を喫煙者が上げているというデータが出てい
る。
・どこの地域の消防、警察が厳しいという情報を法律問題研究部会にまとめて
頂きたい。
・既に喫煙ブース、喫煙室が設置済み店舗に確認する事で、そこの場所の情
報を集める事は可能。

峰元 勇作 部員
株式会社ヒカリシステム

・喫煙ブース。喫煙室を設置済みの店舗に、所轄、消防などの諸注意屋指示などをアンケートする。
＜4．2019.7 レジ袋について ＞
環境省から、海洋汚染対策の一端としてスーパーマーケット業界などに、今後レジ袋を有償で提供するように法制化していく
という方針が示された。パチンコ業界はその対象業界となってはいないものの、今後の世論の高まり次第では、ビニール袋有
償化の可能性もあるとして、紙袋等の代替の袋のコストを検討した。
ビニール袋から同サイズの紙袋に変更した場合のコストは、約 5 倍と非常に高い現状を確認した。一方、各社のビニール袋
のコストを意図せずに比較する事となり、ビニール袋使用の現状肯定ではあるもののコスト削減に役立つ情報を共有した。な
お、ビニール袋から紙袋への変更は、各社判断だが、今後も折を見て継続的にビニール袋の代替品の情報を共有するものと
した。
また、袋の有償化が現実化した場合、景品交換の際に袋をどう渡すか（玉メダルと交換？ セット景品？）なども議論され
た。
＜5．2019.8 ベンチマーク制度 ～定期報告書記入要領への記載案～ ＞
令和 1 年 8 月 1 日、ベンチマーク制度について ～定期報告書記入要領への記載
案～について経済産業省・資源エネルギー庁より、下記の依頼が届いた。部会で記載
案の内容を確認したところ、部員からは問題なしと意見が出た。
・今年度からホール業へのベンチマーク制度の導入が開始されたことに伴い、来年度以
降、貴業界の特定事業者が作成する定期報告書にはベンチマーク指標の状況につい
て記入していただくことになる。
・そのため、資源エネルギー庁が作成している「定期報告書記入要領」（添付「参考」
データ参照）に記入要領の記載案を掲載したく考えている。
・本案の内容についてご意見等あれば伺いたい。
・なお、記載案の内容については、本年 4 月に貴業界の特定事業者に対し郵送した
資料内に記載しているものと同じである。

小林 不二雄 部員
株式会社ユーギシステム

＜6．2019.8 おしぼりについて ＞
各社の布や紙のおしぼりについてアンケートを実施、その内容をまとめて公開した。なお、
質問事項は以下の通りとなる。

「Q1：品名、Q2：1 枚当たりの単価、Q3：ロット、Q4：素材、Q5：生地仕様、Q6：サイズ、Q7：製造メーカー、
Q8：備考」 部会では、おしぼりにホールのロゴを入れているのか、価格の高いおしぼりを導入している理由、最低ロットにつ
いてなどの質問がされた。また、当アンケート結果の社名込みでの公開についてアンケート回答社に確認し了解を得た上で部
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会で配布した。
＜7．2019.9 消費税増税対応について ＞
Q１-１：消費税増税により、増税対象となる賞品の交換玉メダル数を変更するかどうかを教えて欲しい。
（今迄\1,080-相当の玉メダルで交換していた賞品を\1,100-相当に変更するか？）
Q１-２：栄養ドリンクの ①医薬品等に該当するもの（消費税率 10％） ②医薬品等に該当しないもの（軽減税率
対象 8%） の上代の設定をどうするか教えて欲しい。
A１-１：増税対象となる賞品（雑貨、おもちゃ、日用品など）は増税相当分の交換玉メダル数を増やす。
A１-２：①医薬品等に該当するもの（消費税率 10％）は増税相当分の交換玉メダル数を増やす。 ※リポビタン D、リ
ポビタン D11 など ②医薬品等に該当しないもの（軽減税率対象 8％）は価格据え置き。 ※オロナミン C、レッドブル、タ
フマンなど
＜意見＞
Ｑ：玉メダルの貸単価はどうするか？
Ａ：消費税増税分あげる店、あげない店がある。
Ａ：競合店の様子を見ながら情報を確認している。
Ａ：10 月 1 日からの変更はせず、周りのタイミングを見ながら変化させる。
＜8．2019.10 企業トピック 「Office365 から Google へ」 ＞
説明者： 株式会社ヒカリシステム
株式会社ヒカリシステム

データ・ドリブン GM 兼 マーケティングサポート TL 松﨑 吉文様
データ・ドリブン G システムサポート TL

小山内 勝様（下写真）

＜オフィス＞
オフィスはマイクロソフトの製品群の事。ワードやエクセル、パワーポイントが有
名。オフィスは、買い切り型のパターンとオフィス 365 というクラウド契約型の 2
パターン。公社は、月額や年額での支払いをしていく。オフィス 365 にはビジネ
スエッセンシャル、ビジネス、ビジネスプレミアムなどのパターンがあり、PC にインス
トールせずに使用できるなどのメリットがある。なお、法人グループウェアやクラウ
ドストレージも使いたい場合には、買い切り型ではなくこちらのクラウド型が選
択肢に上がる。一方、各種ソフトの買い切り型利用ではランニング費用が発
生しないのがメリット。なお、今後も大きなシェアを持ち続けると考えている。ま
た、クラウド版のオフィス 365 では、1 ユーザー月額 540 円から始められる。
更にクラウドストレージが利用可能で端末の変更に強い。次にデメリット。端
末の入れ替え時に再度インストールの手間がかかる。また、セキュリティ対策が
個人レベルになる。これが法人としては最も大きなデメリット。また、使うアプリが
限られている。次にクラウド版の月額課金では、ランニングのコストが発生す
る。サービスをフル利用すると 1360 円が月額。更にメール容量が有料でも 50GB に制限される。（会場に、クラウド版の
利用者は皆無）クラウド版でのメリットは共同編集、自動保存が可能。クラウドストレージへの自動保存。一方デメリット
は、インストール版との互換性が 100％ではない点と、元に戻す機能が使えない。
＜グーグル＞
次にグーグル。G スイートと呼称。元は検索エンジンだが、多数のアプリが含まれている。テレビ会議の meet、無料アカウン
トやアカウント無しでも使用可能。WEB カメラ付きノートパソコンがあれば使用可能。次にクラウドストレージの Drive。アッ
プロードすると自動で OCR がかかる。名刺をアップロードすると、名前で検索して見つけられる。また、資料の検索は非常
に優秀。次に表計算のスプレッドシート。ほぼほぼエクセルと同機能。ブラウザで使用可能で、共同編集が可能。エクセル
との完全互換性をうたっており、スマホでの編集も可能。他にも、ワードにあたる Docs、メールの Gmail、site、アンケート
の Form。有料版では独自ドメインでの運用も可能。更に容量無制限となる。更に検索にはめっぽう強い。Gsuite の優
位性は、クラウド上での操作や共同編集が楽になる。そして、初期導入が安くて早い、かつデータサーバー運用が保守の
更新や確認などの管理が可能。最後にセキュリティレベルに関しては、データの閲覧や資料作成、編集などの履歴がすべ
て確認できるため、監査が非常に楽になる。
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＜オフィスとグーグル（Gsuite）の比較＞
Gsuite のベーシックプラン、￥800/月。オフ
ィス 365 は￥1080/月。メールのホスティン
グでは独自ドメインが使える Gsuite が優位。
オフィス 365 は、￥1630/月のプランから使
用可能。また、音声会議、ビデオ会議、共
有カレンダー、アプリケーション、デバイス、OS
互換性でも Gsuite が優位。オフィス 365 は、
￥1630/月で、対応可能。ただしクラウドス
トレージでは、Gsuite は 30GB、オフィス
365 は 1TB とオフィス 365 の方が優位。な
お、サポートは共に電話とメール 24 時間対
応だが、Gsuite の方が対応可能な時間が
多いと感じている。
まとめとして、Gsuite の方が割安。なぜならグループウェアとして必要なソフトが揃っている。また、オフィス 365 の使用制限
5 台は、意外と壁になる。あっという間に使い切ってしまう。
Gsuite は、Basic\680-、Business\1360-、Enterprise\3000-となっている。30GB の容量に問題が無ければビ
ジネスで十分。
＜質疑応答＞
Q：サイボウズを 3 年使っているが、使い慣れると切り替えが大変。切り替えのトラブルはなかったか。
A：当社も以前はサイボウズを使っていた。最初は、スプレッドシートとメーラーを使って、次にスケジューラー。スケジューラー
は、最初見た目が異なっていた為に苦情が出たが２～３か月で慣れてきた。逆に使いやすさが分かってきた。スケジュ
ーラーとメールとの連携などをシステム担当から周知をして、便利なところを教えていくことで定着してきた。なお、サイボ
ウズのサーバーが以前に吹き飛んだ事がありそれを契機に Gsuite に移った。
Q：社内でのトラブルに対応してもらえるのか。Gsuite で解決できるのか。
A：当社で相談を全て受けられる。
Q：当社で最近使い始めた。Meet で遠隔地の店長と会議を実施した所、
同じ部屋に複数人数が同時に meet していると反響などで会話が上手く
できなかった。音声会議も同じ。
A：後発であるので、その点では専門アプリと比較するとやはり劣る。
Youtube との連携が出来る、パッケージに入っているのがメリット。おっしゃ
る通り、音声の質は落ちる。なお、ハウリングに関しては、会議用の 10 人
で使用できるマイクを 1 個だけ設置して対応している。
Q：多数の既存のエクセルやワードのデータを Gsuite にどう対応させるのか。
A：全てアップロードして、使用するものを開けば、順次更新、保存されてい
く。
Q：データは個人のフォルダ、法人のフォルダ？ どこに保存してあるのか。
A：社員全員がビジネスで契約、共用ドライブで無制限。そこに会社のデータ
をすべて入れている。
Q：ワークフローにあたるアプリはあるか？

原田 明光 部員
株式会社三永

A：純正ではないが、第３パーティがそれに準ずるアプリを開発している。
＜9．2019.12 喫煙可能であった店舗を禁煙にするにはどうすべきか アンケート ＞
喫煙可能であったホール（又は一室）を禁煙にする際、どういった処置が有効であったかをアンケートしたいという説明があっ
た。主に内装や、ニオイ対策、汚れ対処などを知りたいとの事。部会で検討の結果、下記のアンケートを実施する事にした。
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「喫煙可能だったホール（部屋）を禁煙にするには？」 アンケート 2020.1
PCSA コスト問題研究部会より、上記アンケートを依頼したく、連絡させて頂きました。
来年４月１日に施行が決まっている改正健康増進法により、パチンコホールには原則室内禁煙が義務づけられました。
これまで「喫煙可能」であったホールを「禁煙ホール」にする際、タバコのニオイが残っていないかなど気になるところだと思い
ます。
また、喫煙可能な場所での清掃、バックヤードではどう対応するかなどもアンケートさせて頂きたく存じます。
お忙しい時期に恐れ入りますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
Q１-１：喫煙だったホールを禁煙にする時に行った事とその結果を御回答下さい。
ex. 絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作業 etc
ex.ニオイがなくなった、においが取れなかった etc
Q１-２：喫煙だったホールを禁煙にする時に行おうと計画している事を御回
答下さい。
ex. 絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作
業 etc
Ｑ２-１：喫煙室及び喫煙ブース内の灰皿は、どのようなものを使用するかと
その理由も御回答下さい。
ex. 無水祭壇式灰皿、水入り灰皿 etc
Ｑ２-２：喫煙室及び喫煙ブース内の営業時間中の清掃を誰がどのタイミン
グで実施するのか御回答下さい。
ex. 外部委託清掃業者が 2 時間おきに吸い殻回収、日々の
清掃は閉店後のみ吸い殻は月 2 回業者回収 etc
Ｑ３：従業員のいるバックヤードでの改正健康増進法対応を、どのように考
えているか御回答下さい。
ex. 完全に禁煙にする、喫煙ブースを設ける、休憩室を喫煙

堀金 泰陽 部員
グローリーナスカ株式会社

室にする etc
Ｑ４：その他、改正健康増進法の対応として実施しようとしている、検討している事柄がございましたら御回答下さい。
＜10．2020.1 省エネ講習会について （全日遊連主催） ＞
開催日時

2019 年 12 月 24 日 午後 2 時～3 時 30 分

開催場所

全日遊連 3 階 大会議室

テーマ

省エネルギー政策とパチンコホール業におけるベンチマーク制度について

主催

全日本遊技事業協同組合連合会

講師

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー課 畑 泰彦 様

＜概要＞
１．エネ庁 畑氏による「省エネルギー政策(国全体)」「パチンコホール業におけるベンチマーク制度について」
・国全体の省エネルギー政策とその目標、消費動向、歴史など。
・産業部門、運輸部門、業務部門、家庭部門、それぞれの特徴。
・化石燃料一辺倒からの脱却を狙う「エネルギーミックス」の省エネ対策について。
・産業部門の規制について。
・ベンチマーク制度について。
・SABC の 4 段階のクラス分けについて。
・建築物のエネルギー消費性能の向上について。
・エネルギー消費のない ZEB（zero energy building）という考え方について。
・省エネエネルギー投資促進に向けた支援補助金について。
・今後の省エネ政策の課題について。
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・パチンコホール業におけるベンチマーク制度について。
２．全日遊連 森事務局長による「全日遊連 低炭素社会実行計画の進捗報告」
・低炭素社会実行計画は、温室効果ガスの削減を目標とする取り組み。
・2014 年 11 月付で計画を策定。
・2018 年度の経団連傘下の 62 の企業、他 50 余りの企業がこの低炭素社会実行
計画に参加している。
・目標は、CO2 排出量を 2007 年度をベースに、22％、367 万トンの CO2 排出量
の削減。
・毎年、全日遊連傘下の企業に電気使用量と原油換算のエネルギー量も調査を実
施している。
・直近 3 年間の CO2 排出量削減実績では目標を達成している。
・2018 年度のホールにおける電気使用料の速報値でも、目標をクリアしている。

青木 勇二 部員
株式会社山宝商会

・しかし、全日遊連傘下のホール数、延床面積、台数が減少している背景もあり、省エ
ネが進んでいるとするのは早計。
・アンケートの回答率は 90％であり、未回答の 10％を推計して計上している。

＜質疑応答＞
Q：今年からベンチマーク制度が始まり 15％の事業者が達成できる数値として目標値がある。これは 5 年後、10 年
後には変化するのか。
A：目標値は、年々達成事業者が増えていくので、見直しをする必要がある。これは中長期、３～５年で見直すべき。
なお、産業部門では、目標値の見直しを 10 年越しで議論し始めている。なお、産業部門は設備投資のスパンが 10
年以上と長い事も理由。
Q：法人としては 1500kl を越えているが、パチンコ部門だけではそうではない。パチンコ業界に入るのか？
A：定期報告がどの業種なのかによる。主たる事業がパチンコ業では対象となる。
Q：１．延べ床面積と言う事で駐車場を除くとなっている。事前に中部電力に聞いたが、電気の契約は駐車場も一
緒になっており分けられない。コストをかければ分けられるのだが
２．来年からはベンチマークのシートで報告するが、昨年までの形式での報告はしなくて良いのか。
A：１．ベンチマーク制度に対しての新たなコストを望まない。駐車場の面積は、延べ床面積に含めて報告いただいて
も良いが、不利になると理解の上でお願いする。
２．１％削減したかという判断の為に、昨年までの報告は継続でお願いする。
Q：使用量の推定について、集計値の算出の仕方で、検定日の日にちずれが発生しているのだが。
A：報告は 4 月 1 日からなので、検針日がまたがっていてもそこはわけて頂
くことになる。エネルギー使用量は、合理的な方法によって分けていただくと
いう事でご対応頂きたい。
Q：補助金制度で採用されている細目を知りたい。
A：高効率空調やボイラー、変圧器、産業用モータなど。機器だけではな
く、高効率なのかの数値的な目標値が審査対象になる。なお、SII という
執行団体 HP に類例が掲載されている。ご参考に。
Q：省エネのコンサルタントは対象になるか？
A：対象外。
Q：厚生労働省の温室効果ガス算定排出などでは、HP 上にツールを用
意して、昨年度の数値を残して、次年度に使えるようにしている。こちらで
も検討しているか？
A：定期報告書やベンチマーク制度でも WEB 上でコピー活用できるように
計画進行中。再来年以降に電子報告が実現すると考えている。
Q：再生化エネルギーを 1 割から 2 割に増やしたいとあったが、コストが上
がる事が想像できる。賦課金はどうなるのか。
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A：現状は平等に広く薄く負担をしていただいている。そこから大きな変更
はないと思われる。
Q：山本：北海道のブラックアウトに際して、レジャー産業に対して休むべ
きだという意見があり、1 店舗 1 店舗に交渉していたがかなりの困難を伴
った。これを契約の仕方で、電力ひっ迫の際には給電を停止するなどの契
約は考えているのか。
A：国としてというよりは、電力供給側の新電力などが、そういったひっ迫時
に給電を停止する契約にインセンティブを付ける可能性はある。
Q：クラス分けの発表の時期は？ いつの投資が優遇されるのか。
A：クラス分けは例年 3 月末。但し、今年度は前倒しで 2 月末となる。な
お、投資の優遇はこれからの投資に対してかけられる。
Q：省エネを担当していると、進めれば進めるほど電力削減でコストが下げ
られるので進めてきていた。もし、非化石エネルギーの割合がグンと増えた
ら、省エネは進めなくとも良いのか？
A：再生可能なエネルギーだから無遠慮に使って良いとは考えない。消費

福井 宏彰 担当理事
株式会社加賀屋

電力の削減では、効率化につながる。省エネに終わりはないと思う。なお、ゴールが遠のくのだが、その時点で上位
15％で切り直すだけ。再度トップを狙っていただきたい。
Q：節電＝空調の on や off で実施しているホールもまだまだある。それ以上の知識やノウハウの勉強の機会などはあ
るのか。
A：具体的にどう省エネすべきか、ご参考になる省エネ診断を提供しているので活用して欲しい。また、パチンコホールの
トップランナーからの情報共有を実施することが非常に効率的だと考える。
＜11．2020.2 受動喫煙関連アンケート 内装編 まとめについて ＞
2020 年４月１日に施行が決まっている改正健康増進法により、パチンコホールには原則室内禁煙が義務づけられた。その
結果、これまで「喫煙可能」であったホールを「禁煙ホール」に変更する必要が出てきた。その際、タバコのニオイの残留、また、
喫煙可能な場所での清掃、バックヤードでの対応などの情報をアンケートした。部会では、1 月のプレゼンテーションで話題に
上がった清掃や喫煙室入口の風量計測について、どういった頻度で検査すべきか、その計測値の保存期間や計測値の正当
性の担保の有無について意見を交わした。
総回答社：10 社
質問：Q１-１：喫煙可能であったホールを禁煙にする時に行った事とその結果は？
ex.絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作業 etc
ex.ニオイがなくなった、においが取れなかった etc
Q１-２：喫煙可能であったホールを禁煙にする時に行おうと計画している
事柄は？
ex.絨毯の張替え、壁紙の素材による張り替え、又は洗浄作
業 etc
Ｑ２-１：喫煙室及び喫煙ブース内の灰皿は、どのようなものを使用する
かとその理由は？
ex.無水裁断式灰皿、水入り灰皿 etc
Ｑ２-２：喫煙室及び喫煙ブース内の営業時間中の清掃を誰がどのタイ
ミングでどの程度実施するのか？
ex.外部委託清掃業者が 2 時間おきに吸い殻回収、日々の
清掃は閉店後のみ吸い殻は月 2 回業者回収 etc
Ｑ３：従業員のいるバックヤードでの改正健康増進法対応を、どのように
考えているか？
ex.完全に禁煙にする、喫煙ブースを設ける、休憩室を喫煙
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室にする etc
Ｑ４：その他、改正健康増進法の対応として実施しようとしている、または検討している事柄は？
＜12．2020.2

喫煙ブース

現況アンケート

2019.11 について ＞
喫煙ブースの設置の際、警察や消防から指摘や注意を
受けた店舗、その地域をアンケートする件を法律問題
研究部会に依頼。法律問題研究部会が当アンケート
を実施した。なお、2019.1.31 版のアンケートを実施
中。部会では、2019.11.30 版の集計結果を共有し
た。
部会では、S 件にて変更承認申請を求められた件や、
司法書士に一部作業を委託している事例などの情報
が共有された。
＜アンケート内容＞
喫煙ブース設置済み 店舗名、店舗住所、警察

上田 芳己 部員 株式会社日本ヒュウマップ ダイナムグループ（左）
新井 弘光 部員 アメニティーズグループ 株式会社パンドラ（右）

所轄名称、消防 所轄名称
Q1：設置済み設備の種別（喫煙ブース 喫煙
室 その他）

Q2：設備を設置した場所の「設置前」の区分は？（客室面積 内、客室面積 外 他） ← 追加
Q3：設備を設置した場所の「設置後」の区分は？（客室面積 内、客室面積 外 他） ← 追加
Q4：設備を設置した際に提出した書類
Q5：設備を設置する際に、所轄、または消防に何か指示や注意などを受けたか
Q6：Q3 のケースがあった事例にどう対応したか
Q7：備考
＜アンケート回答 概要＞
・総回答社 7 社 ※内 2 社は設置店舗なし
・設置店舗有り 5 社
・総設置店舗数 21 店舗
＜意見＞
・ある店舗で、地上１ｍ以上の高さのスモークが使用禁止と言われた。貼るシートだったので剥がして OK が出た。
・50 店舗導入したが、大阪では、煙探知機を要望により設置した。扉付きなのか開放型なのかで対応が違い開放型の
方が対応が簡易だった。また、北海道のホールに入れた際は変更承認申請
だった。
・許可が下りるまでは営業ができないのか？
＞喫煙ブースを使用する事が出来ない、という事。営業は可能。
・補助金は、外排気だけでなく内排気にも出るようになったが、東京都では補
助金が出ない。兵庫県は、議会が条例を出して、外排気だけは大丈夫とな
った。
・兵庫県の構造上外排気に出来ない賃貸物件のホール。外排気の喫煙ブー
スから既存の空調ダクトに接続したが、強力に空気を流入されて他の吸入口
から煙が出てきてしまった。そこで、内循環のきれいにした空気を空調ダクトに
流すことで解決した。
＜13．2020.2 法令関連講座 中長期計画の作り方・書き方 補助金の活用に
ついて ＞
基本的な中長期計画の作り方、書き方、補助金の活用手法の説明がされ、そ
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木島 剛太 部員
日昭産業株式会社
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の上で 5 年平均において 1 年間 1％のエネルギー使用量削減を求められており、その計画立案が課題だと延べられた。
テーマ

省エネルギー政策とパチンコホール業におけるベンチマーク制度について

開催日

2021 年 1 月 16 日（木）

主催

一般財団法人省エネルギーセンター

＜概要＞
０．前段
エネルギーミックスにおける省エネ対策
省エネ法の変遷
工場等判断基準 WG で審議されている内容
7 月末に向けての諸手続き
１．様式の入手と届出
２．モデル事業者を例にとって
エネルギー使用量集計
エネルギー使用状況届出害
エネルギー管理統括者の選任・解任届
エネルギー管理企画推進者の選任・解任届
第二種エネルギー管理指定工場等の指定取消申出
エネルギー管理企画推進者の兼任承認申請
３．中長期計画の作成について
中長期計画を作成し提出をしなければならない法根掛
中長期的な計画の作成のための指針
中長期計画の作成はエネルギー管理統括者の一番目の職務
工場判断基準と中長期計画
中長期計画書作成の考え方
中長期計画書の書き方と記入例
中長期計画書の記入の仕方の注意事項
過去の事例で見る作成に当たっての注意事項
４．省エネ導入補助金等の利用
補助金
税制優遇
金融上の助成措置
補助金申請から完了までの注意点

＜＜ ２．企業訪問・勉強会 ＞＞
＜夢コーポレーション株式会社 省エネ活動報告＞
開催日時

令和 1 年 5 月 30 日（木） 午後 3 時 15 分～午後 4 時 15

分
開催場所

夢コーポレーション株式会社 本社会議室

出席人数

代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 4 名、正

会員オブザーバー4 名、
賛助会員オブザーバー4 名、アドバイザー1 名、オブザーバー5 名、
合計 26 名
説明

夢コーポレーション株式会社 資産開発部 部長 常磐 賢二 様

＜概要＞

荒田 政雄 部員
夢コーポレーション株式会社

１．省エネ活動について
（１）活動に至った背景
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・化石燃料輸入コスト上昇、電機購
買単価上昇。
・①全社員の正しい知識教育 ②店
舗毎の節電オペレーションを確立
（２）目的、目標
・2018 年 3 月期における費用超過
リスクを低減する為。
（３）水道光熱費推移（活動成果）
・開始 1 年で全社水道光熱費の使
用料削減により、単価上昇分を吸
収、目標を達成している。
（４）特定事業者等のクラス分け実施結果
・3 年連続 S ランク。
２．優秀店舗の活動ポイント
活動のポイント（全員野球） PDCA サイクル
（１）温度管理表活用し「わかる化」
・シーズナルパターン、春 3 月～5 月であれば、なるべく空調の使用を控える事が重要。
（２）オペレーションルールの「徹底」
・店舗ごとに異なる点灯、空調機器使用のルールが決まっており、それらが誰にでもわかるようにシール、テプラで
貼ってある。
（３）オペレーションルールの「わかる化」
・ルールを可視化するために、各スイッチ付近に POP を張り付けて誰でも確認、行動ができる環境を整えている。
（４）オペレーションルールの「記録化」
・作成されたチェックシートを活用し実際に何をしたのかをチェックする。このチェックシートはあくまでも確認用であり、
実際にする、しないは店舗の判断で良い。
（５）デマンド分析表の「確認⇒改善」
・デマンド分析をすると店舗ごとの閉店後開店前までのデマンドが全く違う。ピークデマンド数値もかなり違う事が
わかり、そこを改善することで効果が上がる。開店から閉店まではどうしても客の稼働によって、大きく変化する。
しかし、閉店後、開店後のばらつきをなくすのが改善のポイントとなる。
３．まとめ
（１）取り組みの流れ
（２）課題
＜質疑応答＞
Ｑ：本部からの電気関連の指示に対して、中々理解
がされない。どう活動を進めていったのか。
Ａ：こういった活動は社長から承認を得ないと動けない。
社長の存在が非常に大きい。毎月、活動数値を報告
しておりエリアごとの成績が出てくるので誰にでも理解がし
やすい。店舗から特に大きな反対はなかったが無関心さ
はあった。現状、前向きに活動を進めていけるようになっ
た。過去にも同様の活動が進まなかった事例があったの
で、そこでも有効だった「プッシュし続ける」事に注力して
いる。そして、店舗で「気づいた人」が出ると数値が変化

古賀 新 部員 株式会社インターコスモス（右）
対馬 健治 オブザーバー 株式会社インターコスモス（左）

していく。
Ｑ：特定事業者であれば省エネとは別の角度で
管理基準を作成する義務があるのだが、ここ２～
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３年で非常に厳しくなった。どう対応しているのか。
Ａ：担当者を増やして対応している。
Ｑ：全店舗の中から優秀店舗を評価しているが何を評価して表彰したのか。
Ａ：削減の数値が優秀な店舗を評価、表彰した。但し、数値は絶対値ではなく昨年からの変化率を見ている。なお、削
減されたコストはお客様を増やす為の施策（経費）につぎ込んで良しとしている。
Ｑ：お客様の暑い寒いという声で対応しているのか。
Ａ：当初は、店舗毎にこの日は何度と温度を決めて運営していた。しかし、現状では店舗毎の対応に任せている。
Ｑ：駐車場などの外部電気のタイマー設定している店舗はあるか。
Ａ：ある。しかし、夏と冬で設定の変更が自動化されていないので、現在マニュアル対応を進めている。
Ｑ：削減できないという事で、マイナスの評価はあり得るのか。
Ａ：外部要因や設備が原因なのか、それとも店舗スタッフの努力不足なのかがはっきりとわからない。従ってそこまでは考
えていない。
Ｑ：店舗内の節電オペレーションを確立させるためにかかった時間はどのくらいか？ もっとも人手と時間がかかる部分だと
思う。
Ａ：最低１年間から２年間はかかると思う。
＜意見＞
・常磐賢二部長のおっしゃっていた「全員野球」というキーワードに強く共感した。
・32 店舗あれば、3 世代の新旧店舗が混在しているために、32 通りのやり方があり、その中で、各店舗にあった現実的
な対応をされている事に感銘を受けた。また、すべてを数値化して評価をしている事に感心した。
＜株式会社インターコスモス＞
開催日時

令和 1 年 11 月 20 日（水） 午前 10 時～午前 11 時 30 分

開催場所

株式会社インターコスモス 大阪本社会議室

出席人数

部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー6 名、賛助会員

オブザーバー5 名、合計 25 名
内容

企業訪問（ショールーム見学）、株式会社インターコスモス 代表
取締役 作道 洋介様 ご挨拶（右写真）、部会開催

＜＜ ３．ストアコンパリゾン ＞＞
＜ストアコンパリゾン in 愛知＞
開催日時 令和 1 年 5 月 30 日（木） 午前 10 時～正午 12 時
スケジュール

AM10:15 １．オーギヤ WO 様（15 分※見学のみ）
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AM10:40 ２．タイキ豊橋藤沢店 様（15 分※見学のみ）
AM11:00 ３．ゼント豊橋藤沢店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）
＜意見＞
・景品交換無人カウンターについて、使用率やコスト
削減について非常に勉強になった。
・導入したと伺っていたお掃除ロボットに関して、機能
や清掃率など詳しいお話しを聞きたかった。
・見学させて頂いた景品自動交換機（ガラス張りの
自動販売機で、カード関連の機器が横に設置され
ている。）はメーカーの基板でカスタマイズが必要で
結構な費用が掛かると伺った。
・紙幣搬送設備で紙幣が別階にまとめて送られるの
が非常に良いと感じた。また、現物を見てみたかった
という本社社員がおり、注目度の高さを感じた。
＜ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅰ＞
開催日時 令和 1 年 11 月 19 日（火） 午後 2 時～午後 6 時
スケジュール

PM02:00 １．グランキコーナ堺店 様（60 分※15 分見学、30 分質疑応答）
PM03:30 ２．リッチウエル長居店 様（30 分※10 分見学、20 分質疑応答）
PM16:20 ３．イルサローネ東住吉店 様（50 分※15 分見学、30 分質疑応答）

＜ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅱ＞
開催日時 令和 1 年 11 月 20 日（水） 午後 1 時～午後 3 時 30 分
スケジュール

PM01:00 １．マルハンなんば 本館 様（60 分※15 分見学、30 分質疑応答）
PM02:30 ２．ベラジオ西中島店 様（60 分※15 分見学、30 分質疑応答）

＜意見＞
・ストコンでは、バス移動の時間にバス内で自己紹介や意見交換などができる。
・店舗を訪問して、率直な意見を伺う事で参考になると実感した。拡大部会だけでなく、別の機会にもぜひ訪問したい。
・異なる地域の店舗を見せていただき勉強になった。
・部会の取り組みとしては、どこをポイントとするのかを共通認識に決めればより深く認識できると感じた。分煙や消費増税がテー
マだったが、内容的には他の話題にも行ってしまっていた。
・大阪の営業形態と店内の様子が参考になった。今回のストアコンパリゾンでは、結果をレポートにして各部門長に流している。
・ストコンでの皆さんの視点が非常に勉強になった。
・訪問先店舗で伺った「若い方を取り込む」という方針が非常に参考になった。未経験の方にどうアプローチしているのかは興味を
引かれた。
・喫煙、禁煙に関しては大阪の感覚が間に合っていないのではと感じた。
・これから 4 月までに喫煙ブースは設置されていくが、間に合わない可能性もある。
・ストコンに関してはテーマを決めて、同じ視点で見ていくというのは勉強になる。
・訪問した店舗の台数と稼働状況や喫煙ブースの情報、喫煙ブース事態の稼働状況があれば勉強になる。

＜＜ ４．コスト問題研究部会 勉強会 ＞＞
＜第４回コスト問題勉強会＞
開催日時

令和 1 年 9 月 5 日（木） 午後 1 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 3 名、正会員オブザーバー5 名、賛助会員オブザーバー1 名
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オブザーバー4 名、合計 20 名
テーマ

今 知っておくべきベンチマーク制度 ベンチマーク報告ってどうやるの？

講師

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ エネルギー事業本部
東日本営業部 営業 1 課 佐藤 良 様 （左写真）

＜概要＞
◆ベンチマーク制度
日本を取り巻くエネルギー環境
・パリ協定採択 ⇒ 省エネ推進強化 ⇒ 省エネ目標 対象拡大。パチンコホールも
その対象に。
・ベンチマーク制度とは、業界共通の指標を用いることで、省エネ状況を適正・客観的
に評価し、各事業者が
「目指すべき水準」の達成に向けて、省エネ取組を推進する制度。また、事業者単位
で新たにベンチマーク指標の報告が必要となる。
・従って、エネルギーマネジメントは全店統一管理と削減がより重要になる。
◆省エネ法とは
・エネルギーの使用の合理化などに関する法律。
・特定規模事業者は、年間原油換算で 1500kl 以上のエネルギーを使用している。（遊技台 3500 台程度）
・ホールであれば、各事業所ごとに会社を立ち上げている場合は、特定規模事業者に相当しない。
・違反すると、エネルギー管理企画推進者を選任の場合 100 万円以下の罰金、エネルギー使用状況届出書の提出の場
合 50 万円以下の罰金となる。
◆ベンチマーク制度の対象事業拡大の背景
・未来投資に向けた官民対話にて、安倍総理が「全産業のエネルギー消費の 7 割を、トップランナー制度の対象に拡大する」
と明言。
◆ベンチマーク要点
・全国統一基準での評価。これまで各事業者ごとに定めていた原単位分析に加え、全国統一基準の重回帰分析による指
標によって平等に評価。
・同業種内でのクラス分け評価制度。統一基準(以下ベンチマーク)によっても、パチンコホール事業者を S クラスから C クラス
までクラス分けが行われる。
・定期報告書の報告内容の追加。従来通りの定期報告に加え、ベンチマークでの報告も義務化される。
◆クラス分け制度
・S クラス：省エネが優良な事業者。なお、ベンチマーク達成者は原単位 1%削減を達成していなくても S クラスへ位置づけ
られる。
・A クラス：一般的な事業者。
・B クラス：省エネが停滞している事業者。対応と
して、注意喚起文書を送付し、現地
調査等を重点的に実施。
・C クラス：注意を要する事業者。対応として、省
エネ法第 6 条に基づく指導の上でも
改善が見られない場合、社名公表
や罰金等の罰則適用。
◆クラス分けフロー
企業全体のベンチマーク数値が 0.695 以下
⇒ yes ⇒ S ランク事業者
↓No
原単位の努力目標（平均１％）を達成して
いる。 ⇒ yes ⇒ S ランク事業者
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↓No
直近 2 年連続で原単位が対前年対比増加していない。 ⇒ yes ⇒ A ランク事業者
↓No
5 年間の平均原単位が５％強増加していない。 ⇒ yes ⇒ A ランク事業者
↓No
B ランク事業者
↓No
注意、立入検査でも改善がない場合 ⇒ C ランク事業者
◆ベンチマーク制度導入によるメリット
メリット①:『事業者クラス分け評価制度』における評価
『事業者クラス分け評価制度』において、ベンチマーク達成事業者は、原単位 1%以上の低減を達成してい
なくてもＳクラス（優良事業者）へ位置付ける。
メリット②:S クラスであれば公表することで CSR の役目を担える
ベンチマーク指標における S クラスはトップ 15%が達成できる想定。そのため、S クラスになると業界でもトップ
クラスの省エネによる環境負荷低減を地域へアピールが可能。
メリット③:省エネ補助金における評価
ベンチマーク導入業種では、省エネ補助金において有利な評価を受けられる。2 年連続の S 評価であれば、
中長期計画書の提出が最大 5 年免除。
◆省エネ法におけるパチンコホールのベンチマーク
・対象事業者
・日本標準産業分類におけるパチンコホールのうちパチンコ店及びスロット店の合計エネルギー使用量が年間 1500kl 以上
の場合にベンチマークの報告が必要となる。
※概算で年間電気代合計が 9000 万円以上あれば対象。
・ベンチマーク水準（目指すべき水準-上位 15％達成見込み）
0.695 以下
◆ベンチマークの計算方法
①各店舗のベンチマーク数値を算出

②①を用いて事業者としてのベンチマーク数値を算出

◆各項目の解説
■年間エネルギー使用量
①電力会社と電気受給契約がある場合
電力会社、ガス会社の請求明細の使用量を原油換算シート(P.15)へ昼間・夜間別に記入
→新電力との契約で夜間区分けが請求書に無い場合は、当該会社へ依頼
※駐車場の街灯等については、ホールとは別に低圧契約を行っている場合など、明確に駐車場としての
使用量がわかる場合は除外(=そのため必ずしも定期報告書の数値とは一致しない)
②請求が電力会社以外からくる場合(テナント等)
子メーター計測の使用量(請求元会社の明細根拠)を原油換算シート(P.15)へ記入
※ただし、昼間・夜間の区分けが不明な場合は一律昼間買電の枠のみ記入
■延床面積
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①電力会社と電気受給契約がある場合
図面上の延床面積(従来定期報告書へ記載している場合は同数値)
②請求が電力会社以外からくる場合(テナント等)
専有部のみのため、警察署へ提出している面積(休憩室や通路も含む)
■年間営業時間
・各年 4 月 1 日～3 月 31 日までの営業時間。店休日や改装期間は除くため、
都度記録を残しておくことを推奨。
◆参考 ホールで使える補助金
省電力補助金または省エネ補助金の 2 種類

＜質疑応答＞
Q：延べ床面積は、定期報告書では立体駐車場は含めて良いということだったが、ここでは含めないのか。
A：駐車場は含めない。
Q：電力会社の算出基準によるの日付のズレはどうするのか。
A：ずれた日付の部分は、電力会社に言えばもらえるがそこまでやっている企業はほとんどない。電力会社以外の計測端末
を使う企業が多い。テナントの場合は、頂いたデータをそのまま使える。
Q：定期報告書で報告する使用量とベンチマーク制度の使用量の 2 種類あるがどうすべきなのか。
A：2 通り計算をする企業とベンチマーク制度に寄せてしまって回答を出す企業がある。ベンチマーク制度自体がまだ、改善
すべき点があり、今後もエネ庁にこういった意見が出てきているので、どう回答すべきかを聞いていく予定。制度変更自体
は 5 年間はないと聞いているが、今後細かな部分で変わっていく可能性はある。
Q：営業時間が長い方が、夜間の時間帯に入るのでその点は有利かと考えるがどうか。
A：迷ったらエネ庁に電話をするのが一番。報告で手間が増えるわけではないので早め対策をしていくことがある。トップ 15％
が S クラスとなっているが、スーパーマーケットであれば 7％。かなり厳しい。企
業価値は高くなる。パチンコホール年間電気代 1500 万円。そこから 20％
削減で 300 万円削減となる。S クラスを目指して空調を変えるなどは良いと
思うが、現場に負担をかけない方が良い。
＜第５回コスト問題勉強会＞
開催日時

令和 1 年 12 月 6 日（金） 午後 2 時～午後 5 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

出席人数

担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 8 名、
賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

テーマ

近未来の業界動向と、その「コスト増・減」は･･･どこへ？何へ？

講師

有限会社トータル・ノウ・コネクションズ 代表取締役 髙橋 正人様
（右写真）
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テーマ

2019 年の業績データと消費税店舗のデータ

講師

サン電子株式会社 サンタック事業部 情報戦略部
IT コンサルティング課 北瀬 紳一郎様

＜概要＞
<2019 年>【市場動向の推移】と、【進捗率】の検証。
(1)【全店データ】の推移検証～【サン電子株式会社・TRYSEM データ】から、2019 年を検証。
(2)【進捗率】として、【今】の検証。
(3)【貸玉単価別】分類で、【昨年対比】の検証。
パチンコ業種は、【時期的要素】が反映されるビジネスモデルである。
だからこそ・・・「前月対比」では無く、「昨年
月との対比」の確認が重要になる。
【全日遊連】～2020 年の注目は、「残存店
舗数」。
2019 年の注目点は、【廃業店舗数】注目
から始まる!
2019 年「10 月末」の段階で・・
過去全ての、新規則機【適合率】と【適合数】
を確認。
新規則機「保通協適合」状況の確認。
近々の結果は・・・『P・S 共に、適合率・機
種数がダウン』の傾向に。
そして、今後の【遊技機の適合状況】を推
測。
【受動喫煙】～【(改正)健康増進法】を再確認。
受動喫煙防止】は条例であって、法律は【(改正)健康増進法・25 条】です。
【喫煙専用室】における【技術的基準】(※抜粋)
【喫煙専用室】の設置は・・・『いつ実施するのか?』
「全面禁煙化」で、ホールの稼働は下がるのか?
【加熱式たばこ】の需要は増えるのか?
ホールにおける、【「加熱式たばこ」への対応】を検証。
【たばこ喫煙者】と【パチンコ・スロット経験者】を推測する?
「旧⇒新」規則機の【導入台数規模】を検証する。
2019 年における【新規則機の導入率】と【導入台数】の規模を推測。
全ての問題点(懸念点)は、【低貸エリアにおける、新基準機導入率】になる。
年末【高射幸性機】の「IN 枚数の振分」を推測する。
ピックアップする「多台数機種」は【5 機種】=【総 IN=16 億枚/日】
⇒ 1.6 号機 入替の新台
2.6 号機 その他 6 号機
3.5 号機 高射幸性機
4.5 号機 Aor(RT)
5.5 号機 ART
6.スロットを辞める パチンコへ
7.スロットを辞める 店に行かない
【高射幸性機】の「IN 枚数の振分」分布結果
【1 日あたりの総 IN 枚数=16 億枚】の分布図。(※「業界人役職者～83 名」のアンケート結果)
これにより、問題思考の「論理的解釈」を検証しましょう。
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【マーケティング】の話～「マクロ」と「ミクロ」の視点
まずは、【マクロ視点】で、「マーケット分類」。
続いて、【マクロ視点】で、「消費行動の分析」。
全ては、『どこにコストをかけるのか?』で、店舗の営業方針が決まる。
【ミクロ視点】で、『コスト配分が決まる!』。それが、『店舗の未来を創る』
【高射幸性スロ】⇒【パチンコ転向】は有り得るか?
「高射幸性スロット」撤去後の、同コンテンツ「パチンコ」稼働の動向を検証する。
特筆すべき機種は・・・先ずは<P バジリスク 2>。
【スロット】⇔【パチンコ】の転向は有り得るか?
「高射幸性スロット」撤去後の、同コンテンツ「パチンコ」稼働の動向を検証する。
逆に、【パチンコ】⇒【スロット】に移動するユーザーだっているハズ!
【PA 海物語 3R2】の「価値」と「評価」と「運用」検証
【甘デジ】で、「3 万台」も売れるのか?⇒つまり、ホールが「3 万台」買うのか?
単純な「機種評価」は、どうなの?⇒データは「全国平均値」として、<サン電子・TRYSEM>引用。
現実的な「営業運用」を検証する。
<海物語シリーズ>の【甘デジ系】の、「導入日ソート」一覧表。

＜＜ ５．コスト関連商材 プレゼンテーション ＞＞
＜ １．喫煙ブース プレゼンテーション 2019 ＞
開催日時 令和 1 年 5 月 9 日（木） 午後 1 時～午後 5 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A
出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 7 名、正
会員オブザーバー15 名、
賛助会員オブザーバー15 名、一般社団法人日本遊技産業経営
者同友会 参加者 9 名、
プレゼンター23 名、合計 78 名
プレゼンター第 1 社 株式会社マースエンジニアリング
「煙」を分けて「人」を分けない スモークポイントのご紹介
椿

実

株式会社マースエンジニアリング
営業企画部販売促進グループ

加藤 英則 代表理事
夢コーポレーション株式会社

米玉利 幸弘 株式会社 fujitaka 事業統括本部
環境事業部 部長
第 2 社 株式会社エース電研
禁煙ホールをトータルコーディネイト
堀江 保善

株式会社エース電研 本社営業部 部長代理

高松

株式会社エース電研 営業本部 本社営業部 主事

亨

第 3 社 JCM システムズ株式会社
分煙力
横山 敏之

JCM システムズ株式会社 課長

第 4 社 株式会社オーイズミ
３つの”問題”を解決する喫煙ブースのご提案
藤岡 大介

株式会社オーイズミ

第 5 社 グローリーナスカ株式会社
喫煙ブース導入事例について
福井 佳貴

グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G マネージャー
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青山

実

勝田 安生

グローリーナスカ株式会社 営業部 サプライ推進 G サブマネージャー
グローリーナスカ株式会社 営業部 営業 G マネージャー

第 6 社 SANKYO
For ザ・フューチャー 『F パッケージ』
鈴木 裕作

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 課長

中尾 圭介

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 係長

元岡 洋介

株式会社 SANKYO パーラー事業部 営業部 主任

深野

有限会社星野工務店 部長（株式会社 SANKYO）

剛

第 7 社 株式会社ジョイントバンク
株式会社ジー・スリー どこでも喫煙ブース製品紹介
株式会社ダイレクトジャパン・有限会社アメニックス 分煙化総合ソリューション
永井 秀則

株式会社ジョイントバンク 代表取締役

金井 章浩

株式会社ジー・スリー 専務取締役（株式会社ジョイントバンク）

宮本 豊道

株式会社ジー・スリー 開発課（株式会社ジョイントバンク）

清水 順義

株式会社ジー・スリー 部長（株式会社ジョイントバンク）

桑木野 孝雄 株式会社ダイレクトジャパン マネージャー（株式会社ジョイントバンク）
森本 充彦

有限会社アメニックス 代表取締役（株式会社ジョイントバンク）

第 8 社 フィールズ株式会社
Smart Smoke Project ～集客・稼働を意識した受動喫煙対策～

概要

藤島 輝男

フィールズ株式会社 執行役員 事業統括本部 カスタマーサービス部長

黒川 佳信

フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 担当部長

山本 隆太

フィールズ株式会社 事業統括本部 カスタマーサービス部 ゼネラルマネージャー

林

コマニー株式会社 営業統括本部 特販営業部 法人営業部 法人営業課 課長

泰行

2020 年４月に全面施行される「改正健康増進法」により、原則屋内禁煙となったパチンコホールの為に、弊部
会では喫煙ブースに注目。詳細な法律に適合する喫煙ブースの仕様も発表され、メーカーの「喫煙ブース」を 8 社
まとめての合同プレゼンテーションを開催した。各社 25 分の持ち時間でプロジェクター使用、実物ブースなど無しで
プレゼンテーションを実施。その後、質疑応答にてランニングコストやイニシャルコスト、特徴などを参加全社からヒアリ
ングした。
喫煙ブースのプレゼンテーションの形式について「複数社を比較できるのは良い」「展示ブース、商談スペースがある
と尚良い」との意見が出た。また他には、「喫煙ブースのそれぞれの製品の仕様が規格に合致しているのか知りたい」
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「助成金への対応方法を聞きたい」「吸い殻処理の最善手は？」「休
憩コーナーを喫煙ブースに切り替える重要ポイント」「消防法で注意す
べき点」「室内循環、外排気のどちらが良いのか」などを知りたい、聞き
たいという発言がされた。
＜ ２．健康増進法改正に伴う 既存喫煙室の遵法対応について ＞
開催日時 令和 2 年 1 月 8 日（金） 午後 2 時 40 分～午後 3 時 10
分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
プレゼンター 青山 一郎 様 株式会社日本ヒュウマップ 清掃部 顧客開拓
担当（PCSA 正会員 ダイナムグループ）
工藤 貴郎 様 株式会社日本ヒュウマップ 清掃部 顧客開拓
担当（PCSA 正会員 ダイナムグループ）
＜概要＞
・株式会社日本ヒュウマップは、清掃、飲食事業、景品事業を営む。
・喫煙室の設営・風速測定・メンテナンス等、健康増進法改正に伴う既存

渡邊 雅也 オブザーバー
アメニティーズグループ
株式会社アメニティーズ

喫煙室の遵法対応のサービス。
・2020 年 4 月から健康増進法が改正され、屋内での喫煙が原則禁止となる為、各ホール対応を計画しているはず。
・一方、お客様だけでなく従業員にもそれらが適用される。
・喫煙室の基準は、入り口風速 0.2m/s 以上。壁、天井など区画されている。屋外へ排気。の 3 点。経過措置として
内排気でも可能。罰則もある。
・提供するサービスは、１．換気扇清掃 ２．風速測定 ３．オプション作業（風速確保の対策工事、喫煙室内のク
リーニング）。
・換気扇清掃は、よく詰まっており清掃で本来の性能を取り戻すことが多い。なお外部フードまで対象としている。
・点検では、１．測定の実施日 ２．測定時の状況 ３．測定結果 を報告する。
・風速測定では、3 か月に１回、JIS T8202 の風速計を使用。0.01m/s から測定可能。なお、この機器は、定期的
な性能確認が求められている。なお、記録保存は 3 年間。測定者は規定されていない。従業員、委託先社員でも OK。
・なお、風速の測定場所は開口部の上部、中央部、下部の 3 か所。
・全国対応可能。
・金額の詳細は実際に見積もりさせていただく。なお、極端な高所やへき地では交通費分として多少の増加がある。また、
既存の喫煙室が風速基準を満たしているかは無料で点検に伺う。
・また、同様に清掃サービスも提供しており、現在契約中の清掃業者との比較としてで構わないので活用していただきたい。
＜質疑応答＞
・既存の喫煙店舗や喫煙室を禁煙にする場合、タバコの臭い対策が今後必要になるがサービスを提供するか？ ⇒ 通
常の清掃での対応となる。
＜補足＞
・2019 年 12 月（前月）の部会にて、佐藤 千恵リーダーより喫煙可能であったホール（又は一室）を禁煙にする際、
どういった処置が有効であったかをアンケートしたいという趣旨説明があった。主に内装や、ニオイ対策、汚れ対処などを知
りたいとの事で正会員、コスト部員宛に問いかける予定。
・一部より、清掃による消臭の費用対効果は良くないのではないかという意見あり。
・禁煙にして 2 日目の店舗にて、ニオイがなくなったと（主観で）言ったら、何もしていないとの回答があった。
・ダクト内や布（椅子）の清掃がポイントではないか、という意見あり。
＜ ３．2018 年新内規救世主現る！ 下町ダ・ペンチ 他入賞口統一管理ストレート整備 ＞
開催日時 平成 31 年 4 月 11 日（木） 午後 2 時～午後 2 時 30 分
開催場所 PCSA 会議室
プレゼンター 株式会社 KMA 代表

室橋 一登志 様
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＜概要＞
他入賞口管理で技術が必要な作業を下町ダ・ペンチ（ツール）であれば、導入時に簡単な研修を受けるだけで、管理
を一元統一化、作業時間を大幅に短縮（1 台約 1 分 30 秒）可能。質疑応答では、時間削減のシミュレーション、販
売以外のレンタルがあるのか、納期、導入時研修の実際などについて質問された。
＜ ４．キュービクル(高圧受電設備）のご提案・自然災害を使った火災・地震保険申請 ＞
開催日時 令和 1 年 10 月 3 日（木） 午後 1 時～午後 1 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
プレゼンター ハイブリッジコンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社ピーアンドピービューロゥ 営業企画

高橋 竜太 様
太田

治 様

＜キュービクル(高圧受電設備）のご提案＞
ホールのキュービクル(高圧受電設備）を買い取らせて頂くスキーム。ホール側のメリットは、「キャッシュが手に入る」「（キュ
ービクルの）修理費用、保守管理がゼロになる」「安い電気料金（新電力と契約）」となる。買取したキュービクルを総
合電商がキュービクル管理会社に更に売却。ホール側は、新電力会社 Marubeni 等と電気使用の契約を結んで頂く。
まずはシミュレーションとして、最初に電気料金の年額を出していただき、コスト削減を検討していただく。基本的には 15 年
契約となる。現在、新電力のご案内をしている会社の場合は、電力費用だけの削減となるが、当社は保安管理費とキュ
ービクルの維持費用を削減できる。なお、契約は、期間は 15 年、15 年後に再契約は可能。また、途中解約では違約
金を支払う事になる。
＜質疑応答＞
Q：4 つのメリットの最後の「安い電気料金」が、逆にネックになってくる。現在は、更に電気料金が安価になっている。
A：このスキームの 1 番のメリットはキュービクルの修繕費で、そのリスクを取らなくて済む。
＞15 年契約で考えると、300 万円の差額は、そこまでのメリットとは言えない。このスキームから新電力の契約を切れ
ればメリットになる。
＞新電力の契約を含めてのスキームとなる。
Q：新電力会社は Marubeni 以外にあるのか。
A：他新電力も検討中。
Q：当社はすでに Marubeni と契約しているが、このままの契約でいけるのか。
A：既存の取引とは異なるプランに再度契約しなおすことになる。
＜自然災害を使った火災・地震保険申請について＞
プレゼンターより以下の説明があった。東日本大震災による地震保険申請において、600 物件以上で 4 億円以上の実
績がある。過去の自然災害の被害から保険金を捻出できる。火災保険加入者の約 9 割が火事以外では保険金をもら
えないと思っている。また、地震保険でも倒壊しないと保険金をもらえないと思っている。しかし、そうではない。豪雨や雪に
よる雨どいの変形や、台風による外部通風孔のカバーや管の陥没、室外機のフィンの傷などで保険金を頂くことが出来た。
なお、このコンサルティング業務で他社は成功報酬額 50％だが、自社は 30％となっている。完全成功報酬。しかも調査
は無料で保険金がおりない場合は無料。
＜ ５．新たな切り口での電力会社の選択 ＞
開催日時 令和 2 年 1 月 8 日（金） 午後 2 時～午後 2 時 30 分
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
プレゼンター 井上

渉 様 HTB エナジー株式会社営業販売部 販売管理グループ 東京営業所

青木 隼人様 HTB エナジー株式会社営業販売部 販売管理グループ 東京営業所
＜概要＞
・HBT（ハウステンボス）エナジーは、HIS グループ。
・新電力を BtoC、BtoB 共に提供している。
・特徴１．クレジットカードでの決済可能、従ってポイントを獲得することができる。
・特徴２．会員に福利厚生として HIS グループのベネフィットサービスを提供。
・特徴３．全国対応可能。但し、沖縄意外にて。
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・クレジットカード決済の為、、1 か月遅れの請求となる。
・ベネフィットサービスでは、研修などにも活用出来る施設有り。
・また、代理店も募集。電気は在庫が不要なのがメリット。
＜質疑応答＞
・新電力は、基本料金と従量料金の割引があるが、どちらに該当するのか。
⇒ 基本料金の割引をしている。
＜意見＞
・既に新電力を使用中の企業にはメリットが薄かった。
・今後は、まず、地方電力（東京電力等）からの基本、従量料金の削減％をご提示頂く方が良い。

開催概要
第 161 回コスト問題研究部会

開催場所 夢コーポレーション株式会社 本社会議室、

開催日時 平成 31 年 4 月 11 日（木）

愛知県豊橋市パチンコホール
出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 6 名、

午後 2 時～午後 5 時

賛助部員 4 名、正会員オブザーバー4 名、

開催場所 PCSA 会議室

賛助会員オブザーバー4 名、アドバイザー1 名、

出席人数 部員 5 名、賛助部員 6 名、

オブザーバー5 名、合計 26 名

賛助会員ブザーバー1 名、合計 12 名
第 164 回コスト問題研究部会
第 162 回コスト問題研究部会 喫煙ブース プレゼンテーション 2019

開催日時 令和 1 年 7 月 4 日（木）

開催日時 令和 1 年 5 月 9 日（木）

午後 2 時～午後 5 時

午後 1 時～午後 5 時 30 分

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 8A

出席人数 担当理事 1 名、部員 7 名、賛助部員 6 名、

出席人数 代表理事 1 名、担当理事 1 名、部員 7 名、

正会員オブザーバー1 名、合計 15 名

賛助部員 7 名、正会員オブザーバー15 名、
賛助会員オブザーバー15 名、

第 165 回コスト問題研究部会

一般社団法人日本遊技産業経営者同友会 参加者 9 名、

開催日時 令和 1 年 8 月 1 日（木）

プレゼンター23 名、合計 78 名

午後 2 時～午後 5 時
開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

第 163 回拡大コスト問題研究部会 企業訪問・ストアコンパリゾン in 愛知

出席人数 部員 7 名、賛助部員 5 名、合計 12 名

開催日時 令和 1 年 5 月 30 日（木）～31 日（金）
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PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 活動の記録 2020
第 166 回コスト問題研究部会・第 4 回コスト問題勉強会

第 169 回コスト問題研究部会・第 5 回コスト問題勉強会

開催日時 令和 1 年 9 月 5 日（木）

開催日時 令和 1 年 12 月 6 日（金）

午後 1 時～午後 5 時

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数 担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 8 名、

出席人数 担当理事 1 名、部員 6 名、賛助部員 3 名、正

賛助会員オブザーバー1 名、合計 16 名

会員オブザーバー5 名、賛助会員オブザーバー1 名
オブザーバー4 名、合計 20 名

第 170 回コスト問題研究部会
開催日時 令和 2 年 1 月 8 日（金）

第 167 回コスト問題研究部会

PM2：00～5：00

開催日時 令和 1 年 10 月 3 日（木）

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

午後 1 時～午後 5 時

出席人数 部員 5 名、賛助部員 5 名、

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

賛助会員オブザーバー1 名、合計 11 名

出席人数 部員 6 名、賛助部員 8 名、
正会員オブザーバー2 名、

第 171 回コスト問題研究部会

賛助会員オブザーバー1 名、合計 17 名

開催日時 令和 2 年 2 月 6 日（木）
PM2：00～5：00

第 168 回拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪

開催場所 TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A

開催日時 令和 1 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）

出席人数 部員 6 名、賛助部員 5 名、

開催場所 大阪府大阪市内、堺市内

賛助会員オブザーバー1 名、合計 12 名

出席人数 部員 7 名、賛助部員 7 名、
正会員オブザーバー6 名、

※ 令和 2 年 3 月 5 日（木）開催の予定であったコスト問題研

賛助会員オブザーバー5 名、合計 25 名

究部会は、コロナウイルスの為、開催を中止した。
以上
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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-14-4 坂田ビル 2F
電話：03-3538-0673

FAX：03-3538-0674
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