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PCSA からのコメント
Pachinko Chain Store Association

「パチンコ・チェーンストア協会」
（PCSA）は、チェーン化を志向する
パチンコ・パチスロホール企業が、結束し、協力する会であり、次のことを目的とします。
（1）パチンコを国民大衆娯楽として産業化し、公明正大に広く社会に貢献する。
（2）パチンコ・コンシューマー・ドクトリンを実現する。
（3）社会に貢献できる人材の育成と働く人々の労働環境の整備を実現することを通じて、
国民の豊かな余暇生活を早期実現する。

前項の目的に資するため、本会は、次の事業を行います。
① 大衆消費者の立場でパチンコに関する法律整備を促
し、他産業と同等のビジネスとして社会的貢献を果
たし、信用と地位の向上を実現する事業
② パチンコを国民大衆娯楽として産業化し、社員企業
の株式公開を目指す事業

⑩ 社員企業の店舗を、全く不正をしていない安心して遊技で
きるホールとしてプロパガンダする事業
⑪ 不正防止のインスペクション制度を確立し、自主監査し、
その結果を公表する事業
⑫ パチンコ消費者相談室を設置し、顧客の苦情を受け付け、
パチンコ依存問題などのカウンセリングを行う事業

③ 正確な事実情報を常に社会に発信し、広く社会から信頼を

⑬ 共同仕入れ機構をつくり、コストダウンをはかり、消費者

得る事業

が安価に遊べる経営体質を実現し、さらに消費者のニーズ

④ パチンコ遊技の一般社会への有用性を正確に伝え、その必

に応えられる産業構造へ改革する事業

要性の理解を得る事業
⑤ パチンコ・パチスロホール企業が社会に貢献している実績

⑭ 新卒採用共同活動を通じて、質の高い人材確保を実現する
事業

を正確に公表する事業
⑥ セミナーや勉強会を催し、本会の成果を広く社会に公表す

⑮ チェーンストア経営原則を学ぶシステムを構築し、早期の
人材育成を目指す事業

る事業
⑦ パチンコの市場動向を分析し、消費者に分かり易く公表

⑯ 顧客満足度調査やミステリーショッパー制度を実施し、結
果報告を公表する事業

し、理解を得る事業
⑧ パチンコ・パチスロホール企業の経営の実績数値を分かり

⑰ 顧客満足度の高い店舗を表彰し、公表する事業
⑱ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

易く公表する事業
⑨ パチンコ店のすべての仕組みと遊技機の遊技方法を分かり
易く公表する事業

パチンコをする人も、しない人も、

パチンコ
コンシューマー
ドクトリン

すべての消費者は…
1. 知らされる権利
2. 意見を聞いてもらう権利
3. 選べる権利
4. 平等である権利
5. 安全である権利
の 5 つの権利を有する。

パチンコ・チェーンストア協会は…

→ Disclosure= 良いことも悪いことも公表する
→ Communication=2 ウェイ ･ コミュニケーションをはかる
→ Competition= 正々堂々と競争する
→ Fair Rights= 公平であること
→ Security Right= 不正は一切しない

会員募集
弊協会活動に賛同される企業の入会を募集しております。
＜募集対象＞
・正 会 員・・・遊技場経営企業
・賛 助 会 員・・・遊技関連企業及び一般企業
・特 別 会 員・・・団体
＜会費＞
・ 正 会 員（入会金 10 万円、月次会費 1 店舗あたり 5 千円（最低 5 万円から最高 50 万円））
・ 賛 助 会 員（入会金 10 万円、月次会費 5 万円）
・ 特 別 会 員（入会金 10 万円、月次会費 5 万円）
＜入会承認＞
・入会を希望される企業の代表者と協会にて面談の後、理事会、総会の承認を経てご入会となります。

の 5 つを行動指針とする。
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代表理事
ご挨拶
一般社団法人 パチンコ・チェーンストア協会
第 18 期代表理事
（夢コーポレーション株式会社

加藤

英則

代表取締役社長）

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、2002年に創立以来、多くの皆様のご支
援、
ご指導を賜り、お蔭様で第18期目を迎えることが出来ましたこと、厚く御礼を申し上げます。
これまでPCSAは、チェーンストア経営理論を基にパチンコを真の大衆娯楽とするために活動し
てまいりました。
経営勉強会ではパチンコ業界の経営者を対象に、チェーンストア経営理論や時流の話題や課題
となっている事案について学んでおります。
この経営勉強会は創立以来、四半期ごとに1度の開催
により、2019年5月16日までに、第68回の経営勉強会を開催しております。
さらに、PCSAでは研究部会を常設。会員企業並びに賛助会員企業の実務レベル担当者が集ま
り、それぞれの研究分野について議論を深めております。現在は「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研究部会で研究を重ねております。更に
「遊技法研究会」では遊技法の研究を深め、
「依存問題対策プロジェクトチーム」では依存問題対
応に真剣に取り組んでおります。
さて、現在、パチンコ業界は厳しい対応が迫られる状況に直面しております。
風営法の一部改正により2021年1月末までに新規則遊技機に全台入れ替える必要があること。
2020年4月からは改正健康増進法の全面施行があり、受動喫煙対策を講じなければならない事。
「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」の閣議決定により、更なる依存問題対策の強化。2019
年10月の消費税10%への増税、ならびに2023年10月からのインボイス方式導入などです。
これらひとつでも難題でありますが、現在はその難題が幾重にも連なっている状況です。正に、
一般庶民の大衆娯楽として親しまれてきたパチンコの危機といえます。
PCSAは、
これまで以上にお客様の目線、国民の目線でこの難局に対峙し、真の大衆娯楽になる
ために改革に取り組み、パチンコを永続可能な産業とする所存です。
ぜひ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、その担い手のお一人
になっていただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

第18期役員名簿

代表理事

加藤

英則

（夢コーポレーション株式会社

代表取締役社長）

副代表理事

大石

明徳

（株式会社ニラク 取締役）

副代表理事

合田

康広

（株式会社合田観光商事

副代表理事

齊藤

周平

（株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役）

副代表理事

金本

朝樹

（株式会社アメニティーズ 代表取締役社長）

理

事

藤本

達司

（株式会社ダイナム 代表取締役社長）

理

事

山田

孝志

（株式会社TRY&TRUST

理

事

城山

朝春

（ミカド観光株式会社

理

事

福井

宏彰

（株式会社加賀屋

理

事

石川

直史

（株式会社ワールド 代表取締役社長）

理

事

金光

淳用

（株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長）

理

事

河本

成佑

（株式会社晋陽

監

事

川辺

悦史

（株式会社セルノ 取締役会長）

監

事

宮村

伸輔

（株式会社エルゴジャパン 常務取締役）

モデレーター

佐藤

公平

（株式会社ダイナム 取締役会長）

チェーンストア経営分野アドバイザー

佐藤

洋治

（株式会社ダイナムジャパンホールディングス 取締役兼相談役）

経営分野アドバイザー

牛島

憲明

（牛島憲明事務所

調査研究・経営分野アドバイザー

藤田

宏

（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

法律分野アドバイザー

三堀

清

（三堀法律事務所

常務取締役）

代表取締役社長）
常務取締役）

代表取締役社長）

代表取締役社長）

代表）
代表取締役社長）

弁護士）

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

組織図
チェーンストア経営勉強会
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

チェーンストア経営分野
経営分野
政治分野
法律分野
調査研究・経営分野
広報・情報分野

不正対策研究部会
遊技法研究会
室長
委員
弁護士
専門家

委員長
委員
アドバイザー

依存問題対策プロジェクトチーム
リーダー
委員
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第３号報告議案

政治分野アドバイザー
令和1年10月31日現在41名
自由民主党

２３名（衆議院２１名
氏名

参議院２名）

議院

当選回数

選挙区

日本維新の会

７名（衆議院４名

氏名

参議院３名）

議院

当選回数

選挙区

1

山本

有二

衆議院

10回

比例四国

1

馬場

伸幸

衆議院

3回

大阪17区

2

野田

聖子

衆議院

9回

岐阜1区

2

井上

英孝

衆議院

3回

比例近畿

3

田中

和徳

衆議院

8回

神奈川10区

3

浦野

靖人

衆議院

3回

比例近畿

4

竹本

直一

衆議院

8回

大阪15区

4

敬

衆議院

3回

大阪18区

5

原田

義昭

衆議院

8回

福岡5区

5

宗男

参議院

9回

比例北海道

遠藤
鈴木

衆議院8回含

6

山本

拓

衆議院

8回

比例北陸信越

6

石井

7

髙木

毅

衆議院

7回

福井2区

7

東

泰明

衆議院

7回

埼玉10区

みどり 衆議院

6回

東京14区

8
9
10

山口
松島
左藤

国民民主党

苗子

参議院

1回

比例区

徹

参議院

1回

大阪府

７名（衆議院５名
氏名

章

衆議院

5回

大阪2区

1

古川
泉

11

西村

明宏

衆議院

5回

宮城3区

2

12

葉梨

康弘

衆議院

5回

茨城3区

3

13

御法川

信英 衆議院

5回

秋田3区

4

14

鷲尾

英一郎 衆議院

5回

新潟2区

5

関
増子

議院

当選回数

選挙区

衆議院

8回

愛知2区

衆議院

7回

京都3区

衆議院

6回

比例東海

泰子 衆議院

6回

比例北関東

1回

比例東海

6回

福島県

4回

長野県

元久
健太

牧

義夫

小宮山

健一郎

衆議院

輝彦

参議院

15

小倉

将信

衆議院

3回

東京23区

6

16

神田

憲次

衆議院

3回

比例東海

7

17

鈴木

貴子

衆議院

3回

比例北海道

18

白須賀 貴樹 衆議院

3回

千葉13区

19

鈴木

隼人

衆議院

2回

東京10区

1

20

木村

次郎

衆議院

1回

青森3区

2

生方 幸夫

21

小寺

裕雄

衆議院

1回

滋賀4区

3

今井

22

大家

敏志

参議院

2回

福岡県

4

初鹿

潔

参議院

2回

山口県

23

江島

羽田

雄一郎 参議院

立憲民主党

無所属

衆議院3回含

４名（衆議院４名）

名前
海江田

参議院２名）

議院

当選回数

選挙区

7回

東京1区

衆議院

6回

比例南関東ブロック

雅人

衆議院

4回

比例東海

明博

衆議院

3回

比例東京

万里 衆議院

１名（衆議院０名

参議院１名）
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第18期事業活動計画（案）
１
【会員拡大】

①執行部会員を中心に新会員の入会活動を強力に進める
②会員及び賛助会員は新入会員の拡大に積極的に尽力を尽くす
③各研究部会リーダー並びに部員は、東京以外の地域にて研究部会開催時に開催地域のホール企業及び業界関係者の参加を積極的に行い、新入会員
の拡大に尽力する
④事務局は公開経営勉強会等への出席ホール企業並びに遊技産業関連企業に対してＰＣＳＡ活動紹介し、積極的に入会を勧める
⑤東京以外の都市にて開催する拡大理事会及びＰＣＳＡ行事に開催地元ホール企業を招待してＰＣＳＡ活動を理解願い、入会を勧める

２
【総会】開催場所：
「ＴＫＰプレミアムガーデン神保町」
定時社員総会
第１回臨時社員総会
第２回臨時社員総会
第３回臨時社員総会

開催日：２０１９年５月１６日
（木）
８月２２日
（木）
１１月２８日
（木）
２０２０年２月２０日
（木）

３
【経営勉強会】開催会場は上記定時社員総会・臨時社員総会会場
第６８回公開経営勉強会
第６９回公開経営勉強会
第７０回公開経営勉強会
第７１回公開経営勉強会

開催日：２０１９年５月１６日
（木）
８月２２日
（木）
１１月２８日
（木）
２０２０年２月２０日
（木）

４
【理事会】毎月開催

通常理事会 ５月・８月・１１月・２月
拡大理事会 ４月・６月・７月・９月・１０月・１２月・１月・３月
＊１０月に東京以外の都市にて拡大理事会を実施する

第18期理事一同

５
【ＰＣＳＡ声明】

理事会にてテーマを決めて
「声明・メッセージ」
を業界内外に発信する

６
【研究部会・研究会】
（４研究部会・１研究会・１プロジェクトチーム）

①各研究部会月次活動の実施
（都内開催・地方開催）
②
「第１７期研究部会活動の記録」
発刊 ５月予定
③不正対策研究部会主催
「不正対策勉強会」
年４回
（１、
４、
７、
１０月）
④各研究部会よりＰＣＳＡ経営勉強会における活動の発信
⑤東京以外の都市にて開催する研究部会・研究会へその地域の会員外企業への参加を
促して、
ＰＣＳＡ活動を紹介し、
ＰＣＳＡへの入会勧誘を行う

７
【第３回ＰＣＳＡフレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ】

＊会員企業、賛助会員ならびに特別会員企業に向けて募集を実施する

８
【出版事業】

ご講話

警察庁安全局保安課

課長補佐

齊藤

敬之

様

①第２回ＰＣＳＡフレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ小冊子
（２０１９年５月）
②第１７期ＰＣＳＡ研究部会活動の記録
（２０１９年５月）
③第６８回ＰＣＳＡ経営勉強会 動画公開
（２０１９年６月）
④ＰＣＳＡチャレンジブック２０２０
（２０１９年８月）
⑤第６９回ＰＣＳＡ公開経営勉強会 動画公開
（２０１９年９月）
⑥第７０回ＰＣＳＡ公開経営勉強会 動画公開
（２０１９年１２月）
⑦第７１回ＰＣＳＡ公開経営勉強会 動画公開
（２０２０年３月）

９
【情報発信事業
（行政含む関係者への発信）
】

①
「ＰＣＳＡデータベース２０１９」
作成発信
（２０１９年年８月）
②
「ＰＣＳＡアクションレポート
（ＰＣＳＡ活動報告）
」
の発信
（毎月）
③
「業界関連ニュース」
を会員・賛助会員・幹部へ発信
（毎月）
④
「経営勉強会ＤＶＤ・レポート」
を業界関係者への発信
（年４回）

功労会員
（左：宮崎

昌彦

様、右：荒田

政雄

様）

１０
【業界活動】

①２１世紀会を通じて業界の課題を討議、改革を進める
②ホール団体会議を通じて業界の課題を討議、改革を進める
③ホール団体の各研究会、委員会と協議をする
④他団体との共通テーマでの合同勉強会を開催する
⑤各ＰＣＳＡ研究部会への他団体関係者の参加を要請する
⑥ホール５団体の事務局責任者との個別会合を実施し、
ＰＣＳＡの考え方について理解を求める

１１
【政治分野アドバイザー活動】

①各政治分野アドバイザーより
「Ｉ
Ｒ議連・依存問題・国会活動」
の情報の提供を受ける
②自由民主党
「時代に適した風営法を考える会
（風営法議連）
」
との交流・情報交換
第68回公開経営勉強会

講師

中村

努

様
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第17期総会・経営勉強会報告
【１７期定時社員総会】

２０１８年５月３１日 ＴＫＰガーデンシティプレミアム神保町
出席者７３名
第1号審議議案 「新入賛助会員 入会」
の件
「福島電力株式会社」
「PLUS-Tパートナーズ株式会社」入会承認
第2号報告議案 「第16期事業報告・決算報告・監査報告」
の件
第3号審議議案 「第17期事業計画
（案）
・事業予算
（案）
」
の件
第4号審議議案 「第17期役員改選
（案）
」
の件
第5号審議議案 「研究部会運営規程 改正」
の件
御講話 警察庁生活安全局保安課 警察庁警部 北久保 孝行 様
代表理事に加藤 英則 氏
（夢コーポレーション株式会社）
が就任
●功労会員表彰
志賀 健太郎 氏（株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループマネジャー）
園田 悦志 氏
（株式会社大商 関東統括支店長）
『第1回PCSAフレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
●最優秀賞
朝来 修司 様 株式会社ダイナム
「コモンズの悲劇」
を回避するために』

≪第64回PCSA経営勉強会≫ 出席者：１１６名

第一部 『新しい規則で生まれる遊技機 ～パチンコ／ＳＡＮＫＹＯ編～』
講師：轟木 崇大 様
（株式会社ＳＡＮＫＹＯ 商品本部 第一開発部 次長 兼 ゲージ課長）

【第１７期第１回臨時社員総会】

２０１８年８月２３日 ＴＫＰガーデンシティプレミアム神保町
出席者５２名
第１号審議議案 「新入賛助会員 入会」
の件 審議
「株式会社大平商会」
入会承認
第２号報告議案 「ＰＣＳＡ法律ハンドブック２０１８」
報告
第３号報告議案 「ＰＣＳＡデータベース２０１８」
報告
第４号報告議案 「ＰＣＳＡチャレンジブック２０１９」
発行報告
第５号報告議案 「一般社団法人遊技産業健全化推進機構 ＰＣＳＡ負担金」報告
ＰＣＳＡ ＭＥＤＩ
ＡＡＷＡＲＤ２０１８ 表彰式
＜ＡＷＡＲＤ＞
株式会社アミューズメントプレスジャパン
（媒体名：月刊アミューズメントジャパン）
代表取締役 児玉 周作 様

≪第６５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会≫ 参加人数：１２６名

第一部 『ＰＣＳＡ法律ハンドブック２０１８ について』
講師：三堀
清 弁護士 三堀法律事務所 所長
荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
   
生島 靖也 法律問題研究部会 部員
   
佐久間 仁 法律問題研究部会 部員
第二部 『規則改正後の遊技機について』
講師：栢森 秀行 様
（フィールズ株式会社 グループ経営戦略室

企画課）

第二部 『新しい規則で生まれる遊技機
～スロット／ユニバーサルエンターテインメント編～』
講師：長谷川 崇彦 様
（株式会社ユニバーサルエンターテインメント 開発本部
商品グループ マーケット戦略室 兼 開発本部 室長、
日本アミューズメント放送株式会社 代表取締役）

第65回公開経営勉強会

第64回公開経営勉強会

第64回公開経営勉強会
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第一部講師

第二部講師

轟木

長谷川

崇大

崇彦

第一部 パネルディスカッション

様

様

第65回公開経営勉強会

第二部講師

栢森

秀行

様

Pachinko Chain Store Association

【第１７期第２回臨時社員総会】

【第１７期第３回臨時社員総会】

２０１８年１１月１５日 ＴＫＰガーデンシティプレミアム神保町
出席者４６名
第１号報告議案
第２号報告議案
第３号報告議案
第４号報告議案
第５号報告議案

２１世紀会 活動報告 報告
第２回フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ 開催報告
第１８期 総会・経営勉強会・理事会スケジュール 報告
法律ハンドブック２０１８ 報告
ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー 報告

≪第６６回ＰＣＳＡ経営勉強会≫ 参加人数：９８名

第１部 『「法律ハンドブック２０１８」
事例解説と出版により明確になった業界課題と解決の方向性』
ファシリテーター：藤田 宏 様
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
    パネラー：三堀
清 弁護士
（三堀法律事務所 所長）
         荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
         生島 靖也 法律問題研究部会 部員
         佐久間 仁 法律問題研究部会 部員

２０１９年２月２１日
（ＴＫＰガーデンプレミアム神保町）
出席者５１名
第１号審議議案
第２号報告議案
第３号報告議案
第４号報告議案
第５号報告議案
第６号報告議案

「役員功労金規程」
審議
「管理遊技機説明会 ３月２８日開催」
報告
「遊技産業健全化推進機構による依存防止対策への取組の調査」報告
「日工組 性能表示モニタに関する事務局打ち合わせ」
報告
「新流通制度に係るホール用手引書の改訂について」
報告
「依存問題フォーラムの開催について
（案）
」
報告

≪第６７回ＰＣＳＡ公開経営勉強会≫ 参加人数：１３０名
第１部

第２部

第３部

第66回公開経営勉強会 パネルディスカッション

『パチンコ・パチスロプレイヤーの喫煙状況』
講師：藤田 宏 様
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
『改正健康増進法と政省令
（案）
について』
講師：吉田 俊介 様
（日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部 渉外企画室 課長代理）
『法改正に伴う対応策と留意点』
講師：荒川 陽平 様
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 事業部マネージャー）

第67回公開経営勉強会

第一部講師

藤田

宏

様

賛助会員プレゼンテーション
ＰＣＳＡでは、総会と同日の経営勉強会に併せ賛助会員の皆様によるプレゼンテーションの場
を設けております。ここでは第１７期に実施した賛助会員プレゼンテーションをレポートします。
１．
グローリーナスカ株式会社
開催日
時：  ：２０１９年２月２１日
（木）
午後３時～午後３時３０分
開催場所：ＴＫＰガーデンシティプレミアム神保町 3階
「プレミアムボールルーム」
商 品 名：
「賞品保管機ＪＫ－５００／５００Ｅ」
「分煙環境ソリューション」
＜プレゼン内容
「賞品保管機ＪＫ－５００／５００Ｅ」
＞
1．
カウンター業務に革命を起こす
2．
賞品詰め替え作業ゼロ
3．
賞品全数保管も可能に
4．
業界最速、
２．
１秒の払い出し
5．
払い出し個数の大幅アップ
6．
在庫係数機能
7．
色判別機能アップ

＜プレゼン内容
「分煙環境ソリューション」
＞
1．
受動喫煙のスケジュール、対象施設
2．
グローリーが提案する分煙
「最適」
「共存」
「快適」
3．
自由なサイズ。
１人用、
３～４人用、
８～１０人用
4．
吸殻自動消火機。水を使わず自動消火
5．
屋外排気タイプ、
空気清浄機天井埋め込みタイプあり
5
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第17期理事会報告
２０１８年４月１９日
（木）
「拡大理事会」

２０１８年７月１９日
（木）
「拡大理事会」

出席

出席

理事・幹部 １４名
（委任状含む）
、
ＰＣＳＡ会議室

第１号審議議案

「新入会員

第２号審議議案

入会」
審議

理事・幹部 １２名、
ＰＣＳＡ会議室

第１号審議議案

「第６５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」
審議

「第１７期定時社員総会・第６４回
（公開）
経営勉強会」
審議

第２号審議議案

「ＰＣＳＡメディアアワード２０１８」
審議

第３号審議議案

「研究部会運営規程

第３号審議議案

「１０月拡大理事会

第４号審議議案

「ＰＣＳＡ功労会員」
審議

第４号審議議案

「平成３０年度ＲＳＮ支援」
審議

第５号審議議案

「第１回フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ」最終審査

第５号報告議案

「機構負担金」
報告

第６号審議議案

「第１７期研究部会 リーダー・サブリーダー・部員」
審議

第６号報告議案

「ＰＣＳＡ法律ハンドブック」
報告

第７号審議議案

「政治分野アドバイザー就任」
審議

第７号報告議案

「平成３０年７月豪雨被害」
報告

第８号報告議案

「１８歳未満立入禁止の対応について 文書送付」
報告

第８号報告議案

「賛助会員

第９号報告議案

「正会員調書」
報告

第９号報告議案

「研究部会・委員会活動」
報告

改正」
審議

第１０号報告議案 「研究部会・委員会活動」
報告

地方開催」
審議

退会」
報告

第１０号報告議案 「業界団体活動」
報告

第１１号報告議案 「業界団体活動」
報告

「その他」

「その他」
２０１８年８月２３日
（木）
「通常理事会」
２０１８年５月３１日
（木）
「通常理事会」

出席 理事・幹部 １１名、TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「フォレスト」

出席 理事・幹部 １４名、TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「フォレスト」

第１号審議議案

「改善要望８項目
（余暇進理事起案）
」
審議

第１号審議議案

「第１７期ＰＣＳＡ執行部案」
審議

第２号審議議案

「ＰＣＳＡ正会員

第２号審議議案

「中古機流通

第３号審議議案

「１０月拡大理事会ｉ
ｎ 名古屋」
審議

第３号報告議案

「第１６期決算報告・監査報告」
の件

第４号報告議案

「第１７期第１回臨時社員総会・第６５回公開経営勉強会」報告

第４号報告議案

「第１７期定時社員総会・第６４回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告

第５号報告議案

「平成３０年度 ＲＳＮ費用負担」
報告

第５号報告議案

「正会員

第６号報告議案

「ＰＣＳＡ経由

第６号報告議案

「業界団体活動」
報告
（３団体代表者会）

第７号報告議案

「ＰＣＳＡパチンコホール法律ハンドブック２０１８」
報告

第７号報告議案

「高射幸性回胴式遊技機の取組
（全日遊連規制）
」
報告

第８号報告議案

「ＰＣＳＡチャレンジブック２０１９」
報告

第８号報告議案

「機構

第９号報告議案

「ＰＣＳＡデータベース２０１８」
報告

第９号審議議案

「正会員

第１０号報告議案

「ＰＣＳＡ正会員退会」
報告

第１１号報告議案

「業界団体活動」
報告

非組合対応について」
審議

退会」
報告

平成２９年度通期活動報告」
休会継続」
審議

第１０号審議議案 「リカバリーサポートネットワーク 追加支援」
審議
「その他」

平成３０年度機構負担金」
報告

「その他」

＜第１７期第１回理事会＞

２０１８年９月２０日
（木）
「拡大理事会」

２０１８年５月３１日
（木）

出席

出席 理事・幹部 １４名、TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「フォレスト」

第１号審議議案

「第１７期第２回臨時社員総会・第６６回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」審議

議案：第１７期代表理事選出の件

第２号審議議案

「１０月拡大理事会ｉ
ｎ 名古屋 スケジュール」
審議

代表理事

加藤

英則

理事・幹部 １２名、
ＰＣＳＡ会議室

第３号報告議案

「北海道胆振東部地震

２０１８年６月２１日
（木）
「拡大理事会」

第４号報告議案

「日電協・回胴遊商 西日本豪雨被災ホール 復興支援」報告

出席

理事・幹部 １５名、
ＰＣＳＡ会議室

状況・対応」
報告

第５号報告議案

「ＰＣＳＡ法律ハンドブック２０１８」
報告

第１号審議議案

「新入賛助会員」
審議

第６号報告議案

「第１７期第１回臨時社員総会・第６５回公開経営勉強会」報告

第２号審議議案

「賛助会員

休会」
審議

第７号報告議案

「研究部会・委員会活動」
報告

第３号審議議案

「第６５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」
審議

第８号報告議案

「業界団体活動（２１世紀会、ベンチマーク、健康増進法）」報告

第４号審議議案

「研究部会等

第５号審議議案

「１０月 拡大理事会地方開催」
審議

第６号審議議案

「公開経営勉強会

第７号報告議案

「第１７期定時社員総会・第６４回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告

第８号報告議案

「依存問題に対する全日遊連宛て文書」
報告

第９号報告議案

「研究部会・委員会活動」
報告

担当理事」
審議
案内状送付先」
審議

第１０号報告議案 「業界団体活動」報告（高射幸性遊技機、
３団体会議、機構総会）
第１１号報告議案 「賛助会員
「その他」
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休会」
審議

退会」
報告

「その他」
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２０１８年１０月１８日
（木）
「拡大理事会ｉ
ｎ 名古屋」

２０１９年１月２８日
（月）
「拡大理事会」

出席

出席

理事・幹部 １６名、

理事・幹部 １４名、
『ホテルモントレ半蔵門』
１階
「瑠璃」

ＴＫＰガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー
「会議室Ｊ」

第１号審議議案

「第１７期第３回臨時社員総会、第６７回公開経営勉強会」審議

第１号審議議案

「依存問題対策関連費用 ホール団体負担額」
審議

第２号報告議案

「第１７期決算見通し」
報告

第２号審議議案

「第１７期第２回臨時社員総会・第６６回ＰＣＳＡ経営勉強会」審議

第３号審議議案

「ＰＣＳＡ事務所移転先
（案）
」
審議

第３号審議議案

「第２回ＰＣＳＡフレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ 開催」審議

第４号審議議案

「第１８期事業計画、第１８期事業予算
（案）
」
審議

第４号審議議案

「正会員

第５号審議議案

「事務局員

第５号報告議案

「賛助会員

第６号審議議案

「役員等

第６号報告議案

「ＰＣＳＡパチンコホール法律ハンドブック２０１８」
報告

第７号報告議案

「賛助会員

第７号報告議案

「ＰＣＳＡ勉強会ｉ
ｎ 名古屋」
報告

第８号報告議案

「平成３１年ＰＣＳＡ新年賀詞交歓会出席者」
報告

第８号報告議案

「ＰＣＳＡデータベース推移公表」
報告

第９号報告議案

「平成３１年パチンコ・パチスロ産業賀詞交歓会」
報告

第９号報告議案

「第４次安倍改造内閣 ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー就任状況」報告

第１０号報告議案 「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動報告」
報告

休会」
審議
退会」
報告

第１０号報告・審議議案 「研究部会・委員会・プロジェクトチーム活動」
報告
「ベンチマーク指標の経済産業省への提案内容」
審議
第１１号報告議案

退職給与規定
（案）
」
審議
慰労金規程
（案）
」
審議
退会」
報告

第１１号報告議案 「団体活動」
報告
その他

「業界団体活動」
報告
２０１９年２月２１日
（月）
「通常理事会」

その他

出席 理事・幹部 １３名、TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「フォレスト」
２０１８年１１月１５日
（木）
「通常理事会」

第１号審議議案

「第１８期事業計画、予算案」
審議

出席 理事・幹部 １４名（委任状含む）、TKPガーデンシティPREMIUM神保町「フォレスト」

第２号審議議案

「第１８期役員就任伺い書」
審議

第１号審議議案

「ＰＣＳＡ事務所移転について」
審議

第３号審議議案

「ＰＣＳＡ事務所移転」
審議

第２号審議議案

「第１８期総会・理事会スケジュール
（案）
」
審議

第４号審議議案

「職員功労金規程」
審議
（理事会決議のみ）

第３号審議議案

「賛助会員プレゼンテーション開催」
審議

第５号審議議案

「役員功労金規定」
審議
（総会決議が必要）

第４号審議議案

「ＰＣＳＡデータベース 公表内容」
審議

第６号審議議案

「事務局長

第５号審議議案

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会にかかる申入書」審議

第７号審議議案

「第６７回ＰＣＳＡ公開経営勉強会講師報酬」
審議

第６号報告議案

「第１７期中間決算」
報告

第８号審議議案

「管理遊技機説明会スケジュール」
審議

第７号報告議案

「ＰＣＳＡフレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ開催」報告

第９号審議議案

「パチンコホール広告宣伝法律ハンドブック等の制作」審議

第８号報告議案

「第１７期第２回臨時社員総会・第６６回公開経営勉強会」報告

第１０号審議議案 「尾立

第９号報告議案

「団体活動
（２１世紀会、機構社員総会、経産省訪問）
」
報告

第１１号報告議案 「第１７期第３回臨時社員総会・第６７回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告

第１０号報告議案 「ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー

最新名簿」
報告

第１１号報告議案 「ＰＣＳＡパチンコホール法律ハンドブック２０１８」
報告
その他

業務委託」
審議

源幸氏

参議院選挙推薦状」
審議

第１２号報告議案 「時代に適した風営法を求める会 ＰＴ設置」
報告
第１３号報告議案 「業界団体活動」
報告
「その他」

２０１８年１２月２０日
（木）
「拡大理事会」

２０１９年３月２８日
（木）
「拡大理事会」

出席

出席

理事・幹部 １８名、
ＰＣＳＡ会議室

理事・幹部 １５名、
ＰＣＳＡ会議室

第１号審議議案

「平成３１年ＰＣＳＡ新年賀詞交歓会」
審議

第１号審議議案

「ＰＣＳＡ定款

第２号審議議案

「平成３１年パチンコ・パチスロ産業新年賀詞交歓会、
ＰＣＳＡ出席者」審議

第２号審議議案

「ＰＣＳＡ会則規約

第３号審議議案

「第１７期第３回臨時社員総会・第６７回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」審議

第３号審議議案

「第１８期定時社員総会」
審議

第４号報告議案

「ＲＳＮ夜間対応負担金額」
報告

第４号審議議案

「第６８回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」
審議

第５号報告議案

「平成３０年１２月１８日開催 ２１世紀会」
報告

第５号審議議案

「第１８期研究部会・委員会・ＰＴ活動」
審議

第６号報告議案

「安心パチンコ・パチスロアドバイザーに関する」
報告

第６号審議議案

「第２回フレッシュマン懸賞アイディア・エッセイ受賞作」審議

第７号報告議案

「高射幸性遊技機

一部変更」
報告

第７号審議議案

「第１７期

研究部会等

第８号報告議案

「健全化推進機構

助成説明会・不正対策説明会」
報告

第８号審議議案

「自民党

風営法議連ＰＴとのかかわり」
審議

第９号報告議案

「時代に適した風営法を求める会」
報告

第９号審議議案

「尾立

源幸

変更」
審議
変更」
審議

入部申込」
審議

前参議院議員の協力」
審議

第１０号報告議案 「第１７期第２回臨時社員総会・第６６回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告

第１０号報告議案 「第１８期役員承諾状況」
報告

第１１号報告議案 「ＰＣＳＡ事務所移転」
報告

第１１号報告議案 「正会員

第１２号報告議案 「研究部会・委員会活動」
報告

第１２号報告議案 「ＰＣＳＡ移転先」
報告

第１３号報告議案 「団体活動」
報告

第１３号報告議案 「第１７期第３回臨時社員総会・第６７回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告

その他

第１４号報告議案 「業界団体活動」
報告

登録社名変更」
報告

第１５号報告議案 「研究部会・委員会・ＰＴ活動」
報告
その他
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人事問題研究部会
担当理事

城山

部員
（正会員）

朝春

ミカド観光株式会社

常務取締役

リーダー

志賀健太郎

株式会社ニラク

サブリーダー

木内

克宏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

部員
（正会員）

長岡

敏之

株式会社ダイナム

今井

宏行

夢コーポレーション株式会社

三桝

優

久保

龍也

株式会社合田観光商事

中原

慶太

株式会社つばめエイジェンシー

新山

靖之

株式会社セントラル伸光

塩田

英紀

株式会社ヒカリシステム

中澤

直樹

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

川口

治

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

小泉

和義

株式会社三永

株式会社TRY&TRUST

■部会の目的

PCSAの目的たる「社会に貢献できる人材の育成と働く人々の労働環境の整備を実現することを通じて、国民の豊かな余暇生活を早期実現する。」の達成のため、次の目標を掲げる。
①パチンコホール企業に働く人々の労働環境の整備を通じわが国における雇用創出拡大を企図する。
②チェーンストア経営原則の教育実施を通じ、
遊技業界の枠組みを越えた広く社会に貢献できる人材の育成・輩出を企図する。

■第18期活動計画
●定例研究部会
（毎月1回、原則第2金曜日 午前11時～午後3時）
・日常業務にかかる人事関連諸問題の事例研究・情報共有
①P以外の事業展開、
管理体制
別部門＆別会社への人事異動
②給与日払い、
週払い
「前給」導入企業を中心に事例共有
③人件費削減施策
④大規模災害時の行動基準書（BCP、
安否確認フローの整備）
・労働時間・残業・休日アンケート2019
会員各社の労働時間、
残業、
休日の結果をまとめ、
分析
前回との比較、
平均値など、
外部への公表も検討
・労政時報勉強会
人事労務に関する勉強会。毎月テーマと担当部員を決めて開催。
①同一労働同一賃金
②賃金制度（正社員、
パートタイマー）
③RPAについて 事務負担軽減、
管理システム、
「労政時報 3965号」
＆

【第17期開催概要】
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専門業者による講演
④従業員の受動喫煙対策（ホール＆バックヤード）
●地方開催拡大研究部会
・目的：部会に参加出来ないPCSA会員企業の勉強の機会創出、PCSA会員勧誘 他
・第184回拡大人事問題研究部会 in 大阪 2019年7月11日
（木）
～12日
（金）
労政時報勉強会、
人事問題研究部会 質問コーナー
・第188回拡大人事問題研究部会 in 愛知 2019年11月7日
（木）
～8日
（金）
女性活躍推進勉強会
・第191回拡大人事問題研究部会 in 大分 2020年2月13日
（木）～14日
（金）
健康経営勉強会
●新卒採用情報交換会 会員各社新卒担当者による現状報告、手法の研究、講師による勉強会
・第12回新卒採用情報交換会 2020年1月17日
（金）
●女性活躍推進情報交換会 会員各社女性活躍推進担当者による現状報告、手法の研究
※地方開催拡大研究部会時に開催
●健康経営勉強会 クローズアップされている健康経営について学ぶ
※地方開催拡大研究部会時に開催

■第169回人事問題研究部会
日
時：平成30年4月13日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員6名、
合計6名

■第175回人事問題研究部会
日
時：平成30年10月12日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員7名、
合計7名

■第170回人事問題研究部会
日
時：平成30年5月11日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員7名、
合計7名

■第176回人事問題研究部会・企業勉強会・店舗見学会 in 福島
日日
時：平成30年11月9日
（金）
～10日
（土）
開催場所：福島市
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー3名、
オブザーバー1名、
合計10名

■第171回拡大人事問題研究部会 健康経営勉強会 in 株式会社マルハン
日
時：平成30年6月15日
（金）午後1時～午後3時
開催場所：株式会社マルハン 東京本社 会議室
出席人数：部員6名、正会員オブザーバー5名、賛助会員オブザーバー1名、合計12名

■第177回人事問題研究部会
日
時：平成30年12月14日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員8名、
合計8名

■第172回拡大人事問題研究部会 第4回女性活躍推進情報交換会 in 札幌
日
時：平成30年7月12日
（木）
～13日
（金）
開催場所：株式会社合田観光商事 本社 会議室、
北海道札幌市ホール
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー8名、
合計14名

■第178回人事問題研究部会・第11回新卒採用情報交換会
日
時：平成31年1月22日
（火）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員7名正会員オブザーバー12名、
合計21名

■第173回人事問題研究部会
日
時：平成30年8月2日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員6名、
合計6名

■第179回人事問題研究部会
日
時：平成31年2月8日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員7名、
合計7名

■第174回人事問題研究部会
日
時：平成30年9月14日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー1名、
合計7名

■第180回人事問題研究部会
日
時：平成31年3月8日
（金）午前11時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員9名、
正会員オブザーバー1名、
合計10名

Pachinko Chain Store Association

【第17期活動報告】
＜＜ １．
新卒採用情報交換会 ＞＞
昨今の危機的ともいえる新卒採用活動の厳しさを少しでも改善するための
手法やトレンド、
状況などの情報を新卒採用担当者同士が速やかに情報を共有
し、
新卒採用の目標達成をアシストする事を目的として開催している。
＜第11回新卒採用情報交換会＞
開催日：平成31年1月22日
（火） 開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員7名正会員オブザーバー12名、
合計21名
＜概要＞
第１部 基調講演
講師：株式会社パフ 専門役員 田代 明久様
テーマ：『自社の魅力を最大限に引き出すプレゼンテーション＆選考手法 設計講座』
第2部 意見交換会・グループセッション
4～5名ずつの4グループに分かれての意見交換会とグループセッションを実
施した。

講師：マルハン健康保険組合 常務理事 田端 直樹 氏
株式会社マルハン 人事部人事課 健康管理担当 松橋 理恵 氏
テーマ：マルハンの健康経営推進について

＜＜ ５．
企業勉強会

株式会社アポロガス ＞＞

開催日：平成30年11月9日
（金） 開催場所：株式会社アポロガス本社
（福島市）
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー3名、
オブザーバー1名、
合計10名
講師：株式会社アポロガス 代表取締役社長 篠木 雄司 様
テーマ：株式会社アポロガスの採用活動について

＜＜ 2．
女性活躍推進情報交換会 ＞＞
政府の女性活躍推進に関する方針並びに女性活躍推進法の成立に伴
い、国内における女性活躍推進に関する取り組みは、活発になってきている。
PCSA人事問題研究部会では、女性活躍推進に係わる情報提供および情報
交換の場を提供し、
各社の一助となる事を目的としている。
＜第4回女性活躍推進情報交換会＞
開催日：平成30年7月12日
（木）
開催場所：株式会社合田観光商事 本社 会議室、
北海道札幌市ホール
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー8名、
合計14名
＜概要＞
第1部 講演
講師：株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトリーダー 永山 美貴枝 様
テーマ：「なでしこプロジェクト」の活動内容について
第2部 情報交換会
参加者がグループに分かれ各社の女性活躍推進の現状や課題について情報交換を実施
＜＜ 3．
店舗見学会 ＞＞
＜店舗見学会 in 札幌＞
開催日：平成30年7月13日
（金）
開催場所：株式会社合田観光商事 本社 会議室、
北海道札幌市ホール
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー8名、
合計14名
目的 ： 札幌市内の下記店舗を見学。
ホールや事務所等を見学し、
女性活躍
に関して店長と質疑応答実施
①ひまわり札幌駅前タワー店（株式会社合田観光商事）
②イーグル R－1 南8条店（株式会社正栄プロジェクト）
③クラブイーグル南7条店（株式会社正栄プロジェクト）
＜店舗見学会 in 福島＞
開催日：平成30年11月10日
（土） 開催場所：福島市
出席人数：部員6名、
正会員オブザーバー3名、
オブザーバー1名、
合計10名
目的 ： 福島市内の下記店舗を見学。
ホールや事務所等を見学し、
従業員の
社員、
男女比率など店長と質疑応答実施
①ニラク鳥谷野店（株式会社ニラク）
②ニラク福島太平寺店
＜＜ 4．
健康経営勉強会 ＞＞

＜第1回健康経営勉強会 in 株式会社マルハン＞
開催日：平成30年6月15日
（金）
開催場所：株式会社マルハン 東京本社 会議室
出席人数：部員6名、正会員オブザーバー5名、賛助会員オブザーバー1名、合計12名

＜＜ ６．
人事問題研究部会 質問コーナー ＞＞
部員各社の懸案事項等を部会に持ち寄り、
各社の対応等を情報共有している。
・
くるみん、
育休について・6月
・健康診断について・8月
・従業員の出張管理について・9月

・外国籍の方の就業規制について・8月
・店舗の月間適正労働時間数について・8月

＜＜ ７．
労政時報勉強会 ＞＞
人事労務総合誌「労政時報」
を参考に、
都度対応すべき法律改正の内容と
詳細を確認し、
具体的な対応策等の情報を共有している。下には、
第17期で確
認した項目を挙げている。
・5月
・8月
・9月
・9月
・9月
・9月
・10月
・1月
・2月

「ES向上の取り組みとそれに対しての反応について」
「長時間労働について」
「労政時報ニュース」
「株式会社TRY&TRUSTフィロソフィー 進捗状況報告」
「社内規定」
「昇進制度」
「テレワークについて」
「勤務間インターバル制度について」
「副業について」

＜＜ ８．
企業トピック ＞＞
先陣を切って導入した人事労務の仕組みや今後導入したい仕組みについ
て、
参加各社間での情報共有、
意見交換などを実施している。
・非正規社員を正社員へ転換・4月
・定年延長・4月
＜＜ ９．
人事労務トピック ＞＞
人事労務関連で興味深いトピックについて、
情報の収集と意見交換、
今後の
展望予測や意見交換などを実施している。
・同一労働同一賃金、
格差是正での取り組みについて
・雇用する際の身元保証人の有無とその概要について
・4月28日から5月6日までの10連休の取り扱い、
対応について
＜＜ 10．
労働時間等アンケート ＞＞
労働時間、休日、残業時間等を本部と店舗に分けて集計、各社状況のアン
ケートを実施した。
9

Pachinko Chain Store Association

コスト問題研究部会
担当理事

福井

部員
（正会員）

宏彰

株式会社加賀屋

代表取締役社長

リーダー

佐藤

千恵
伸輔

弘光

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

原田

明光

株式会社三永

部員
（賛助会員）

株式会社セントラル伸光

サブリーダー

宮村

新井

株式会社エルゴジャパン

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)

呉

允博

株式会社日本ヒュウマップ(ダイナムグループ)

荒田

政雄

夢コーポレーション株式会社

佐々木晃司

株式会社ニラク

峰元

勇作

株式会社ヒカリシステム

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）

木島

剛太

園田

悦志

西川

昇

日昭産業株式会社
株式会社大商
オムロンアミューズメント株式会社

小林不二雄

株式会社ユーギシステム

堀金

泰陽

グローリーナスカ株式会社

伊藤

真祐

株式会社DMM.com

青木

勇二

株式会社山宝商会

古賀

新

株式会社インターコスモス

■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18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
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
・景品問題 安価な端玉景品、
在庫管理
●地方開催拡大研究部会
・第163回拡大コスト問題研究部会 in 愛知

2019年6月

部会に参加出来ないPCSA会員企業の勉強の機会創出、
コスト削減事
例を学ぶ、
最新の店舗設備の実際を学ぶ
・第168回拡大コスト問題研究部会（開催場所未定） 2019年11月12日（火）～13日（水）
部会に参加出来ないPCSA会員企業の勉強の機会創出、
消費税10％
アップ後の店舗視察
●企業訪問

※地方開催拡大研究部会時に開催

●コスト問題勉強会
・第4回コスト問題勉強会 2019年12月12日
（木）
テーマ「遊技機 業界概況 part3（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17期開催概要】
■第149回コスト問題研究部会 in 江崎グリコ株式会社様工場 グリコピア・イースト訪問
日
時： 平成30年4月12日
（木）午後1時45分～午後4時45分
開催場所：江崎グリコ株式会社 グリコピア・イースト 会議室
出席人数：部員6名、
賛助部員5名、
賛助会員オブザーバー2名、
合計13名
■第150回コスト問題研究部会

日
時： 平成30年5月10日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員6名、
賛助部員7名、
合計13名

■第151回拡大コスト問題研究部会 in 仙台
日

時： 平成30年6月7日
（木）
～8日
（金）午後1時～午後5時

開催場所：山口ビル 貸し会議室B（5F）、宮城県仙台市・福島県南相馬市 周辺ホール
出席人数：部員5名、
賛助部員4名、
正会員オブザーバー5名、
合計14名
■第152回コスト問題研究部会

日
時： 平成30年7月5日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：担当理事1名、部員6名、賛助部員5名、賛助会員オブザーバー1名、合計13名

■第153回コスト問題研究部会
日
時： 平成30年8月2日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員5名、
賛助部員3名、
合計8名
■第154回コスト問題研究部会

日
時： 平成30年9月13日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：担当理事1名、
部員6名、
賛助部員4名、
合計11名

■第155回コスト問題研究部会

10

日
時： 平成30年10月11日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員6名、賛助部員2名、賛助オブザーバー1名、オブザーバー1名、合計10名

■第156コスト問題研究部会
日
時： 平成30年11月1日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：担当理事1名、
部員4名、
賛助部員4名、
正会員オブザーバー2名、
賛助会員オブザーバー3名、
オブザーバー3名、
合計18名
■第157回コスト問題研究部会・企業勉強会
日
時： 平成30年12月13日
（木）午後1時～午後3時
開催場所：株式会社利光ファシリティーズ 事務所1階
出席人数：講師1名、
担当理事1名、
部員5名、
賛助部員5名、
正会員オブザーバー2名、
賛助会員オブザーバー1名、
オブザーバー1名、
合計16名
■第158回コスト問題研究部会
日
時： 平成31年1月17日
（木）午後1時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：部員5名、
賛助部員5名、
合計10名
■第159回コスト問題研究部会・第3回コスト問題勉強会

日
時： 平成31年2月7日
（木）午後2時～午後5時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：講師1名、
担当理事1名、
部員5名、
賛助部員5名、
正会員オブザーバー2名、
賛助会員オブザーバー1名、
合計17名

■第160回コスト問題研究部会 議事録
日
時： 平成31年3月7日
（木）午後2時～5時
開催場所：PCSA会議室
参 加 者：担当理事1名、
部員6名、
賛助部員6名、
合計13名
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【第17期活動報告】
＜＜ １．
定例部会 テーマ ＞＞
１．
企業トピック
「商品について」
２．
企業トピック
「アミューズメント総合健康保険組合について」
３．
平成30年7月集中豪雨 支援について
＜＜ ２．
企業訪問・勉強会 ＞＞
＜江崎グリコ株式会社様 工場 グリコピア・イースト訪問＞
訪問日時：平成30年4月12日
（木） 午後1時45分～午後4時45分
訪問場所：江崎グリコ株式会社 グリコピア・イースト 会議室
出席人数：部員6名、
賛助部員5名、
賛助会員オブザーバー2名、
合計13名

2.ニラク南相馬原町店
3.ベガスベガス仙台南店
4.パチンコまるたま泉中央店
5.D'ステーション仙台泉店
6.パラディソ泉店
＜＜ ４．
コスト問題研究部会 勉強会 ＞＞
＜第3回コスト問題研究部会 勉強会・7月＞
開催日：平成31年2月7日
開催場所：PCSA会議室
参加人数：講師1名、
担当理事1名、
部員5名、
賛助部員5名、
正会員オブザーバー2名、
賛助会員オブザーバー1名、
合計17名
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
演題：投資コストは、
昨年対比100％超えは確実！
？ 遊技機投資と無集客投
資を、
どう乗り切るのか？

＜企業勉強会 株式会社セントラル伸光 in 仙台＞
訪問日：平成30年6月7日
（木）
開催場所：山口ビル 貸し会議室B （5F）
講師：株式会社セントラル伸光 常務
清水 文在 様
		
営業部 部長 服部 悦郎 様
		
営業部 課長 佐藤 千恵 部会リーダー
概要 ： 企業勉強会として、
株式会社セントラル伸光 常務 清水 文在
様に企業概要と社是をお話しいただいた。
また、営業部 部長 服部 悦
郎 様、
課長 佐藤 千恵 様には営業、
景品に関した質問に御回答いた
だいた。

＜企業勉強会 株式会社利光ファシリティーズ＞
訪問日：平成30年12月13日
（木）
開催場所：株式会社利光ファシリティーズ 事務所１階
出席人数：講師1名、
担当理事1名、
部員5名、
賛助部員5名、
正会員オブザーバー2名、
賛助会員オブザーバー1名、
オブザーバー1名、
合計16名
講師：萩原 祐起 様 株式会社利光ファシリティーズ 代表取締役社長
テーマ：講座「エアコン清掃の基礎知識」
＜＜ ３．
ストアコンパリゾン ＞＞

＜ストアコンパリゾン in 仙台＞
開催日：平成30年6月8日
（金）
参加人数：部員5名、
賛助部員4名、
正会員オブザーバー5名、
合計14名
スケジュール：
1.セントラル MEGASTAGE1000 南相馬ジャスモール店

＜＜ ５．
コスト関連商材 プレゼンテーション ＞＞
コスト問題研究部会では、正部員企業が導入しているサービス、賛助部員
と取引先などを中心として、
ホール経営のコスト削減につながる商材のプレゼン
テーションを実施してきた。
・消費者購買傾向から考察する市場動向
→消費者ニーズへのアプローチ・4月 江崎グリコ株式会社
・ホールと業者をつなぐ唯一無二の新サービス 匠BANK.P・5月 株式会社Takumi Bank
・警備・8月 株式会社MSK
・フロン排出抑制法とエアコンレンタルプランのメリット
・8月 株式会社山宝商会
・受動喫煙防止 VITACIGご提案・11月 株式会社ブレオン
・カウンター業務に革命を・
・
・」 ～賞品保管機 JK-500による省力化について
～・11月 グローリーナスカ株式会社
・
『マジか』
システム+『入替ナビ』
で究極の
『パチンコ台入替作業』簡単化（楽・
短時間化）
のご提案・11月 株式会社スリーストン
・世界初！ バキュームによるカーペットのドライメンテナンスシステム・11月 株式
会社日本ヒュウマップ・株式会社リンレイ
・食品・飲料・お菓子 卸し賞品 プレゼンテーション・1月 株式会社サイトコ

・〜 一般景品在庫による無駄な経費の検証〜 景品宅配サービスの活用につ
いて・3月 株式会社カクヤス・株式会社PBマーケティング
＜＜ ６．
経済産業省 エネルギー庁 ベンチマーク制度 ＞＞
概要：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。
これは、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。評価はSABCZとあり、
S評価だと省エネ補助金の評価対
象となる。1％削減ができていなくても
「ベンチマーク指標」の高い事業者もS評
価になるというもの。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ている。
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法律問題研究部会
担当理事

河本

部員
（正会員）

成佑

株式会社晋陽

代表取締役社長

リーダー

荒田

政雄

夢コーポレーション株式会社

サブリーダー

八重樫浩輝

株式会社合田観光商事

部員
（正会員）

辻

良樹

ダイナムグループ（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

玄

昌起

株式会社ダイナム

生島

靖也

株式会社ダイナム

佐久間

仁

株式会社ニラク

武田

裕明

株式会社ニラク

吉田

一雄

株式会社TRY&TRUST

清水

文在

株式会社セントラル伸光

小林

浩

武内

好努

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

小林

正俊

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

志方

崇

株式会社チアエンタープライズ

西里

実

株式会社三永

株式会社ヒカリシステム

部員
（賛助会員）

國澤

良平

石黒

勝

長嶋

敦志

グローリーナスカ株式会社

斉藤

新市

グローリーナスカ株式会社

志村

未来

合同会社DMM.com

前川

竹志

株式会社インターコスモス

株式会社大商
三本珈琲株式会社

■部会の目的

チェーンストアを志向するパチンコホール企業が、
現在から将来に亘るパチンコ営業において、
「遵うべき法規範とは何か」
を探求するとともに、
法的側面から
「パチンコホール企業の将来の方向性」
を遊技業界の内外に積極的に提案する。

■第18期活動計画
●定例研究部会
（毎月1回、午後1時～午後4時）
【日常営業における全国各地の事例について情報共有】
・行政講話の情報共有、
解説
・新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況
・風営法規則改正について
・適正な広告宣伝手法について
・18歳未満立ち入り禁止の確認厳守について
・検定機、
認定機、
みなし機対応について
・法律問題質問コーナー
（会員からの質問を検討）等

●地方開催拡大研究部会
・目的 ： 部会に参加出来ないPCSA会員企業の勉強の機会創出、PCSA
会員勧誘 他
・第189回拡大法律問題研究部会 in 富山 2019年6月28日
（金）
～29日
（土）
広告宣伝規制の変遷と対応を学ぶ、
法律問題研究部会 質問コーナー

【第17期開催概要】
■第176回法律問題研究部会
日
時： 平成30年4月21日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員15名、
賛助部員3名、
合計18名

■第181回法律問題研究部会
日
時： 平成30年10月27日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員12名、
賛助部員2名、
合計14名

■第177回法律問題研究部会
日
時： 平成30年5月26日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員14名、
賛助部員2名、
合計16名

■第182回法律問題研究部会
日
時： 平成30年11月17日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員14名、
賛助部員1名、
合計16名

■PCSA第178回拡大法律問題研究部会
第16回依存問題対策プロジェクトチーム in 沖縄
リカバリーサポート・ネットワーク勉強会
日
時： 平成30年6月29日
（金）
～30日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： リカバリーサポート
・ネットワーク 事務所、
沖縄県那覇市、
豊見城市ホール、
沖縄県市町村自治会館
出席人数： 部員14名、
賛助部員2名、
合計16名

■第183回法律問題研究部会
日
時： 平成30年12月15日
（土）午後2時～午後5時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員13名､賛助部員1名､正会員オブザーバー1名､合計15名

※平成30年7月は、
台風接近の為開催中止
■第179回法律問題研究部会

日
時： 平成30年8月25日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員14名、
賛助部員2名、
合計16名

■第180回法律問題研究部会
日
時： 平成30年9月29日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員14名、
賛助部員2名、
合計16名
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■第184回法律問題研究部会
日
時： 平成31年1月26日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員13名､賛助部員3名､合計16名
■第185回法律問題研究部会
日
時： 平成31年2月23日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員12名､賛助部員2名､合計14名
■第186回法律問題研究部会
日
時： 平成31年3月30日
（土）午後1時～午後4時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員13名、
賛助部員3名、
オブザーバー2名、
合計18名

Pachinko Chain Store Association

【第17期活動報告】
＜＜ １．
定例部会 テーマ ＞＞
＜ １．
「PCSAパチンコホール 法律ハンドブック 2018」
について ＞
平成30年8月23日、
弊協会 法律問題研究部会は「PCSAパチンコホール
法律ハンドブック2018」
を発行した。2004年に発行されて以来、
パチンコ業界
において「営業現場で使える」
「従業員の知識の底上げができる」必携の書
として広く活用されてきた本シリーズを風営法施行規則等改正に対応させ、
下記4点を特徴としている。
１．
パチンコ営業の場面に応じた規制の解説（基礎編）
２．
店舗、
本部が日々直面している諸問題の164事例とその回答（応用編）
３．
回答の根拠として、実際の法令、解釈運用基準、通達、通知を明記（資料編）
４．
風営法の第一人者、
三堀 清 弁護士監修
発行以降、初版2010冊は、配布1,339冊、販売671冊（一般361冊、会員
310冊）
で終了、2刷1000冊は、平成31年3月末時点で販売541冊（一般527
冊、
会員14冊）
と好評を頂いている。
＜ ２．
パチンコホールの広告宣伝規制について ＞
この1年は、
各都道府県遊協からの広告宣伝規制についての通知が例年
になく増えた年であった。
リニューアルオープンの再定義、
ライター取材、雑誌
取材、著名人来店イベントなどのSNS投稿の全禁止など、
これまで特に言及
のなかった都道府県も規制の対象に追随する傾向が見られた。部会では、
各地の都道府県遊協の通知を情報共有し規制の把握、
周知に努めた。
＜ ３．
パチンコホールの広告宣伝に関する取り組み
（研究）
について ＞
閣議決定された「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」に、
パチンコ事
業者が取り組むべき依存症対策が盛り込まれ、
「広告宣伝の在り方」
も大きく
取り上げられている。
しかし、
広告宣伝は、
集客に加え、
産業や企業を消費者
や国民に理解してもらうための重要な有効なツールであり、過度な制限でそ
の貴重な機会が奪われるべきではない。
これまで広告宣伝の在り方につい
て検討してきた法律問題研究部会と依存問題対策プロジェクトチームでは、
今後より多角的な検討が必要と考え、
広告の信頼性の向上を目的としている
「一般社団法人ぱちんこ広告協議会」
と協働を検討、下記2点に取組みた
いと考えている。
1．
「（時代に適した）
パチンコホール広告宣伝に関するレポート」作成
2．
「都道府県・地域別 実態情報HP」運用
＜ ４．
高射幸性回胴式遊技機の削減に向けた取組の実施について ＞
平成30年4月25日、
全日遊連より2015年6月24日開催の臨時全国理事会に
おいて決議された「新基準に該当しない遊技機の取扱いについて
（基本方
針）」に基づき、
その設置比率の低減に取り組んできた経緯が説明され、
「高
射幸性回胴式遊技機」における今後の取組として、
以下が文書によって説明
された。
・全ての回胴式遊技機の内、
「新基準に該当しない回胴式遊技機」の設
置比率30％以下の堅持、
かつその中に含まれる
「高射幸性回胴式遊技
機」の設置比率は、
2019年1月31日に設置台数の15％以下、
2020年1月31
日に5％以下、
2021年1月31日には0％にする事。
・
「高射幸性回胴式遊技機」の設置可能台数を増やすため、
回胴式遊技機
の総設置台数を増やす、
「取組を逃れるための増台行為」
を行わない事。
これについて、
主に2項目目の「取組を逃れるための増台行為」
を注意する
事が重要なのだと部会では意見が出された。
その後、
平成31年1月31日に該当する機種の設置比率を15％以下にすると
していた全日遊連だが、
平成30年11月14日、
6号機の市場供給の見通しが極
めて厳しい状況にあることなどから、
平成31年1月31日の期限を延期すること
を決定、
通知した。
＜ ５．
警察庁講話について ＞
平成30年6月7日 開催：日遊協第29回通常総会
講話：警察庁生活安全局保安課 山田 好孝 課長

平成31年1月18日 開催：全日本遊技事業協同組合連合会
講話：警察庁生活安全局保安課 山田 好孝 課長
平成31年1月29日 開催：パチンコパチスロ業界賀詞交歓会
講話：警察庁生活安全局保安課 山田 好孝 課長
について情報を収集、
内容を共有した。
＜ ６．
改正健康増進法について ＞
平成30年6月末に東京都の受動喫煙防止条例可決、平成30年7月18日
に改正健康増進法が参議院本会議で可決・成立した。
これに伴いパチンコ
ホールは全国一律に原則屋内禁煙（喫煙専用室設置可）
になった。
また、平
成31年3月には、客室内における喫煙室設置に関して、警察庁より変更承認
届ではなく変更届で対応する旨の通達がされたが、
喫煙室の「柱」や「ガラス
面の透明度」など、
主に見通しに関する注意点について情報を共有した。
＜ ７．
「遊技機製造業者の業務委託に関する規定」
の改正 ＞
日工組、
日電協の定める遊技機製造業者の業務委託に関する既定では、
平成28年4月1日から
（ホールの）営業所管理者を遊技機管理員とみなす経
過措置既定を設けていた。
これを平成30年6月13日、
両団体は、
平成31年3月
31日までと期限を切り、
その後は経過措置既定を解除、遊技機取扱主任者
の資格を持つ者のみを遊技機管理員とみなすこととなった旨を通知した。
＜ ８．
性能表示モニタについて ＞
すでに回胴式遊技機で2017秋「5.9号機」以降搭載運用されている
「役比
モニタ」に次いで、平成30年2月1日以降の型式試験申請するパチンコ遊技
機に搭載している
「性能表示モニタ」の本運用を平成31年4月1日から開始す
る旨が日工組よりホール5団体に平成31年1月24日に説明がされた。
＜ ９．
型式試験機関 一般社団法人GLI Japan ～第2保通協～ ＞
国家公安委員会が「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律
第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則」の一部改正を
発表、
その中で遊技機の型式試験機関として一般社団法人GLI Japanが
指定を受けたことが分かった。
＜ １０．
平成30年7月集中豪雨について ＞
2018年（平成30年）6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に北海道や
中部地方を含む全国的に広い範囲で記録された台風7号および梅雨前線
等の影響による集中豪雨で、西日本を
中心に多くの地域で河川の氾濫や浸
水害、土砂災害が発生し、死者数が
200人を超える甚大な災害となった。
自
然災害対応のマニュアルの有無、内容
の共有、確認などの情報を持ち寄った
他、実際に平成30年7月集中豪雨で被
災した企業の情報を共有した。
＜ １１．
北海道胆振東部地震について ＞
平成30年9月6日午前3時に北海道胆振地方中東部を震源として発生した
地震で、
地震の規模はM6.7、
震源の深さは37km。最大震度は、
震度階級で
もっとも高い震度7で北海道では初めて観測された。
この北海道胆振東部地
震について、被災地に店舗のある企業から、被災当時の状況や対応につい
て報告された。
その中には、景品の飲料や食料を周辺住民に放出した事例
や被災後何日で営業を再開したかなどの情報も含まれていた。
＜＜ ２．認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 事務所 訪問 ＞＞
開催日：平成30年6月29日
（金）
開催場所：リカバリーサポート
・ネットワーク 事務所（沖縄県）
出席人数：部員14名、
賛助部員2名、
合計16名
講師：認定特定非営利活動法人リカバリーサポート
・ネットワーク 相談部		
内藤
献 様 他

13

Pachinko Chain Store Association

不正対策研究部会
担当理事

金光

部員
（正会員）

淳用

株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長

リーダー

松本

浩

株式会社ヒカリシステム

サブリーダー

倉沢

隆志

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

部員
（正会員）

阿部

到

株式会社ダイナム

金子

敦

株式会社ダイナム

荒田

政雄

夢コーポレーション株式会社

梅野

唯行

上野

誠

春原

正愛

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ）

柏

信吾

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

徳永

正宣

株式会社チアエンタープライズ

平井

信行

株式会社チアエンタープライズ

山本

譲

株式会社合田観光商事
株式会社ヒカリシステム

株式会社三永
※不正対策研究部会は、正会員のみ部員登録が可能。

■部会の目的

お客様、
ホール、
業界の不利益となるゴトの撲滅を目指す。
その実現のため、
情報の共有、
勉強会の開催、
遊技機メーカー・遊技機団体との情報交換を図る。

■第18期活動計画
●定例研究部会
（毎月1回、原則最終金曜日 午後1時～午後3時）
・最新ゴト情報・対策情報の共有 SNSを利用したリアルタイム情報共有
・ゴト被害アンケート実施 毎月ゴト件数、内容、被害額を集計し対策と対
応方法の共有
・部員が抱える業務上の悩み、
相談事
（内部不正等、
公表できる範囲）
に対
しての対策と対応の共有
・他研究部会との連携、
各リーダーと
（社員総会等で）情報共有の場を設け
て、
問題に取り組む
・一般社団法人遊技産業健全化推進機構との情報共有
・遊技機メーカーとの情報共有

●拡大 不正対策勉強会
（年4回、東京2回、大阪1回、長野1回、外部講師による勉強会）
目的 ：「最新のゴト事例について学ぶ」
「部会に参加出来ないPCSA会員
企業の勉強の機会創出
（3ヶ月分まとめ）」
・第47回不正対策勉強会 in 大阪 2019年4月19日
（金）
関西方面PCSA会員企業の為の勉強会、
日遊協 近畿支部 セキュリティ対策部との交流
・第48回不正対策勉強会 in 長野 2019年7月25日
（木）
～26日
（金）
企業訪問
・第49回不正対策勉強会 2019年10月25日
（金）
・第50回不正対策勉強会 2020年1月31日
（金）

【第17期開催概要】
■第142回不正対策研究部会・第43回不正対策勉強会
日
時： 平成30年4月20日
（金）午後1時～午後5時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 講師1名、
部員11名、
正会員オブザーバー2名、
日遊協参加者7名、
合計21名
■第143回不正対策研究部会
日
時： 平成30年5月25日
（金）午後1時～午後3時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員10名、
日遊協参加者2名、
余暇進参加者1名、
メーカー1名、
オブザーバー1名、
合計15名
■第144回不正対策研究部会
日
時： 平成30年6月15日
（金）午後1時～午後3時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員11名、
日遊協参加者1名、
オブザーバー1名、
合計13名
■第145回拡大不正対策研究部会・第44回不正対策勉強会 in 札幌
日
時： 平成30年7月25日
（水）
～26日
（木）
開催場所： 株式会社合田観光商事 本社 会議室
出席人数： 部員7名、
正会員オブザーバー25名、
全日遊連参加者1名、
日遊協参加者8名、
オブザーバー1名、
合計42名
■第146回不正対策研究部会
日
時： 平成30年8月24日
（金）午後1時～午後3時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員11名、
日遊協参加者1名、
メーカー参加者1名、
オブザーバー1名、
合計14名
■第147回不正対策研究部会
日
時： 平成30年9月28日
（金）午後1時～午後3時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員10名、
正会員オブザーバー2名、
日遊協九州支部3名、
日遊協4名、
オブザーバー1名、
合計18名
■第148回不正対策研究部会
日
時： 平成30年10月24日
（金）午後1時～午後3時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員11名、
日遊協参加者 2名、
メーカー１名、
オブザーバー2名、
合計16名
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■第149回不正対策研究部会・ストアコンパリゾン・
第45回不正対策勉強会 in 九州
日
時： 平成30年11月29日
（木）
～30日
（金）
開催場所： 福岡県遊技会館 ３階 会議室
（一般社団法人日本遊技関連事業協会 九州支部）
出席人数： 講師1名、
正部員6名、
賛助会員オブザーバー1名、
一般社団法人日本遊技関連事業協会参加者1名、
一般社団法人日本遊技関連事業協会 九州支部 参加者28名、
合計37名
■第150回不正対策研究部会
日
時： 平成30年12月18日
（金）午後3時～午後5時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 正部員9名､日遊協参加者4名､メーカー参加者1名､合計14名
■第151回不正対策研究部会・第46回不正対策勉強会
日
時： 平成31年1月25日
（金）午後1時～午後5時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 講師1名､部員10名､正会員オブザーバー2名､
賛助会員オブザーバー1名､日遊協参加者6名､
メーカー参加者1名､合計21名
■第152回不正対策研究部会
日
時： 平成31年2月15日
（金）午後1時～午後3時
開催場所： PCSA会議室
出席人数： 部員9名､日遊協参加者2名､メーカー参加者1名､
オブザーバー1名、
合計13名
■第153回不正対策研究部会
日
時： 平成31年3月15日
（金）午後1時～午後3時
開催場所：PCSA会議室
出席人数： 部員9名、
日遊協参加者3名、
機構参加者1名、
オブザーバー1名、
合計14名

Pachinko Chain Store Association

【第17期活動報告】
＜＜ １．
ゴト被害・通報アンケート ＞＞
第12期４月よりゴト被害の件数、
被害額、警察への被害届などの客
観的かつ具体的な数値を集積し、
全体的な被害状況の把握を目的と
して現在も調査を継続している。そ
の背景として、
「ホールがゴトと認識
している行為」
と警察が「犯罪とし
て認識、
被害届の受理までいたる行
為」に差違がある点があげられる。
ゴト行為を犯罪として立証する難しさもある
が、
罰則の適用をもってゴト行為の抑止・防止につなげていきたいと考えている。
＜ピックアップ① 3月事例＞
アンケート回答8社、
被害件数41件、
被害額￥899,938-、
警察への通報回数
が5件、
被害届申請が5件、
被害届受理が0件となっている。
ゴトは、
持ち込み、
どつき、
磁石、
糸付き玉、
レート間移動、
電波ゴトなどであった。他には、
磁石セ
ンサーのメーカー比較や電波ゴトの事前防止策や詐欺事件、遊技機からの
発火事例などについて情報を共有した。
＜ピックアップ② 9月事例＞
アンケート回答7社、被害件数26件、被害額￥160,007-、警察への通報回
数2件、
被害届申請1件、
被害届受理0件となっている。
ゴトは、
糸付き玉、
持ち
込み、
確変中の止め打ち、
持ち込み、
どつき、
電波ゴトなどであった。他には確
変中の止め打ちに関してどこから声がけをするのか、退店とするのかなど各
社情報を共有した。
また、
その際に遊技約款などのハウスルールを根拠に説
明しているとの発言もあった。
また、遊技台の警報を消すためにスピーカーを
破損させるという事例についても情報を共有した。
また、
東北や中部での各種
ゴトグループの動向について情報を交換した。
＜第17期 まとめ＞
今期のゴト被害の概況だが、第16期と同様に全般的にローテクゴト、
いわ
ゆる
「油ゴト」
「糸付き玉」
「持ち込み」
「持ち出し」などの発生割合が非常に
大きかった。特に「油ゴト」に類する玉に潤滑液を塗布する行為は、金銭的
な被害のみならず清掃の手間や非常に手軽に出来てしまう事から猛威を振
るった。
また、
ゴト被害自体の件数が減少しており、
アンケート回答社のほぼ半
数が「被害なし」
となる月が非常に多かった。
＜＜ 2．
定例部会テーマ ＞＞
＜社員向けの道徳、モラル教育について＞
モラルや道徳に関する社員教育をしているかという問いかけに対して、実
施している企業の事例として「懲戒事例の紹介」や「道徳啓発活動」等が紹
介された。
また、
やって良い事、
悪い事の境目が、
社員の年代毎に異なってい
る事例が紹介され、
各社注意すべき点だと説明された。
＜紙幣、営業中回収について＞
サンドの紙幣を営業中に回収する実施例やノウハウについて各社の情報
を共有した。既に営業中の回収は一切実施していないホール企業もある一
方、継続して回収しているホール企業もあった。2人1組や1人で実施する場
合の手法、
また誤差が発生した場合にどう対処しているか、
いかに発見まで
の期間を短くするかなどのノウハウも提示された。
＜携帯電話の店舗側の過失による破損事故対応について＞
Q：携帯電話の店舗側の過失による破損事故対応について
A ： 回答6社で、
ほとんどが「店舗側の過失が認められる
（確認できる）場合
には補償」
していた。
なお、
その後の対応では、
修理見積もりを取る、
契約して
いる保険会社に対応を依頼などが説明された。
また、対応の際には、店舗従
業員の判断ではなく、
専門部署、
又は外部専門家（保険会社）
が判断を下す
企業がほとんどだった。
＜暴漢対策について＞
Q ： ホールに「凶器所持者」
「暴漢」が現われた際の対策装備の有無、種
類、
理由を教えて欲しい。
A：回答8社の内、
防犯ブザー1社、
逃走追跡用カラーボール1社、
警棒・カラー
ボール・さすまた1社、
ココセコム2社、
装備なしが4社だった。
装備なしの企業は、
「基本的に凶器所持者や暴漢には対峙せず抵抗しないで警察に対応を任
せる方針」
「15年ほど前の強盗事件を境に、
防衛する手段の強化ではなく、
接
触させない施策をとっている。緊急時のオペレーション
（抵抗しない、
逆らわな
い、
捕まえない）
の徹底、
防犯設備の強化を実行」
という回答がされた。
＜入れ墨
（Tatoo）
のお客様対応方法について＞
入れ墨（Tatoo）
を入れているお客様への対応方法について情報を共有

した。遊技約款、又は類似のポスターなどに入店お断りの掲示があるかどう
かで対応が変わる事や、個別の入れ墨の具合によって判断を変えると、後々
整合性がとれなくなる恐れがある事などの情報を共有した。
＜＜ 3．
不正対策勉強会
（年４回） ＞＞
第6期2007年より
「ホール企業のセキュリティ対策部署、担当者のゴト対策知
識の向上」
を目的として開始された当勉強会は、
ホール４団体、
メーカー団体、
一般社団法人遊技産業健全化推進機構、個別遊技機メーカーからの参加者
を得ながら継続している。今期は有限会社ジャパン・セキュリティ
・サービス 代
表取締役 高石 隆一様を勉強会常任講師とし、
平成30年4月、
平成31年1月
の2回を東京のPCSA会議室にて開催。平成30年7月には北海道札幌、11月に
は九州で開催、各地の正会員企業の不正担当者や現場スタッフ、並びに多数
の一般社団法人日本遊技関連事業協会（以降、
日遊協）九州支部の方々にご
参加いただいた。

＜＜ 4．
日本遊技機工業組合
（日工組）
訪問 ＞＞
日時：平成30年8月24日
（金）
開催場所：日工組 事務所（東京都中央区京橋1-2-5京橋TDビル2階）
日工組出席者：5名
PCSA出席者：
不正対策研究部会
松本 浩 リーダー （株式会社ヒカリシステム）
倉沢 隆志 サブリーダー （株式会社ニラク）
金子 敦 部員 （株式会社ダイナム）
概要 ： PCSAゴト被害アンケートや他データより、
昨今のゴトの状況、
手口などを
報告。逆に日工組側より改善要望を聞かれ回答した。
＜＜ 5．
内部通報制度勉強会 ＞＞
開催日：平成30年9月28日
（金）
開催場所：PCSA会議室
講師：株式会社ダイナム 監査部長 戸田 正之
内容：１．
内部通報制度とは
２．
通報から改善までの流れ
３．
内部通報制度のメリット
・デメリット
４．
内部通報制度の浸透に向けた対応
５．
内部通報制度による解決事例

様

＜＜ 6．
ストアコンパリゾン in 九州 ＞＞
日時：平成30年11月30日
（金）
開催場所：福岡県福岡市
出席者：講師1名、
正部員6名、
賛助会員オブザーバー1名、
日遊協参加者1名、
日遊協 九州支部 参加者28名、
合計37名
スケジュール： ①プラザ３
（株式会社宣翔物産）②フェイス880博多本店（株式
会社フェイスグループ）
＜＜ 7．
「依存防止対策への取り組み状況を確認する調査」
について ＞＞
日時：平成31年3月15日
（金）
開催場所：PCSA会議室
出席者：部員9名、
日遊協参加者3名、
オブザーバー参加者1名、
合計13名
講師：伊勢崎 清 様 一般社団法人遊技産業健全化推進機構
		
理事・事務局長
内容 ：パチンコホールの依存施策の実施状況の確認の為に第三者機関によ
る調査が必須となり、一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）
が受諾した。政府の基本計画が4月に閣議決定された後に実運用となる。調査
では、RSNポスターの掲示やアドバイザーの在籍の有無などを確認する。今後
は、依存調査承諾書をホールに送付、
ホールからの返送によって調査が可能と
なる。
また、
調査結果は1 ： 行政、
2 ： 21世紀会、
または所属されているホール団
体、3 ： 依存の第三者機関に調査結果を報告する可能性がある。
なお実際の
調査は機構の検査員が実施し、
調査項目は大7項目となる予定。
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遊技法研究会
担当理事
石川
委員長
荒田
遊技機検討小部会 副委員長 大石
賞品検討小部会 副委員長 石山
遊技機検討小部会 委員 齊藤
城山
福井
金光
河本
藤田

直史
政雄
明徳
一広
周平
朝春
宏彰
淳用
成佑
宏

賞品検討小部会 委員

株式会社ワールド 代表取締役社長
夢コーポレーション株式会社
株式会社ニラク
（PCSA副代表理事）
三本珈琲株式会社
株式会社グランド商事・アドバンス（PCSA副代表理事）
ミカド観光株式会社（PCSA理事）
株式会社加賀屋（PCSA理事）
株式会社ヒカリシステム（PCSA理事）
株式会社晋陽（PCSA理事）
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所（PCSAアドバイザー）

國澤
國澤
山本
石黒
小玉
中村
木﨑
岡本
齊藤
羽島
廣田

良幸
良平
聡
勝
幹雄
克彦
英之
健
信孝
正敬
道明

株式会社大商
株式会社大商
三本珈琲株式会社
三本珈琲株式会社
株式会社昭和堂
ゼニス株式会社
ゼニス株式会社
株式会社東和商事
株式会社山宝商会
株式会社山宝商会
株式会社山宝商会

研究会の目的
パチンコ業界が社会・国民の皆様から支持、
必要とされ、
将来に亘り安定して維持、
発展していくための基盤となる法律はどのようなものか研究する。

第18期活動計画
●定例研究部会
（拡大理事会開催時に開催、原則木曜日 午後2時45分～午後3時45分）
業界のリスクの洗い出しと解決方法の検討
①「賞品検討小部会」
賞品の適正な提供と啓発活動について
②「遊技機検討小部会」 遊技機関連全般（釘、
ベース、
設定付遊技機、
管理遊技機 他）

第17期開催概要
■第66回遊技法研究会
日
時：平成30年4月19日
（木）午後1時45分～午後2時30分
開催場所：PCSA会議室
出席人数：委員7名、
アドバイザー9名、
オブザーバー2名、
合計18名

■第70回遊技法研究会
日
時：平成30年10月18日
（木）午後2時～午後3時
開催場所：TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー 16階「会議室J」
出席人数：委員12名、
アドバイザー10名、
オブザーバー1名、
合計23名

■第67回遊技法研究会
日
時：平成30年6月21日
（木）午後2時45分～午後3時45分
開催場所：PCSA会議室
出席人数：委員9名、
アドバイザー12名、
オブザーバー5名、
合計26名

■第71回遊技法研究会
日
時：平成30年12月20日
（木）午後2時45分～午後3時45分
開催場所：PCSA会議室
出席人数：担当理事1名、
委員10名、
アドバイザー13名、
オブザーバー3名、
合計27名

■第68回遊技法研究会
日
時：平成30年7月19日
（木）午後3時～午後3時45分
開催場所：PCSA会議室
出席人数：委員9名、
アドバイザー11名、
オブザーバー7名、
合計27名

■第72回遊技法研究会
日
時：平成30年1月28日
（月）午後2時45分～午後3時15分
開催場所：ホテルモントレー半蔵門 1階「瑠璃」
出席人数：委員10名、
アドバイザー11名、
オブザーバー1名、
合計22名

■第69回遊技法研究会
日
時：平成30年9月20日
（木）午後2時45分～午後3時45分
開催場所：PCSA会議室
出席人数：委員12名、
アドバイザー10名、
オブザーバー1名、
合計23名

■第73回遊技法研究会
日
時：平成31年3月28日
（木）午後2時45分～午後3時45分
開催場所：PCSA会議室
出席人数：委員8名、
アドバイザー12名、
オブザーバー4名、
合計24名

第17期活動報告
＜＜ １．
一般社団法人日本流通商健全化協会
（以降、日流商）
の取組みについて ＞＞
日流商では、
「業界のリスク」解決の一助として、流通制度変更に継続的に取組んでお
り、
ある地区を選考モデルケースとしてホール企業各社に個別に説明している。
その地区
の組合長の方々の意見は、現状を変えていくべきという共通認識でありおおむねの賛意は
得られていると感じている。一方、
流通制度変更に対して頑なに拒むホール企業もあるとい
う。
こういった流通制度変更において重要なのは、不公平感なく該当地区のホール企業が
一斉に変更に応じてルールを遵守して頂ける事であり、過去には、
ほんの少数のホール企
業の抜け駆けによって瓦解してしまった事例も散見されている。従って綿密な打ち合わせを
継続していきたいと考えている。
＜＜ ２．
国会におけるパチンコ関連の話題について ＞＞
国会の内閣委員会やギャンブル依存対策法の審議でパチンコの話題が出ている。
旧基
準機（自由民主党 和田政宗議員「経過措置で旧基準機が市場に残ることを疑問視」）
、
18歳未満対策（国民民主党 矢田わか子議員「18禁対策の実効性を疑問視しパチンコ
店にも入場規制求める」）
、
古物商（日本共産党 田村智子議員「古物許可の必要性から
換金問題を追及、
ホール設備にも言及」）
、
台間ユニット
・ATM（日本共産党 田村智子議
員「簡単にお金がつぎ込める、
ここに歯止めをかけること」）、
パチンコの犯罪比率、等に対
して国会議員から指摘があった。業界から見ると理不尽に見えるものもあるが、慎重に対
応する必要もあると考えられる。
＜＜ ３．
賞品提供の啓発活動について ＞＞
佐賀でパチンコホールが景品買取りの疑いで逮捕された。逮捕されたのはパチンコ店の
経営者と同店の部長。景品買取所とパチンコ店が同じ経営になっていたとの事。昨年の10
月と今年の2月の調査で判明。昨年10月29日の佐賀県の行政講話で広告宣伝、
自家買い
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について触れ、
「法に基づいてやってほしい」
と述べている。講話は管理者向けの講習でさ
れたが、
経営者にも伝えるようにとの事であった。
＜＜ ４．
時代に適した風営法を求める会について ＞＞
時代に適した風営法を求める会 PT設置について
平成31年2月7日に自民党の政治分野アドバイザーから、時代に適した風営法議連内に
「依存症問題対策PT」
と
「新時代に対応したホール、遊技機の在り方等PT」の二つが設
置された。
第1回遊技機基準等PTが3月12日に開催された。内容は、
日電協 兼次副理事長、
日工
組 榎本副理事長から、検定を中々通らない現状についてお金の無駄になっている現状
が報告された。議員から行政に対し、
検定通過率の改善のために策を考えるようにという指
示があった。
その回答が本日の会合であったものと思われる。
目新しい意見としては議連側
から、
パチンコの射幸性が他の公営ギャンブルと比較してどうなっているのか、省庁を超え
てバランスを取ってほしいという意見があった。
当研究会としては、
議連のPTに対して、
何を
どう求めていくのかを検討した。PTとしては4回の会議を開催、議連の提言書を国家公安
委員会に提出した。
＜＜ ５．
業界におけるリスクについて ＞＞
業界のリスクについて整理として、
風営法違反処分の量定を再確認した。景品買取禁止
違反は量定B、40日以上、6カ月以下の営業停止等命令となる。
また、風適法の刑事処分と
罰則では、一番重いのは構造設備、遊技機の無承認変更で1年以下の懲役若しくは100
万円以下の罰金又はこれの併科。現金・有価証券の提供、
賞品買取については6ヶ月以下
の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科となっている。
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依存問題対策プロジェクトチーム
担当理事		
リーダー
サブリーダー
部員
（正会員）

齊藤 周平
辻
良樹
荒田 政雄
玄
昌起
阿部
到
須藤
暁

株式会社グランド商事・アドバンス 常務執行役
ダイナムグループ（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）
夢コーポレーション株式会社
株式会社ダイナム
株式会社ダイナム
株式会社ダイナム

部員
（正会員）

部員
（賛助会員）

佐久間 仁
武田 裕明
武内 好努

株式会社ニラク
株式会社ニラク
アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）

田野倉

合同会社DMM.com

司

プロジェクトチームの目的
IR推進法の成立以降、
社会的に注目されている
「依存問題」
を業界として取り組むべき喫緊の課題ととらえ、
国・行政・業界団体等の最新情報の共有や、
有識者による勉強会を通して、
遊技業界としての対策やあるべき方向性を見極める。

第18期活動計画
●定例PT
（毎月1回、午前10時30分～午後12時30分）
・ギャンブル等依存症対策基本法を中心とした国・行政の取り組みについて
・パチンコ・パチスロ産業２１世紀会（業界団体）
による取り組みについて
・
リカバリーサポート
・ネットワーク、
ワンデーポート等、
民間団体等の取り組みについて
・PCSA加盟各社の取り組み、
その他海外カジノなど依存問題に関わる事項の共有

●地方開催PT
・第27回拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山 2019年6月28日
（金）
～29日
（土）
●有識者による依存問題対策勉強会
・第3回依存問題対策勉強会
2019年7月27日
（土）
・第4回依存問題対策勉強会
2019年11月16日
（土）
・第5回依存問題対策勉強会
2020年2月29日
（金）

第17期開催概要
■第14回依存問題対策プロジェクトチーム
日
時：平成30年4月21日
（土）午前9時30～正午12時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー7名、
合計7名

■第17回依存問題対策プロジェクトチーム
日
時：平成30年8月25日
（土）午前9時30～正午12時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー6名、
合計6名

■第21回依存問題対策プロジェクトチーム
（土）午前10時30～午後1時
日
時：平成30年12月15日
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー7名、正会員オブザーバー６名、合計13名

■第15回依存問題対策プロジェクトチーム
日
時：平成30年5月26日
（土）午前9時30～正午12時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー6名、
合計6名

■第18回依存問題対策プロジェクトチーム
日
時：平成30年9月29日
（土）午前9時30～正午12時
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー8名、
合計8名

■第22回依存問題対策プロジェクトチーム
（土）午前10時30～午後1時
日
時：平成31年1月26日
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー7名、
合計7名

■第16回依存問題対策プロジェクトチーム・第178回拡 ■第19回依存問題対策プロジェクトチーム
日
時：平成30年10月27日
（土）午前9時30～正午12時
大法律問題研究部会 in 沖縄 リカバリーサポート・
開催場所：PCSA会議室
ネットワーク勉強会
出席人数：メンバー6名、
合計6名
日
時：平成30年6月29日
（金）
～30日
（土）
開催場所：リカバリーサポート
・ネットワーク 事務所、
■第20回依存問題対策プロジェクトチーム
沖縄県市町村自治会館
日
時：平成30年11月17日
（土）午前9時30～正午12時
出席人数：メンバー6名、
正会員オブザーバー8名、
開催場所：PCSA会議室
賛助会員オブザーバー2名、
合計16名
出席人数：メンバー8名、
合計8名

■第23回依存問題対策プロジェクトチーム
（土）午前10時30～午後12時30分
日
時：平成31年2月23日
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー7名、
合計7名
■第24回依存問題対策プロジェクトチーム
（土）午前10時30～正午12時30分
日
時：平成31年3月30日
開催場所：PCSA会議室
出席人数：メンバー7名、
合計7名

第17期活動報告
＜＜ １．
定例部会 テーマ ＞＞
＜ １．安心パチンコ・パチスロアドバイザー、自己申告・家族申告プログラム アンケートまとめについて・11月 ＞
・正会員22社へアンケートを依頼、8社からの回答をまとめたアンケート内容を確認した。
安心パチンコ・パチスロアドバイザーは、組合加盟店舗では98.9％、組合非加盟店舗で
は92.2％の在籍率であった。
なお、
自己申告・家族申告プログラム導入店は、時間制限、
回数制限、
金額制限、
入店制限などに些少の違いはあれど、
100％の導入率であった。
＜ ２．
RSN 2017年パチンコ依存 電話相談事業 報告書について ＞
・一昨年の報告書と比較して相談回数自体が増加。相談者が遊技者本人だけでなく家
族友人からの場合も増加している。
また、
借金をしている割合も高く、
主な相談内容がパ
チンコから離れる方法を聞いてくる事が多い。
＜ ３．
「ギャンブル等依存症対策基本法案」 衆議院 内閣委員会 過去中継 視聴 ＞
・平成30年5月25日開催の「ギャンブル等依存症対策基本法案」の衆議院内閣委員会
の中継をインターネットより視聴した。委員会には、
リカバリーサポート
・ネットワーク 西村
直之代表が参考人として招致されていた。依存症という医学用語はなく、
また諸外国は
ギャンブル依存対策の黎明期にアルコール依存や薬物依存と酷似した対策を取ってき
たが、
現在は予防と安全な遊び方を教えることに注力していること、
ギャンブル依存の対
象者は高確率で他に依存する原因がありギャンブルから引きはがしたとしても根本的な
問題の解決にならないこと等が述べられた。
＜ ４．
「娯楽産業の未来のためのギャンブリング問題対策」 依存対策勉強会 DVD 視聴 ＞
・講師：認定特定非営利活動法人リカバリーサポート
・ネットワーク 代表 西村 直之 様
現在、世界のギャンブル業界では、事後の治療より事前の予防、適切な学習の方が
効率的で有効だと認識しており、
「レスポンシブル ゲーミング
（責任あるゲーミング）
（RG）」
として考え方を定めている。
これは、個人、
ギャンブル事業者、
ギャンブル事業を
認可した行政（国、
地域）
などがそれぞれ「安全に遊んでもらう働きかけ」の実施に責任
を持ち、
ギャンブル事業の健全な継続、
すなわち安全に遊ぶ事のできるユーザーを育成
する事を目的としている、
と説明した。
＜ ５．
依存問題対策団体の定期通信・活動報告について ＞
・毎月発行、又は開催される通信やセミナーの情報を集め、
セミナーでは参加者より概要
を確認、
通信では背景にある真意を確認するなど、
情報収集に努めている。
＜ ６．
パチンコホール大手5社 共同声明・合同勉強会 アンケート結果について ＞
・平成31年1月30日、
パチンコホール大手5社「株式会社ダイナム」
「株式会社ニラク」
「夢
コーポレーション株式会社」
「株式会社合田観光商事」
「株式会社マルハン」が「遊技
を提供する立場として、依存対策となる予防のためのアプローチに注力し、安心して楽
しめるパチンコを提供する」
という趣旨で共同声明を発表した。
＜ ７．
2019年5月14日 開催 パチンコ・パチスロ依存問題フォーラムについて ＞
・ギャンブル等依存症対策基本法に定められているギャンブル等依存症問題啓発週間

（令和元年5月14日～5月20日）
に関連し、
パチンコ業界として啓発週間初日の令和元
年5月14日に「パチンコ・パチスロ依存問題フォーラム」の開催を決定、
その実行委員会と
して依存フォーラム実行委員会を設置した。
＜ ８．
ホールの依存問題対策の実施状況確認の為の調査のお願いについて ＞
・平成31年2月1日に開催された一般社団法人遊技産業健全化推進機構（以降、機構）
の第16回実務者連絡会について参加者より報告がされた。
パチンコ業界の21世紀会よ
り、機構に「ホールの依存問題対策の実施状況確認の為の調査のお願い」
を送付。
こ
れは、
ホールの依存問題対策の実施状況を第三者的な視点で調査していただきたいと
いう内容。
＜＜ ２．
認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 事務所 訪問 ＞＞
開催日：平成30年6月29日
（金）
開催場所：リカバリーサポート
・ネットワーク 事務所（沖縄県）
出席人数：部員14名、
賛助部員2名、
合計16名
献 様 他
講師：認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 相談部 内藤
概要 ：リカバリーサポート
・ネットワークの成り立った経緯、
活動について概要をご説明頂い
た後、
実際の日々の電話相談の実例を交えて説明した。
また、
実際の電話相談の事例や受
け答え方などを説明された。
＜＜ ３．
依存問題対策プロジェクトチーム 勉強会 ＞＞
＜ １．
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 勉強会 ＞
開催日：平成30年6月30日
（土）
開催場所：沖縄県市町村自治会館6号室 4F
出席人数：部員14名、
賛助部員2名、
合計16名
講師：リカバリーサポート
・ネットワーク 代表 西村 直之 様
テーマ：Responsible Gaming（RG：
レスポンシブル・ゲーミング/責任あるゲーミング）
を理
解すれば、
ギャンブル等依存症問題対策の見え方が変わる
＜ ２．
認定NPO法人ワンデーポート 勉強会 ＞
開催日：平成30年12月15日
（土） 開催場所 PCSA会議室
出席人数：メンバー7名、
正会員オブ
ザーバー6名、
合計13名
講師：認定NPO法人ワンデーポート
理事・施設長 中村 努 様
概要 ： 認定NPO法人ワンデーポートの
成り立ちから現在の状況をご説明いた
だき、依存問題に対する意識の変化、
そして障害のある方と依存問題の相関
性などについて説明いただいた。
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ＰＣＳＡ ＤＡＴＡ ＢＡＳＥ ２０１９
ＰＣＳＡ正会員２３社にアンケートを実施し、その結果を元にパチンコホール業界全体の数字を類推した。
＜類推値算出方法＞ 「売上高」「雇用人数」「法人税額」の回答数字を遊技台１台あたりに換算、警察庁が
発表した平成３０年１２月３１日現在の遊技台数（430万2552台）を掛け、各項目を類推した。
＜アンケート実施日＞ 令和元年７月調査（平成３１年３月３１日現在の数字）

１）パチンコホール売上高
ＰＣＳＡ類推値
ダイコクＳＩＳ白書公表値
レジャー白書公表値
＜他産業売上高＞
外食産業
自動車主要１０社
百貨店
総合スーパーマーケット

（２０１９年３月、回答１１社）
（ダイコクＳＩＳ白書２０１８年版）
（レジャー白書２０１９より）
（２０１７年 食の安全・安心財団ＨＰより）
（２０１７年～２０１８年 業界動向サーチＨＰより）
（２０１８年 日本百貨店協会ＨＰより）
（２０１８年 日本チェーンストア協会ＨＰより）

２）パチンコホール営業収入
ＰＣＳＡ類推値
ダイコクＳＩＳ白書公表値

１７兆４８５６億円
２０兆７０００億円
２０兆７０００億円
２５兆６５６１億円
６８兆４２７８億円
５兆８８７０億円
１２兆９７３１億円

「営業収入」＝「貸玉収入（売上高）」－「景品出庫額」、ダイコクＳＩＳ白書では「業界総粗利」

（２０１９年３月、回答１１社）
（ダイコクＳＩＳ白書２０１８年版）

２兆６２２８億円
２兆９１００億円

３）パチンコホール雇用人数
ＰＣＳＡ類推値
総務省統計
＜他産業雇用人数＞
外食産業（飲食店）
自動車主要１０社
百貨店
総合スーパーマーケット

（２０１９年３月、回答１１社）
（２０１６年 総務省・平成28年経済センサス活動調査より）
（２０１６年 総務省・平成28年経済センサス活動調査より）
（２０１５年～２０１６年 業界動向サーチＨＰより）
（２０１８年３月 日本百貨店協会ＨＰより）
（２０１８年 日本チェーンストア協会ＨＰより）

２２万３７３３人
２２万９４４１人
４１２万２７９人
２１万１９７４人
６万６３３４人
４７万７０４８人

４）パチンコホール法人税納税額
ＰＣＳＡ類推値
＜他産業法人税額＞
料理飲食旅館業
小売業
サービス業
建設業
＜日本の歳入内訳＞
一般会計歳入総額
所得税
法人税
消費税
酒税
たばこ税

（２０１９年３月、回答 ７社）
（２０１７年 国税庁統計年報より）
（２０１７年 国税庁統計年報より）
（２０１７年 国税庁統計年報より）
（２０１７年 国税庁統計年報より）
（２０１９年度 一般会計予算の概要、財務省より）
（２０１９年度 一般会計予算の概要、財務省より）
（２０１９年度 一般会計予算の概要、財務省より）
（２０１９年度 一般会計予算の概要、財務省より）
（２０１９年度 租税及び印紙収入概算、財務省より）
（２０１９年度 租税及び印紙収入概算、財務省より）

＊サービス業の法人税額１兆７０６３億円のうち、約５．３％がパチンコホールの法人税と類推できます。
＊法人税１２兆８５８０億円のうち、約０．７％がパチンコホールからの納税と類推できます。
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９０４億円
１５１３億円
６９０９億円
１兆７０６３億円
９３２１億円
１０１兆４５７１億円
１９兆９３４０億円
１２兆８５８０億円
１９兆３９２０億円
１兆２７１０億円
８８９０億円

Pachinko Chain Store Association

リカバリーサポートネットワーク支援
ＰＣＳＡパチンコ依存問題への対応
ＰＣＳＡでは以前よりパチンコ依存問題に注目しております。
２０１０年３月１１日は理
事会メンバーを中心に１４名でパチンコ依存問題の相談機関である認定特定非営
利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク
（ＲＳＮ）
へ訪問し、活動内容について意
見交換を実施しました。
２０１１年からＲＳＮへの支援を続け、パチンコホール５団体で
は一番の小所帯ながら２番目に大きな活動資金支援を続けてきました。第１７期か
らは２１世紀会の活動を軸足に依存問題の対策について活動をしていきます。
依存問題を学ぶための勉強会も多数開催しております。
２０１０年８月１９日開催の
第３４回ＰＣＳＡ経営勉強会でＲＳＮ代表
題

西村直之氏を講師に招き
「パチンコ依存問

電話相談の現場から」
という講演を開催。
２０１７年２月２０日には、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の３団体にご後援いただき『第５９回ＰＣＳＡ公開経営勉強
会』を開催。第１部に同じくＲＳＮ代表

西村直之氏を講師に『Ｉ
Ｒ整備推進法とパチ

ンコ・パチスロ依存問題』
という内容の講演を開催。第２部はシンポジウム『カジノ到来時代にパチンコ・パチスロ依存
問題に遊技業界は何をすべきか？』
として、
コーディネーターに藤田

宏 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総

合研究所 代表取締役社長）
、パネラーに西村 直之 氏
（ＲＳＮ 代表理事）
、木曽

崇氏
（株式会社国際カジノ研究所 所

長）
、力武 一郎 氏
（株式会社セントラルカンパニー 代表取
締役社長）
、吉村 泰彦 氏
（JCMシステムズ株式会社 代表
取締役社長）
を招いて勉強会を開催しました。
２０１７年１１月
１６日には日工組社会安全研究財団

主任研究員の石田

仁 氏を講師に招き、
『 パチンコ・パチスロ遊技障害全国調
査 調査報告』の講演をお願いしております。
そして２０１７年４月に
「依存問題対策プロジェクトチーム」
を立ち上げ、依存問題についてさらに深く取り組んでおり
ます。

Q

リカバリーサポート・ネットワークとは？
パチンコ・パチスロの遊技に関する依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に
設立された非営利の相談機関です。
●設
立：２００６年４月
●代表理事：西村 直之 氏

Q

パチンコ依存問題とは？
（ＲＳＮホームページより抜粋）
すべてのゲーム
（遊戯）
は、緊張感や興奮、そして快感など人が持つさまざまな感性を刺激
しするように作られています。多くの人たちは娯楽のレベルで留まりますが、必ずその力に振
り回され娯楽のレベルでは済まない段階に踏み込んでしまう人たちがいます。
パチンコは、身近で気軽な大衆娯楽として、多くの人たちに利用されています。ストレスの
多い社会の中で、身近な娯楽サービスは、大きな役割を果たしています。
しかし、残念なことに借金や失業などの経済問題、育児放棄や家庭内暴力などの虐待・暴力
問題、依存や抑うつ、自殺などの精神医学的問題、借金などを契機に引き起こされる犯罪など
がパチンコの周囲で起き社会問題となっています。
１千万人以上の利用者の中には、娯楽の
レベルでは済まない段階に踏み込んでしまう人たちが存在しながらも、相談介入窓口が無い
ために問題が深刻化し、痛ましい事件や事故につながっています。
アルコールや薬物依存の回復支援活動に比べ、パチンコ依存はその実態さえ正確に把握
されておらず、回復支援システムは皆無に近い状態にあります。個人の意志・責任とされがち
ではありますが、依存問題の回復支援サービスが、問題の解決や予防に有効である点におい
ては、
アルコール依存や薬物依存となんら変わることがありません。

リカバリーサポート・ネットワーク
ホール掲示用ポスター
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第2回
PCSAフレッシュマンズ懸賞
アイディア・エッセイ表彰式

審査委員長

募
表

集

時
彰

横山

和夫

様

期：２０１８年１１月１日～２０１９年2月28日
式：２０１９年５月１６日
（木）
午後２時２５分～午後３時
TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「プレミアム ボールルーム」

審 査 委 員 長：横山

和夫

氏

公認会計士・元東京理科大学教授

審 査 副 委 員 長：斎木

純一

氏

フジサンケイビジネスアイ 相談役

●最優秀賞

龍澤

史菜

様

（アメニティーズグループ）
株式会社パンドラ
『ぱちんこ店員なう！』
●優秀賞

南

皓介

様

株式会社ダイナム
『「誇り」
を築くために』
●優秀賞

湯田

最優秀賞

龍澤

史菜

様

莉菜

様

篤宜

様

株式会社ニラク
『パチンコ業界に入社したからこそ気づけた、大切にしたい事』
●優秀賞

石飛

株式会社ダイナム
『心のインフラとして』

一昨年まで実施していた
「学生懸賞アイディア・エッセイ」

に代わって、昨年よりＰＣＳＡ会員・賛助会員企業に入社３年目

までのフレッシュマンを対象に
「ＰＣＳＡフレッシュマンズ懸賞
アイディア・エッセイ」
を開催しております。

第２回目となった今回は、全部で１８作品の応募があり、審

査の結果上記４名の方が受賞されました。

学生懸賞アイディア・エッセイ時代を含めた授賞作品は
PCSAホームページにて閲覧することができます。
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PCSAの歩み
2002年

1月

佐藤 洋治氏のメッセージが全国の経営者に発信された。
『若手経
営者からの「株式会社ダイナムも佐藤 洋治会長も、チェーンスト
ア経営手法の勉強会を中心とする新しい会に協力せよ!」
との要請
に協力、参加することにしました。少数の企業でいいから真剣に取
り組もうという仲間企業が結集出来たら業界にとってもプラスにな
る素晴らしいことではないでしょうか』

3月 『パチンコチェーンストア振興会』発起人の会主催「国民大衆産業
化」
と題しての発足記念トップセミナーが3月11日福岡会場を皮切り
に、大阪、名古屋、東京、札幌の順で開催
司会 株式会社ニラク 谷口 晶貴 氏
講演 株式会社ダイナム 佐藤 洋治 会長
【ダイナムは如何にして100店舗突破を果たしてきたか】
有限会社シムインターナショナル 宮本 正暉 代表
【パチンコ店のチェーンストアづくりとは何か】
振興会の趣旨：
①会員相互が啓発し合い、チェーンストア経営技術を習得し、株式
公開の出来るよう急速に会社を企業化に向けて整備し、成長してい
くこと。
②国民に安心して遊べる大衆娯楽産業として、社会に必要な産業で
あると認知して頂けるよう必要な方策（遊技産業新法の立法化促進
を含む）を施していく
3月25日 『パチンコチェーンストア振興会』設立総会（ホテルニューオ-タニ）
・
会員企業22社（売上合計約2兆円・店舗数531店舗）第1期 代表
幹事谷口 晶貴氏（株式会社ニラク）副代表幹事松田 泰秀氏（夢
コーポレーション株式会社）
・副代表幹事金海 基泰氏（株式会社
ユーコー）が就任
「総会記念講演」 ぺガサスクラブ主宰 渥美 俊一 氏
5月18日 『第1回PCSA総会』がダイナム天麗301（伊豆高原保養所）にて開催
参加会員20社60名・正会員7社の入会承認・初めて賛助会員14社の
入会を承認
8月25日

11月 『パチンコチェーンストア振興会』から『有限責任中間法人パチン
コ・チェーンストア協会』へ改組・
【PCSAからのコメント】発表
2003年
1月16日 『有限責任中間法人パチンコ・チェーンストア協会』
として正式に許
可登録
2月25日 『第1期第3回臨時社員総会』にて
【不正遊技機蔓延に関するPCSAの
決議】採用・発表
5月15日 『第2期定時社員総会』開催（ホテルラングウッド）
第2期代表理事に谷口 晶貴氏が就任・
「回胴式遊技機に関する一
連の問題について」
と題して
【PCSA声明】発信
8月22日 『第2期第1回臨時社員総会』にて、従来の分科会を発展的に解消し、
新にワーキンググループとして研究部会の設置を承認。研究部会は
PCSA理事会の諮問機関としての役割を持つ。
不正機対策研究部会・コスト問題研究部会・法律問題研究部会・人
事問題研究部会の4部会

法律問題研究部会・ダイナム法務部著・商業界編≪パチンコホール
法律ハンドブック≫発刊
パチンコホール営業に係るトータル且つベーシックは法律問題の
収録・パチンコホールの営業開始から営業終了後までの関係法令
と規則をひとつにまとめた「パチンコホール業界のバイブル」

5月21日 『第3期定時社員総会』開催（赤坂プリンスホテル）
第3期代表理事に山田 孝志氏（株式会社TRY&TRUST）が就任
『第9回PCSA経営勉強会』にて、日本リテイリングセンターチーフコンサ
ルタント渥美 俊一氏が「ビッグストアーづくりの為に何が必要か」講演

16回に亘りフジサンケイグループ・
「ビジネスアイ紙」に、≪パチン
コ・パチスロホール経営の未来を探る≫のテーマで連載記事を掲
載。テーマは、
「業界健全化へ新法も視野に」、
「ビジョン共有で業
界改革」、
「経営効率を上げるチェーンストア化」、
「労働環境整備し
新卒定期採用を」など等、会員が経済ジャーナリストと熱く語ったシ
リーズ

8月20日 『第3期第1回臨時社員総会』にて、
「会員交流委員会」発足を承認。
初代委員長に賛助会員株式会社インフォピーの笠井 英史氏が就
任、副委員長に株式会社大商の国澤 良幸氏が就任した
8月20日

≪パチンコホール法律ハンドブック・改定版≫を商業界編で発刊。3
月に初版を発刊したところ、パチンコホール企業のみならず遊技業
関連企業、さらには行政機関、公認会計士や法曹界、内外の金融関
係者よりの購入依頼が相次ぎ、初版はすべて売り切れ、7月1日遊技
機の認定・検定に関する規則その他関連法令が大幅に改正された
ことで、改訂版を発刊

9月8日 『第1回法律セミナー開催』
（東京国際フォーラム）
第1部 「パチンコホール法律ハンドブック・改訂版」解説
第2部 「ホール営業に関するアンケート」解説・質疑応答
11月24日

新潟県中越地震被災地へ義援金100万円を供出
小冊子≪あなたと一緒に新しい未来を創りたい・PCSAチャレンジ
ブック2005》発刊

11月26日 〔パチンコ文化の創造を目指してーPCSA4研究部会の報告〕を株式
会社商業界にて編集
（2003年8月からの4研究部会の活動、研究記録）発刊
2005年
2月26日

回胴式遊技機
（パチスロ）
に関する自主規制とパチンコ営業に関連す
る広告・宣伝についてPCSAの立場から
【PCSA声明文】
を作成し、発信

9月30日 「ミリオンゴッド」の撤去を含む実効ある行動に最大限協力で、
PCSA・アルゼ株式会社・株式会社ミズホの【三者共同声明】発表

2004年
3月12日

7月7日
より11月10日

法律問題研究部会作成「PCSA遊技約款」発表
会員交流委員会主催『第1回会員フォーラム』開催（天麗伊豆高原研
修所）
講師：佐藤 洋治 氏 株式会社ダイナム会長
講演テーマ：「生きることの意味」

5月20日 『第4期定時社員総会』開催（鈴乃屋ホール）
第4期代表理事に山田 孝志氏（株式会社TRY&TRUST）が再任さ
れ、就任
6月8日 『第2回法律セミナー』開催（笹川記念会館）
「PCSA遊技約款」の解説
『第2回会員フォーラム』
「チェーンストア理論に学ぶ」
・パネルディス
カッション「チェーンストア経営に於けるベンダーの役割」
7月11日 「企業倫理研究部会」主催・
『企業倫理トップセミナー』
（銀座サンミ
高松）
「パチンコホール企業に於ける企業倫理とコンプライアンス」開催・
講師：国広正弁護士
7月14日

フジサンケイグループ・ビジネスアイ連載記事「パチンコ・チェーン
ストア協会・トークセッション・ミッション」を7回掲載

10月14日

人事問題研究部会主催『第1回PCSAアメリカ視察セミナー』実施・
ネバダ州ラスベガス参加者11社39名（4泊6日）

11月13日 「第1回PCSAチャンピオンカップ」
（森林公園ゴルフコース）
優勝者：平林 伸一 氏（株式会社イクサム）
11月14日 『第4期第2回臨時社員総会』
（名古屋開催）にて「認定・検定切れ遊
技機」及び「みなし遊技機」の撤去問題に関して
【PCSA声明】
を決議
し発信
懇親会では、元ソビエト連邦大統領ミハエル ゴルバチョフ氏を同
席し、懇親を深める
翌朝ゴルバチョフ氏とPCSA幹部の懇談会開催
PCSA法律問題研究部会・株式会社商業界編集・株式会社ダイナム
法務部著作「パチンコホール法律ハンドブック
（応用編）」発刊
12月5日

監修・PCSA法律問題研究部会、著作・株式会社ダイナム法務部・発
行 株式会社商業界にて「パチンコホール法律ハンドブック
（基礎
編補訂版）」を発刊、≪全国書店店頭販売≫（業界初の快挙）
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牛島憲明氏PCSA経営アドバイザー就任
『第20回PCSA経営勉強会』開催
「超顧客満足経営・ロイヤルカスタマー創造」
講師：松村 清 氏
「パチンコチェーンストアのサバイバル戦略」
講師：結城 義晴 氏

2006年
3月28日 「パチンコ・パチスロ産業21世紀会」へオブザーバーとして初めて
出席（PCSA以外に同友会・余暇進もオブザーバー出席）討議議事は
「有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構」の設立、運営、経費
負担に関する件
5月25日 『第5期定時社員総会』開催（キャピトル東急ホテル）
第5期代表理事に谷口 晶貴氏（株式会社ニラク）が就任。
人事問題研究部会主催の「第1回PCSA学生懸賞論文」表彰式を
開催
最優秀賞は帯瀬 陽圭さん（ものつくり大学）
8月8日 「有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構」設立
8月24日 『第6期第1回臨時社員総会』開催（笹川記念会館）
遊技産業健全化推進機構設立に伴う
【PCSA声明文】発表
『第18回PCSA公開（第1回）経営勉強会』開催（笹川記念会館・国際
会議場）
タイトル「パチンコホール企業の目前に迫るハードクラッシュを如
何に生き残れるか」
第1部 基調講演「経営効率指標から見る、勝ち組ホールの経営～
経営者は今こそ現場に戻れ」
講師：宮本 正暉 氏（リソースパーソン）
第2部 「労使関係の信頼が経営安定の第一歩」
講師：二宮 誠 氏（UIゼンセン同盟 副書記長）
第3部 基調講演「付け焼刃的対応を捨て、5年、10年先への企業
体制の構築」
講師：藤田 宏 氏
（㈱エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
第4部 パネルディスカッション「危機打開のための取組」
コーディネーター：
藤田 宏 氏
（㈱エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
パネラー：
渡辺 圭市 氏
（㈱平和 執行役員 開発生産マーケティング室室長）
山崎 智民 氏
（サミー㈱ PS研究開発本部副本部長）
合田 康広 副代表理事
（㈱合田観光商事 常務取締役）
加藤 英則 理事
（ダイエー観光㈱ 代表取締役社長）
平林 伸一 理事
（㈱イクサム 代表取締役社長）
アドバイザー ：
笠井 英治 氏
（会員交流委員会委員長、㈱インフォピー 代表取締役社長）
11月7日 「第2回アメリカ視察セミナー」開催
視察先：ネバダ州ラスベガス

参加者5社18名（4泊6日）、

11月16日 『第6期第2回臨時社員総会』開催（スクワール麹町）
「新入会員紹介に関する会員の功績・表彰」実施
対象者：山田 孝志 氏・宮村 伸輔 氏
「第19回PCSA公開（第2回）経営勉強会・第3回法律セミナー」開催
「営業許可取消の危機ー2007年度に向けてパチンコ業界は今」
講師：三堀 清弁護士
11月18日

12月4日

第2回PCSAチャンピオンカップ（オークビレッジゴルフコース）
優勝者：石山 一広 氏（三本コーヒー株式会社）

7月20日 『札幌拡大理事会』
・
『第4回法律セミナー・遊技場出店妨害事件』
開催
講師：弁護士 藤野 義昭 氏
「ストアコンパリゾン in 札幌」を21日・22日札幌に於ける
「低貸玉営
業1円パチンコ」ホールへのストアコンパリゾン実施
「第3回PCSAチャンピオンカップ」開催（ニドムクラシックコース）
優勝者：福井 章 氏（株式会社ボネール）
8月10日 『金融機関・行政への情報発信のための現況アンケート』開始
（5号機占有率）
（パチンコ稼動前年同月比）
（スロット稼動前年同月
比）
（低貸玉営業状況アンケート1円パチンコ・2円パチンコ・5円ス
ロット・10円スロット）
8月23日 『第6期第1回臨時社員総会』開催（ホテルオークラ東京ベイ）
『第22回PCSA公開（第3回）経営勉強会』開催
第一部 「1円パチンコへの挑戦する意味・明日につながる業態類型
（フォーマット）作り」
講師：宮本 正暉 リソースパーソン
第二部 パネルディスカッション「PCSA会員が目指す時間消費型
低貸玉パチンコ経営・成功の実例のポイントとは」
コーディネーター：
宮本 正暉 リソースパーソン
パネラー：
佐藤 公平 代表理事
（㈱ダイナム 代表取締役社長）
合田 康広 副代表理事
（㈱合田観光商事 常務取締役）
平林 伸一 理事
（㈱イクサム 代表取締役社長）
福井
章 理事
（㈱ボネール 代表取締役）
9月21日 『拡大理事会 in 江原ランドホテル（韓国）』開催・カジノ視察（参加者
17名）
22日

ソウル・ミレニアムヒルトンホテル・カジノ視察

23日

マカオ・ベネチアンマカオリゾートホテル・カジノ視察

24日

マカオ・ウインホテル・カジノ視察

11月5日 「第3回PCSAアメリカ視察セミナー」開催
～10日 視察先：ネバダ州ラスベガス

参加者12社・26名

パチンコ・パチスロ産業21世紀会会員加入

12月5日 「パチンコホール法律ハンドブック基礎編（新版）」
監修：PCSA法律問題研究部会
著作：株式会社ダイナム法務部
発行：株式会社商業界≪全国書店店頭販売≫
2007年
1月25日 「法律問題研究部会・新春勉強会」開催（東京會舘）
第1部 「最近の事例についてー平成18年12月20日警察庁通達・
4号機継続設置メダル補給装置」
第2部 「手軽に安く遊べるパチンコ・パチスロ遊技機の拡充につ
いて」
第3部 「遊技産業健全化推進機構について」
2月20日 『第5期第3回臨時社員総会』開催（笹川記念会館・飛龍の間）
遊技産業健全化推進機構への団体会費支払い・誓約書提出
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5月24日 『第6期定時社員総会』開催（笹川記念会館）
第6期代表理事に佐藤 公平氏（株式会社ダイナム）が就任。副代
表理事谷口晶貴氏就任
「第2回PCSA学生懸賞論文」表彰式・最優秀賞は井上 春香さん（関
西学院大学）
『第21回PCSA経営勉強会』開催
第一部 「研究部会・委員会活動」報告
第二部 「パチンコ業界をめぐる諸問題」
講師：山田 紘祥 氏
「PCSA研究部会活動の記録第1巻・第2巻」発刊

11月13日 「関西・北陸・四国地区会員拡大懇談会」開催・チサンホテル心斎橋
開催幹事：国澤 良幸会員交流委員会副委員長
第一部 「ダイナムの低貸玉営業について」佐藤 公平代表理事
第二部 「パチンコ賞品の店外交換への思考」福井 章理事
第三部 「懇親会」中華飯店 大成閣
11月16日 「低貸玉営業・業態改革成果発表」開催 銀座アネックスビル
参加者：銀行関係者
17行・46名
リース企業関係者 27社・61名
他金融関係者
6社・8名
一般紙報道関係者 4社・9名
合計227名
第一部 「業態改革成果発表」宮本 正暉 氏
第二部 「会員成果発表」
株式会社ダイナム・株式会社ニラク・
株式会社TRY&TRUST・株式会社イクサム

Pachinko Chain Store Association

11月29日 『第6期第2回臨時社員総会』笹川記念会館 第1・第2会議室
有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構への経費負担（一台
100円）を承認する
『第23回PCSA限定公開経営勉強会』開催
第一部 「パチンコチェーンストアのEDLP」
講師：結城 義晴 氏
≪低貸玉営業と他業界シマムラ・サイゼリアの経営共通
点と学ぶもの≫
第二部 「低貸玉営業の成果及び今後の展望」
講師：宮本 正暉 氏
≪真の大衆娯楽への新たな挑戦≫
12月14日 「第5回PCSA会員フォーラム」開催 PCSA会議室 24社・48名出席
≪業界について・ニラクの考え方≫
ゲストスピーカー 谷口 晶貴 氏（株式会社ニラク代表取締役）
2008年
1月11日 「緊急会員経営者会議」開催 PCSA会議室
≪会員企業よりのデフォルト防止の為の情報交換≫
1月28日 『パチンコ・パチスロ産業合同新年祝賀会』開催

第一ホテル東京

1月31日 『PCSA新春賀詞交歓会』開催 都市センターホテル
出席者：
正会員49名、賛助会員52名、政治分野アドバイザー41名（内、代理
10名）、その他アドバイザー・報道関係者19名、合計161名
2月8日 『福岡拡大理事会』開催 八百治博多ホテル』
9日～10日 『ストアコンパリゾン in 福岡地区・博多地区・ユーコーリプロ見学』
2月21日 『第6期第3回臨時社員総会』開催 笹川記念会館
PCSA経営相談室設立承認（室長に牛島 憲明氏就任）
『第24回PCSA経営勉強会』開催
第一部 「PCSA会員の低貸玉営業の実情と状況報告」
株式会社ダイナム・株式会社ニラク・
株式会社TRY&TRUST
第二部 「PCSA経営相談室について」
牛島 憲明室長
4月23日 『第一回法律・人事合同セミナー』開催 ベルサール神保町
出席者 116名
≪改正パートタイム労働法≫
講師：第一芙蓉法律事務所弁護士 木下 潮音 氏
4月30日 『機構経費拠出』に関し、PCSAを通じて拠出する19社全社より徴収
完了（25,433,200円・社員会社会費120万円含む）
5月15日

機構への『機構経費』振込み完了

5月28日 『第7期定時社員総会』開催 笹川記念会館 国際会議場
出席者84名
第7期代表理事 佐藤 公平氏（株式会社ダイナム）が就任
功労会員表彰 ： 谷口 晶貴氏（株式会社ニラク）
・山田 孝志氏
（株式会社TRY&TRUST）
・国澤 良幸氏（株式会社大商）の3氏を
表彰
『第3回PCSA学生懸賞論文表彰式』
最優秀賞は野沢 和人さん（高崎経済大学）
『第25回PCSA公開経営勉強会』開催 笹川記念会館 国際会議場
出席者 992名
第1部 ≪危険水域から驚異的成果に至るダイナム大変化の中身≫
佐藤 洋治PCSAチェーンストア経営アドバイザー
第2部 ≪パチンコホール5つの転換策≫
結城 義晴PCSA経営アドバイザー
第3部 ≪儲かる1円パチンコ営業のノウハウ≫
宮本 正暉PCSAリソースパースン
第4部 ≪ホール業界の現状と未来への思考≫
牛島 憲明PCSA経営アドバイザー
8月28日 『第7期第1回臨時社員総会』開催
ホテルオークラ東京ベイ
「クラウンボールルーム」
中間法人法廃止に伴う、条件付定款変更承認・PCSA DATA BASE
作成報告
「第1回PCSA MEDIA AWARD 2008」遊技産業協会編集長 鳥津
幸広氏受賞『第26回PCSA経営勉強会』開催
出席者 180名
第1部 ≪1円パチンコ営業の現状と展望―新業態類型への挑戦≫
宮本正暉リソースパーソン
第2部 ≪パチンコ営業の新業態とチェーンストア≫

第3部

結城義晴アドバイザー
≪赤字店から優良店へ、現場の思い≫
パネルディスカッション
コーディネーター：
宮本 正暉 氏
パネラー：
会員の店長･店舗スタッフ･本部社員
（夢コーポレーション株式会社・株式会社TRY&TRUST・
株式会社アメニティーズ）

11月21日 『第7期第2回臨時社員総会』開催 メルパルク名古屋（平安の間）
出席者84名
定款変更―理事会設置に関する変更
『第27回PCSA公開経営勉強会』開催 メルパルク名古屋 瑞雲の間
出席者 404名
第1部 「DK-SIS白書2007に基づく現状、その実態」
ダイコク電機株式会社 DK-SISグループ長
飯田 康晴 氏
第2部 「1円パチンコ営業2年間の総括」-新業態は確立できたか宮本 正暉リソースパーソン
（有限会社シムインターナショナル代表取締役・PCSAリ
ソースパーソン）
第3部 「PCSAパネルディスカッション」
『パチンコ産業の現状・将来･夢 ―社会に役立つ産業･
業界への大転換』
コーディネーター：
佐藤 洋治 氏
（株式会社ダイナムホールディングス 代表執行役社長・
PCSAチェーンストア経営アドバイザー）
パネラー：
岩屋
毅 先生
（自民党衆議院議員・PCSA政治分野アドバイザー）
牧
義夫 先生
（民主党衆議院議員・PCSA政治分野アドバイザー）
三堀
清 先生
（三堀法律事務所弁護士・PCSA法律分野アドバイザー）
和田
裕 氏
（株式会社日本イノベーション 代表取締役社長）
牛島 憲明 氏
（牛島憲明事務所代表・PCSA経営アドバイザー）
宮本 正暉 氏
（有限会社シムインターナショナル代表取締役・
PCSAリソースパーソン）
11月24日

第4回PCSAチャンピオンカップ（森林公園ゴルフ場）
優勝者：川辺 悦史 氏（株式会社セルノ）

2009年
1月19日 「PCSA声明」
≪―高射幸性遊技機マックスタイプの製造、
販売、
設置の自粛声明≫
1月29日 「PCSA新年賀詞交歓会」開催 八重洲富士屋ホテル「櫻･東の間」
出席政治分野アドバイザー37名、会員･賛助会員出席89名
1月30日 「パチンコ･パチスロ産業賀詞交歓会」開催

第一ホテル東京

2月27日 『第7期第3回臨時社員総会』開催 笹川記念会館
「平成21年度遊技産業健全化推進機構費用負担」承認「PCSA DATA
BASE」発表
『第28回PCSA経営勉強会』開催 笹川記念会館 出席者 155名
第1部 「ダイナムの大改革から
『信頼の森』への挑戦」
佐藤 洋治 氏
（株式会社ダイナムホールディングス 代表執行役社長）
第2部 ≪PCSAトークセッション・日本最激戦地で勝ち残る食品ス
パー「たいらや」の再建プロセスを語る≫
村上  篤三郎 氏（株式会社たいらや 代表取締役社長）
結城   義晴 氏（株式会社商人舎 代表取締役社長）
2月28日 『PCSAストアコンパリゾン in 高崎・選ばれる店への転換と業態累計
の確認』開催 参加者 36名
5月28日 『第8期定時社員総会』開催 笹川記念会館 国際会議場
出席者 80名
代表理事に谷口 晶貴氏（株式会社ニラク）が就任
功労会員表彰：森
治彦 氏（株式会社ダイナム）
宮村 伸輔 氏（日本金銭機械株式会社）
第4回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰
最優秀賞は冨澤 岳人さん
（都留文科大学 文学部 社会学科4年）
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来賓挨拶：警察庁生活安全局保安課

小堀

龍一郎課長補佐

『第29回PCSA公開経営勉強会』開催 笹川記念会館国際会議場
来場者 437名
第1部 『第1回PCSA危機管理シリーズ』
『新型インフルエンザから
顧客･社員･家族を守る』
株式会社NTCドリームマックス
代表取締役会長 中村 功 氏
第2部 ≪PCSAパネルディスカッション Part Ⅰ≫
『パチンコ産業の現状・課題・将来』―日本経済を活性化す
る産業・大衆娯楽への大転換―
コーディネーター：
森 治彦 氏
（株式会社ダイナム 取締役兼法務部部長）
パネラー  ：
古賀 一成 先生
（民主党衆議院議員・PCSA政治分野アドバイザー）
秋元
司 先生
（自民党参議院議員・PCSA政治分野アドバイザー）
三堀
清 先生
（三堀法律事務所弁護士・PCSA法律分野アドバイザー）
和田
裕 氏
（株式会社日本イノベーション 代表取締役社長）
牛島 憲明 氏
（牛島憲明事務所代表・PCSA経営アドバイザー）
第3部 ≪PCSAパネルディスカッション Part Ⅱ≫
『今後の遊技機開発の方向性』
コーディネーター：
笠井 英史 氏
（株式会社インフォピー 会長）
パネラー：
高橋 和起 氏
（株式会社オーイズミ 特機事業本部PS技術開発課課長）
堀口 知伸 氏
（京楽産業.株式会社 執行役員）
山崎 智民 氏
（サミー株式会社 執行役員本部長）
纐纈
聡 氏
（株式会社SANKYO 執行役員 商品本部長兼商品部長）
盧
昇 氏
（株式会社三洋物産 取締役開発本部長）
松井 秀二 氏
（株式会社ニューギン 取締役研究開発本部長）
井山 博義 氏
（株式会社平和 開発推進室 執行役員）
8月21日 『第8期第1回臨時社員総会』開催 八重洲富士屋ホテル「桜の間」
出席者 66名
≪PCSA MEDIA AWARD 2009≫授与・受賞式
授賞者：有限会社遊技ジャーナル社 編集長 久保田 光博 氏
『第30回PCSA経営勉強会』開催 八重洲富士屋ホテル「桜の間」
来場者114名
第1部 ≪PCSA危機管理シリーズ Ⅱ≫
『緊急地震速報を利用して地域・顧客・社員・家族を守る』
講師：酒谷 高志 氏
株式会社ウィルネット 代表取締役
第2部 ≪基調講演≫
『今こそチャンス、新卒採用があなたの会社を成長させる』
講師 ： 二瓶 正之 氏 人間力経営総合研究所 所長
第3部 ≪PCSAパネルディスカッション≫
『新卒採用の成功と離職率を下げるノウハウ』
コーディネーター：
末次 秀行 氏
（PCSA人事問題研究部会リーダー・
株式会社ニラク人資部統括マネジャー）
パネラー：
興嶋 一雄 氏
（株式会社トラスティパワー 代表取締役）
上林 浩和 氏
（夢コーポレーション株式会社
経営管理室人事担当グループマネジャー）
山村 高士 氏
（株式会社アメニティーズ 執行役員総務人事部長）
細見 昇市 氏
（株式会社キイストン 代表取締役・
株式会社サンキュー関係者）
11月20日 『第8期第2回臨時社員総会』
開催 笹川記念会館
「第一・第二会議室」
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出席者 67名
『第31回PCSA経営勉強会』開催 笹川記念会館「第一・第二会議室」
来場者160名
第1部 PCSAパネルディスカッション
『PCSA会員の競争期を迎えた低貸玉営業の実態報告』
≪いかにして低貸玉営業で利益を上げたか・・・≫
－実績を上げた現場の苦労と実務事例研究－
コーディネーター：  
宮本 正暉 氏 PCSAリソースパーソン
パネラー：
川添
勇 氏
（夢コーポレーション株式会社 エリアマネジャー）
足立 真実 氏
（株式会社TRY&TRUST エリアマネジャー）
小林 教秀 氏
（株式会社合田観光商事 ストアマネジャー）
木下 星壽 氏
（株式会社キョウサン 営業部長）
荒籾 伸一 氏
（株式会社ボネール アミューズメント事業部課長）
第2部 『基調講演』
≪低貸玉営業及びホール経営の現状と展望（2009年）≫
ー売上稼動主義から収益主義へー
講師：宮本 正暉 氏 PCSAリソースパーソン
2010年
1月26日 「PCSA新年賀詞交歓会」開催 全国町村会館「ホール」
出席政治分野アドバイザー34名、会員･賛助会員出席84名
1月27日 「パチンコ･パチスロ産業賀詞交歓会」開催

第一ホテル東京

2月26日 『第8期第3回臨時社員総会』開催 笹川記念会館 国際会議場
出席者 71名
『第32回PCSA公開経営勉強会』 出席者 635名
第1部 ≪信頼の森と業界改革≫
講師：佐藤 洋治 氏
PCSAチェーンストア経営分野アドバイザー・
株式会社ダイナムホールディングス代表執行役社長
第2部 ≪PCSAパネルディスカッション≫
『新政権下に於ける遊技産業の改革と将来』
コーディネーター：
森
治彦 氏
（PCSA法律問題研究部会リーダー・株式会社ダイナム取
締役）
牛島 憲明 氏
（PCSA経営分野アドバイザー・牛島 憲明事務所 代表）
パネラー：
柳澤 光美 先生
（PCSA政治分野アドバイサー・民主党参議院議員）
秋元
司 先生
（PCSA政治分野アドバイサー・自民党参議院議員）
川上 隆朗 氏
（元インドネシア大使）
結城 義晴 氏
（PCSA経営分野アドバイザー・
株式会社商人舎 代表取締役社長）
三堀
清 氏
（PCSA法律分野アドバイザー・三堀法律事務所 弁護士）
5月28日 『第9期定時社員総会』開催 笹川記念会館 「第一・第二会議室」
出席者 82名
代表理事に加藤 英則氏（夢コーポレーション株式会社）が就任
功労会員表彰：佐藤 公平 氏（株式会社ダイナム）
川辺 悦史 氏（株式会社セルノ）
来賓挨拶：警察庁生活安全局保安課 近藤 裕行課長補佐
『第33回PCSA経営勉強会』
開催 笹川記念会館 「第一・第二会議室」
来場者 147名
第1部 ≪第5回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式≫
第2部 ≪PCSA消費税見直し研究会≫
「パチンコホールと消費税（今後の消費税法改正に備え
て）」
講師：和氣 光 氏
PCSA消費税見直し研究会顧問・
和氣光税理士事務所所長
第3部 ≪PCSA地球環境問題シリーズ・PART 1≫
【PART 1】
「業務部門CO2削減最前線」
講師：環境省地球温暖化対策課 調整官
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立川 裕隆 氏
【PART 2】
「2008年省エネメリット2600万円の実例」
講師：株式会社アメニティーズ・営業支援部部長
袴田 泰規 氏
8月21日 『第9期第1回臨時社員総会』開催
銀座フェニックスプラザ「フェニックスホール」 出席者
「PCSA MEDIA AWARD 2010」
授賞者：遊技産業協会編集長 鳥津 幸広 氏
『第34回PCSA経営勉強会』開催
銀座フェニックスプラザ「フェニックスホール」 出席者
第1部 『パチンコ依存問題 電話相談の現場から』
講師：西村 直之 氏    
特定非営利活動法人リカバリーサポート・
ネットワーク
（RSN） 代表
第2部 『不況は商人を鍛える』
講師：結城 義晴 氏    
株式会社 商人舎 代表取締役社長

63名

116名

11月19日 『第9期第2回臨時社員総会』開催 THE GRAND HALL 品川
出席者 67名
『第35回PCSA公開経営勉強会』開催 THE GRAND HALL 品川
出席者 244名
第1部 講演 『特定複合観光施設区域整備法案』について
講師：自由民主党 衆議院議員 岩屋 毅 先生     
国際観光産業振興議員連盟会長代行
第2部 『民主党娯楽産業健全育成研究会・新遊技法案 概要説明』
講師：民主党衆議院 古賀 一成 先生
政策秘書 佐武 俊彦 氏
          
民主党衆議院 牧 義夫 先生
政策秘書 藤鷹 嗣士 氏
第3部 ≪PCSAパネルディスカッション≫
テーマ『パチンコ業界と社会の調和』
コーディネーター：
佐藤 洋治 氏
PCSAチェーンストア経営分野アドバイザー
パネラー：
古賀 一成 先生
民主党衆議院議員、国際観光産業振興議員連盟会長、
娯楽産業健全育成研究会会長
秋元
司 氏 前参議院議員
加藤 英則 氏 PCSA代表理事
三木
彬 氏 PCSAコスト問題研究部会サブリーダー
牛島 憲明 氏 PCSA経営アドアイザー
2011年
1月25日 「パチンコ･パチスロ産業賀詞交歓会」開催

第一ホテル東京

1月26日 「PCSA新年賀詞交歓会」開催 ホテルルポール麹町「ルビー」
政治分野アドバイザー出席27名、会員･賛助会員出席80名、来賓その
他44名
民主党娯楽産業健全育成研究会が遊技業に関する法律案を遊技業
界内外に提示したことに関連し
「PCSA声明」を発信
2月17日

3月11日

第9期 第3回臨時社員総会開催 THE GRAND HALL 品川
出席者 64名
『第36回PCSA公開経営勉強会』開催 THE GRAND HALL 品川
出席者 242名
第1部 基調講演『いよいよ始まった!? 賭博及び関連業界の再編』
講師：木曽
崇 氏
株式会社国際カジノ研究所 所長
第2部 PCSAパネルディスカッション
テーマ『カジノ法案に伴う業界への影響と将来』
コーディネーター：
藤田
宏 氏
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所
代表取締役社長
パネラー：
葉梨 康弘 氏 自由民主党 前衆議院議員
三堀
清 氏 三堀法律事務所 弁護士
青山 博美 氏 フジサンケイ ビジネスアイ
東京本社 編集局経済本部
木曽
崇 氏 株式会社国際カジノ研究所 所長
14時46分

東日本大震災発生

5月27日 『第10期定時社員総会』開催

出席者 91名
代表理事に加藤 英則氏（夢コーポレーション株式会社）が就任
功労会員表彰：荒籾 伸一 氏（株式会社ボネール）
鈴木 睦雄 氏（株式会社ニラク）
石山 一広 氏（三本コーヒー株式会社）
来賓挨拶：警察庁生活安全局保安課 玉川 達也課長補佐
『第37回PCSA経営勉強会』開催 ホテルJALシティ田町 「鳳凰」
来場者123名
第1部 ≪第6回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式≫
第2部 東日本大震災現地報告
『東日本大震災 現地取材を通して今、思うこと』
講師：友道 学 氏 ほくとう通信社代表

ホテルJALシティ田町 「鳳凰」

6月13日

PCSA東日本大震災チャリティゴルフ開催
立野クラッシックゴルフ倶楽部（千葉県市原市）
義援金、チャリティオークションを含め120万円を日本赤十字社に届
けた

8月19日 『第10期 第1回臨時社員総会』
THE GRAND HALL 品川 出席者 67名
賛助会員 株式会社サンコー 入会
『第38回PCSA公開経営勉強会』 出席者 162名
第1部 『大震災に被災した地域とパチンコホールの共存』
講師：森 治彦 氏
株式会社ダイナム 取締役兼法務部部長
第2部 『大震災で小売業が果たした役割』
講師：結城 義晴 氏
株式会社商人舎 代表取締役社長
第3部 PCSAパネルディスカッション
テーマ
『東日本大震災で問われた遊技業界の存在理由業界はどこ
に向かうべきか』
コーディネーター：
加藤 英則代表理事
夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
パネラー：
葉梨 康弘 氏
自由民主党 前衆議院議員
和田
裕 氏
株式会社日本イノベーション 代表取締役社長
内堀 良雄 氏
UIゼンセン同盟
常任中央執行委員
牛島 憲明 氏
牛島憲明事務所 代表
第4部 『パチンコ礼賛論』
講師：武田 邦彦 先生
中部大学 総合工学研究所 教授
11月17日 『第10期 第2回臨時社員総会』
銀座フェニックスプラザにて 出席者 75名
『第39回PCSA経営勉強会』 出席者 114名
第1部 『PCSAのみなさんに今お話ししたいこと』
講師：POKKA 吉田 氏
第2部 PCSAパネルディスカッション
テーマ『広告宣伝に関する6.22通知は業界に何をもたらす
のか?』
コーディネーター：
笠井 英史 氏
株式会社アワーズ 代表取締役
パネラー：
松田
良 氏
株式会社ダイナム 営業政策部部長
荒籾 伸一 氏
株式会社ボネール アミューズメント事業部部長
峰元 勇作 氏
株式会社ヒカリシステム マーケティングサポートチームマネジャー
齊藤 周平 氏
株式会社ジョイナス 取締役営業部長
2012年
1月26日 「PCSA新年賀詞交歓会」開催 ホテルルポール麹町「マーブル」
政治分野アドバイザー出席38名、会員･賛助会員出席84名、来賓その
他7名、合計129名
1月27日 「パチンコ･パチスロ産業賀詞交歓会」開催
2月17日 『第10期

第一ホテル東京

第3回臨時社員総会』
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Pachinko Chain Store Association

THE GRAND HALL 品川 出席者 60名
賛助会員 株式会社サミーデザイン 入会
『第40回PCSA公開経営勉強会』 出席者 232名
THE GRANDHALL 品川にて
第1部 『法制面からみたパチンコ業界の課題』
副題「カジノ推進法案の工程とパチンコ業界への影響」
講師：葉梨 康弘 氏 自民党 前衆議院議員
第2部 『地域コミュニティの再生』
～カジノを含めたエンターテイメント施設の戦略とゲー
ムの効用～
講師：勝見 博光 氏
株式会社グローバルミックス 代表取締役
≪ビデオ上映≫ 『復興支援 3.11』
～地域に密着したパチンコホール企業の使命～
3月8日

日刊紙「フジサンケイビジネスアイ」に1面広告にて、
「がんばろう日
本」
として、哀悼の意を示すと共に、PCSAはじめ遊技産業界が支援
を続けていく旨のメッセージを掲載、発信した

5月28日

＜第11期 社員総会・PCSA経営勉強会＞
『第11期定時社員総会・設立10周年記念式典』
第一ホテル東京 プリマヴェーラ 出席者数 161名
代表理事に佐藤 公平氏（株式会社ダイナム）が就任
正会員 丸中建設株式会社 入会
功労会員表彰：加藤 英則 氏（夢コーポレーション株式会社）
笠井 英史 氏（株式会社アワーズ）
故 三木
彬 氏（株式会社ピービー）
来賓挨拶：警察庁生活安全局保安課 玉川 達也課長補佐
『第7回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
PCSA設立10周年記念講演
テーマ『＜基幹産業化＞の一翼を担え!』パチンコチェーンストアの
ための21世紀の考え方
講師：結城 義晴 氏 株式会社商人舎 代表取締役社長
『設立10周年記念祝賀会』 出席者 209名
設立10周年記念ビデオ上映、設立10周年記念ビデオ、記念誌を出
席者に贈呈

8月6日 （株）
ダイナムジャパンホールディングス 香港証券取引所

パチンコホールの香港証券取引所株式上場についてのセミナー
ホテルニューオータニ 鶴の間「東」
・
「西」 出席者 415名
≪ビデオ上映≫ 『IPO Activity Highlight』
                           株式会社ダイナムジャパンホールディングス
                              香港証券取引所上場IPO活動の紹介
第1部 基調講演『上場の経緯と総括』
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その他 ご登壇者（4名）
1.高橋 謙 氏
（東京青山・青木・狛法律事務所/ベーカー&マッケンジー
外国法事務弁護士事務所）
2.Mr.Eugene Liu
（RSM Nelson Wheeler）
3.Ms.Pamela Chung
（Computershare Hong Kong Investor Services Limited）
4.Mr.Christopher Francisco
（CITIC Securities International）
11月16日 『第11期 第2回臨時社員総会』
THE GRAND HALL 品川 出席者 64名
賛助会員 株式会社ビジョンサーチ社、株式会社 CUBE-HOUSE
入会
『第42回PCSA経営勉強会』 出席者 150名
第1部 『チェーンストアにおける株式上場の是と非』
講師：結城 義晴 氏 株式会社商人舎 代表取締役社長
第2部 『三店（3点）方式の適法性とそのための条件について』
講師：弁護士 三堀 清 氏 三堀法律事務所 所長
第3部 『株式公開は企業進化の重要ステップ』
講師：  諸江 幸祐 氏 株式会社YUMEキャピタル 代表

上場

8月19日 『第11期 第1回臨時社員総会』
THE GRAND HALL 品川 出席者 71名
賛助会員 株式会社田村設計、株式会社ミリオン、
ピットメディア・マーケティングス株式会社 入会
第5回 PCSA MEDIA AWARD 2012 表彰式
受彰者   株式会社遊技通信社 編集長  
小迫
勉 氏
特別賞   株式会社アド・サークル 常務取締役   
今泉 秀夫 氏
   
株式会社レジャー情報新聞社 代表取締役社長
鈴木
仁 氏
『第41回PCSA公開経営勉強会』 出席者 208名
   
第1部 「IPO Activity Highligh（香港上場IPO活動の紹介ビデオ）」
上映（約3分）
               
≪基調講演≫『香港証券取引所上場までの経緯』
講師：  佐藤 洋治 氏
        
株式会社ダイナムジャパンホールディングス 代表執行役社長
       
PCSAチェーンストア経営分野アドバイザー
第2部 ≪PCSAパネルディスカッション≫
            
『どうなる、パチンコ業界の未来?』
～どんな未来を描き、我々はどのような努力が必要か～
コーディネーター：
笠井 英史 氏 株式会社アワーズ 代表取締役
パネラー：
兼次 民喜 氏 株式会社オリンピア 代表取締役社長
堀口 知伸 氏 京楽産業.株式会社 執行役員
開発本部 開発情報戦略担当
加藤 英則 氏 夢コーポレーション株式会社
代表取締役社長
吉村 泰彦 氏 JCMシステムズ株式会社
代表取締役社長
齊藤 周平 氏 株式会社ジョイナス 常務取締役
8月27日

第2部

講師：佐藤 洋治 氏
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
代表執行役社長
PCSAチェーンストア経営分野アドバイザー
関係者スピーチ（6名）
1.Mr.Willis Ting
（Shenyin Wanguo Capital（H.K）Limited）
2.Mr.Stacy Wong
（Piper Jaffray ASIA Limited）
3.Mr.Ronny Chow
（Deacons）
4.Mr.Brian Spires
（BAKER& McKENZIE）
5.南方 美千雄 氏
（清和監査法人）
6.曾我 貴志 氏
（曾我法律事務所）

2013年
2月22日 『第11期 第3回臨時社員総会』
銀座フェニックスホール 出席者 63名
賛助会員 株式会社東和商事 入会
『第40回PCSA公開経営勉強会』 出席者 102名
第1部 『儲けてはいけないパチンコ店』   ～業界が変わるための
論点～
講師：近藤 博寿 氏
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所
副主任研究員
第2部 『頑張れ中小企業』     ～中小企業の市場創造戦略～
講師：黒瀬 直宏 氏
嘉悦大学経営経済学部教授・大学院ビジネス創造研究科長
           
経済博士・PTB有識者懇談会 委員
5月24日

  

＜第12期 社員総会・PCSA経営勉強会＞
『第12期定時社員総会』
銀座フェニックスホール 出席者数 77名
代表理事に金本 朝樹氏（株式会社アメニティーズ）が就任
正会員 株式会社ジャンボ 入会
功労会員表彰：上林 浩和 氏（夢コーポレーション株式会社）
塚本 弥須久 氏（株式会社昭和堂）
『第8回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
『第44回PCSA経営勉強会』 出席者 101名
＜研究部会・委員会 第11期活動報告・第12期活動計画＞
人事問題研究部会 上林 浩和 リーダー
法律問題研究部会 森
治彦 リーダー
コスト問題研究部会 荒籾 伸一 リーダー
不正対策研究部会 鈴木 睦雄 リーダー
新遊技法研究会
森
治彦 副委員長
消費税見直し研究会 守重 孝幸 委員
ECO遊技機検討委員会 三上 圭一 委員長

8月21日 【第1回臨時社員総会】
（アルカディア市ケ谷） 出席者 60名
正会員 株式会社晋陽 入会
『第45回PCSA・PTB共催公開経営勉強会』 出席者 148名
第1部 パネルディスカッション

Pachinko Chain Store Association

「パチンコホール企業のIPO実現に必要とされること」
コーディネーター：
末川
修 氏 （公認会計士）
東京さくら監査法人代表・PTB評価委員会委員
パネラー：
末川
修 氏（公認会計士）
東京さくら監査法人代表・PTB評価委員会委員
永沢
徹 氏（弁護士）
永沢総合法律事務所・PTB評価委員会委員
山中 健児 氏（弁護士）
石嵜・山中総合法律事務所・PTB評価委員会委員
曾我 貴志 氏（弁護士）
曾我法律事務所（香港上場に携わった法律事務所）
小川
明 氏（公認会計士）
新橋監査法人・PTB調査員
森
治彦 氏（株式会社ダイナム 常務取締役）
第2部 講演「PTBパチンコホール会計基準」
講師：田宮 治雄 氏（東京国際大学商学部教授）
公認会計士・PTB評価委員会委員
11月22日 【第2回臨時社員総会】
（全国町村会館） 出席者 56名
『第46回PCSA経営勉強会』 出席者 87名
『PCSA円卓会議』
「業界10～20年先を見据えたトークバトル」
チェアーマン：
藤田
宏 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
アテンダー：
金本 朝樹 代表理事
大石 明徳 理事
森
治彦 法律問題研究部会リーダー
荒籾 伸一 コスト問題研究部会リーダー
城山 朝春 氏（ミカド観光株式会社 社長室長）
河本 成佑 氏（株式会社晋陽 常務取締役）
第1部 ≪これからのパチンコホールの顧客拡大のための手法とは≫
第2部 ≪小規模パチンコホールも生き残れる道とその実例≫

2014年
2月20日 【第3回臨時社員総会】
（アルカディア市ケ谷） 出席者 62名
賛助会員 オリックス株式会社入会
『第47回PCSA公開経営勉強会』 出席者 195名
第1部 「カジノ日本への上陸とパチンコホールの三店方式への
警告」
講師：弁護士 三堀 清 氏
第2部 「日本におけるカジノ」
講師：自由民主党衆議院 岩屋 毅 先生
5月23日

＜第13期 社員総会・PCSA経営勉強会＞
【13期定時社員総会】ホテルモントレ半蔵門「瑠璃」 出席者 65名
代表理事に金本 朝樹氏（株式会社アメニティーズ）が就任
功労会員表彰：西村 菊枝 氏（株式会社キョウサン）
三上 圭一 氏（夢コーポレーション株式会社）
鈴木 勝浩 氏（オムロンアミューズメント株式会社）
『第9回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
『第48回PCSA経営勉強会』 出席者 93名
第1部 『PCSAのための現代化チェーンストア経営論
～ 純粋渥美俊一批判 ～』
講師：結城 義晴 氏
（株式会社商人舎 代表取締役社長、PCSA経営分野アド
バイザー）
第2部 『チェーン店の成長戦略 チェーン展開で業容を拡大する
過程で生じる課題と対処法』
講師：的羽 一郎 氏
（株式会社エムズ 代表取締役、経営コンサルタント）

8月22日 【第13期第1回臨時社員総会】
（アルカディア市ケ谷）
出席者 71名
賛助会員 株式会社DMM.com 入会
PCSA MEDIA AWARD 2014 表彰式
受彰者 株式会社アミューズメントプレスジャパン
代表取締役 児玉 周作 氏
『第49回PCSA経営勉強会』 出席者 112名
第1部 『日本のカジノビジネスモデル導入における法律上の問
題点』
講師：弁護士 粟津 卓郎 氏
曾我法律事務所

第2部 『お客様に選ばれるサービス・どん底から生まれた宅急便』
    
～クロネコヤマトのチャレンジ～
講師：都築 幹彦 氏
元ヤマト運輸株式会社 取締役社長
11月21日 【第13期第2回臨時社員総会】
（ホテル ルポール麹町）
出席者 65名
正会員 1社 株式会社SB Good Industry 入会
賛助会員 1社 みの食製菓株式会社 入会
『第50回PCSA公開経営勉強会』 出席者 153名
第1部 ＜講演＞『遊技業界に今、必要な改革とは』
講師：POKKA 吉田 氏
第2部 ＜パネルディスカッション＞
『業界ジャーナリスト 識者から見る今後の業界の諸問題
と改善』
コーディネーター：
藤田 宏 氏  
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所
代表取締役社長
パネラー：
POKKA 吉田 氏（フリーライター）
久保田 光博 氏（株式会社遊技ジャーナル社 編集長）
中台
正明 氏（株式会社プレイグラフ社 編集長）
岸本
正一 氏（有限会社オベーション 代表取締役）
2015年
2月27日 【第13期第3回臨時社員総会】
（都市センターホテル）
出席者 51名
『第51回PCSA公開経営勉強会』 出席者 124名
第1部 『労働組合の原点・パチンコ関連組合16年の歩み』
講師：二宮 誠 氏
（日本労働組合総連合会 中央アドバイザー）
第2部 『社会という”目”から視る遊技産業
～近視眼からの脱却、持続可能な産業・企業へ～』
講師：濱口 理佳 氏
（株式会社ワールド・ワイズ・ジャパン 代表取締役）
＜第14期 定時社員総会・PCSA経営勉強会＞
4月8日

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 香港証券取引所 上場

5月22日 【14期定時社員総会】ホテルニューオータニ 出席者 82名
賛助会員 株式会社山宝商会入会
御来賓・御講話 警察庁生活安全局保安課 課長補佐 大門
弘 殿
代表理事に金本朝樹氏（㈱アメニティーズ）が就任
功労会員表彰：大石 明徳 氏
（株式会社ニラク
  
取締役）
小林 不二雄 氏
（株式会社ユーギシステム
  
専務取締役）

雅

『第10回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
第52回PCSA・PTB共催公開経営勉強会
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
「香港証券取引所上場セミナー」 出席者 322名
第1部 『基調挨拶』
谷口 久徳 氏
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 代表執行役社長
株式会社ニラク 代表取締役社長
第2部 『上場の経緯と総括』
講師：大石 明徳 氏
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役
株式会社ニラク 取締役
第3部 『パネルディスカッション』
      
テーマ：＜香港証券取引所株式公開までの道のり＞
コーディネーター：
藤田 宏 氏
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所
代表取締役社長
パネラー：
曾我 貴志 氏
曾我法律事務所 パートナー、弁護士
ウイリス ティン 氏
申銀萬国融資（香港）有限公司 マネージングディレクター
金川
創 氏
金川国際法律事務所 パートナー、弁護士
鵜飼 千恵 氏
PwC あらた監査法人 公認会計士
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大石 明徳 氏
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役、
株式会社ニラク 取締役
8月21日 【第14期第1回臨時社員総会】
（アルカディア市ケ谷） 出席者 66名
第1号審議議案 「新入会員入会」承認の件
賛助会員 1社 ハイライツ・エンタテインメント
株式会社 入会
第2号報告議案 「PCSA声明」報告
第3号報告議案 「PCSAデータベース2015」報告
第4号報告議案 「PCSAチャレンジブック2016」発行報告
第5号報告議案 その他
PCSA MEDIA AWARD 2015 表彰式
受彰者：
株式会社アミューズメントプレスジャパン 代表取締役
児玉 周作 様
『第53回PCSA経営勉強会』 出席者 156名
パネルディスカッション 『今、射幸性について考える』
コーディネーター：
藤田 宏氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
パネラー：
渡辺 圭市 氏
（日本遊技機工業組合 技術担当理事）
長谷川崇彦 氏
（日本アミューズメント放送株式会社 代表取締役、
株式会社ユニバーサルエンターテインメント 執行役員 マーケッ
ト戦略室 室長）
POKKA 吉田 氏（フリーライター）
三堀
清 氏
（PCSA法律分野アドバイザー、三堀法律事務所 弁護士）
大石 明徳 氏
（PCSA副代表理事、株式会社ニラク 取締役）
11月19日 【第14期第2回臨時社員総会】
（アルカディア市ケ谷） 出席者 61名
第1号報告議案 「行政よりの11月6日付要請・11月17日余暇進にお
ける課長補佐講話」報告
第2号報告議案 「PCSA遊技約款 改訂版」報告
第3号報告議案 「第11回学生懸賞アイディア・エッセイ 募集開始」報告
第4号報告議案 「一般社団法人遊技産業健全化推進機構 経費
一部負担金」 報告
第5号報告議案 「第15期PCSA活動スケジュール」
第6号報告議案 「新規PCSA政治分野アドバイザー加入議員」
第7号報告議案 「遊技機性能調査の行政通報の留保について
（お
知らせ）」
＊賛助会員紹介企業プレゼンテーション（株式会社A-gon）
『第54回PCSA公開経営勉強会』 出席者 195名
『やがて世界は1つになる』～古希を迎えた佐藤 洋治の人生70年で
到達した哲学～
講師：佐藤 洋治氏
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス 取締役兼相談役
一般財団法人ワンアジア財団 理事長
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会 チェーンストア経営
分野アドバイザー）
2016年
2月19日 【第14期第3回臨時社員総会】
（アルカディア市ヶ谷） 出席者 49名
第1号報告 「遊技産業における健全化推進に関するPCSA声明」
報告
第2号報告 「平成28年PCSA新年賀詞交歓会出席者」報告
第3号報告 「「遊技くぎ」の変更により性能が異なる可能性がある
遊技機の回収について」報告
第4号報告 その他
『第55回PCSA公開経営勉強会』 出席者 220名
第1部 『新しいぱちんこ遊技機はどのようなものか？』
講師：渡辺 圭市 氏
（日本遊技機工業組合 技術担当理事）
第2部 参加型パネルディスカッション『新しいぱちんこ遊技機の
活かし方』
コーディネーター：
藤田 宏 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表
取締役社長）
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パネラー：
渡辺 圭市 氏
（日本遊技機工業組合 技術担当理事）
山口 孝穂 氏
（日本遊技機工業組合 技術委員会委員長、
京楽産業．株式会社 取締役開発担当）
大石 明徳 氏
（PCSA副代表理事、株式会社ニラク 取締役）
荒籾 伸一 氏
（PCSA理事、株式会社ボネール AM事業部長）
5月20日 【15期定時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 81名
第1号審議議案 「新入賛助会員入会」審議
新入会員 2社
賛助会員 リレーションズ株式会社、
株式会社connection入会
第2号報告議案 「第14期事業報告・決算報告・監査報告」報告
第3号審議議案 「第15期事業計画（案）
・事業予算（案）」審議
第4号審議議案 「次期役員選考委員会規程」承認の件
第5号審議議案 「第15期役員改選（案）」審議
御講話 警察庁生活安全局保安課 係長 東 徹 氏
代表理事に金本 朝樹氏（㈱アメニティーズ）が就任
功労会員表彰：
小中冨 均 氏（株式会社テンガイ 代表取締役社長）
佐藤 千恵 氏（株式会社セントラル伸光 営業部課長）
秋山
学 氏（株式会社マースエンジニアリング 執行役員
営業本部 副本部長）
『第11回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
最優秀賞：清水 悠佑 さん
（近畿大学 経営学部経営学科 1年）
「若者を呼ぶ0円パチンコ」
「第56回PCSA経営勉強会」 出席者 124名
『PCSA遊技機メーカーの今後の戦略シリーズ 第一弾』
第1部 『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチンコ／三洋物産
編～』
講師：堀尾 孝文 氏
（株式会社三洋物産 常務執行役員 開発本部長）
第2部 『パチスロの現状と今後について ～パチスロ／オーイズミ編～』
講師：兼本 孝昌 氏
（株式会社オーイズミ 営業本部 特機部部長）
8月19日 【第15期第1回臨時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 54名
第1号報告議案 「検定機と性能が異なる可能性のある遊技機」報告
第2号報告議案 「PCSAデータベース2016」報告
第3号報告議案 「PCSAチャレンジブック2017」発行報告
第4号報告議案 「PCSA政治分野アドバイザー」報告
PCSA MEDIA AWARD 2016 表彰式
＜AWARD＞
株式会社アド・サークル（媒体名：グリーンベルト）
代表取締役 深谷 祐佳 氏
＜特別賞＞
株式会社シークエンス（媒体名：シークエンス）
代表取締役 三浦 真資 氏
『第57回PCSA公開経営勉強会』 出席者 169名
『PCSA遊技機メーカーの今後の戦略シリーズ 第二弾』
第1部 『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチンコ／サミー編～』
講師：齋藤 剛 氏
（サミー株式会社 研究開発統括本部 PC研究開発本部
PC第二セクション チーフプロデューサー）
第2部 『面白さとは直感とイメージの開拓である ～スロット／
パイオニア編～』
講師：酒井 義昭 氏
（株式会社パイオニア 法人営業部 次長）
11月18日 【第15期第2回臨時社員総会】
CIVI研修センター秋葉原 出席者 62名
第1号報告議案 「11月9日余暇進における課長補佐講話」報告
第2号報告議案 「第12回学生懸賞アイディア・エッセイ 募集開
始」報告
第3号報告議案 「一般社団法人遊技産業健全化推進機構 経費
一部負担金」報告
第4号報告議案 「新規PCSA政治分野アドバイザー加入議員」
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『第58回PCSA公開経営勉強会』 出席者 197名
『PCSA遊技機メーカーの今後の戦略シリーズ 第三弾』

福田 隆 氏
日本遊技機工業組合
高津 巨樹 氏
日本遊技機工業組合

第1部 『遊技機メーカーの今後の戦略 ～パチンコ／藤商事編～』
講師：枝吉 純嗣 氏
（株式会社藤商事 経営企画本部 広報・IR室 室長）
第2部 『遊技機メーカーの今後の戦略
～パチスロ／ユニバーサルエンターテインメント編～』
講師：長谷川 崇彦 氏
（株式会社ユニバーサルエンターテインメント 執行役員
マーケット戦略室長・日本アミューズメント放送株式会社
代表取締役）

5月26日 【16期定時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者77名
第1号報告議案 「第15期事業報告・決算報告・監査報告」の件
第2号審議議案 「第16期事業計画（案）
・事業予算（案）」の件
第3号審議議案 「第16期役員改選（案）」の件
御講話

警察庁生活安全局保安課

代表理事に加藤

英則

課長補佐

津村

優介

氏

副委員長

技術委員会

委員

8月24日
【第16期第1回臨時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 57名
第1号審議議案 「第16期PCSA理事 増員の件」審議
第2号報告議案 「PCSAデータベース2017」報告
第3号報告議案 「PCSAチャレンジブック2018」発行報告
第4号報告議案 「PCSA研究部会・委員会活動の記録2017」発行報告
第5号報告議案 「PCSA政治分野アドバイザー」報告
第6号報告議案 「一般社団法人遊技産業健全化推進機構 PCSA負担金」報告
第7号報告議案 「9月拡大理事会 in 大阪開催」報告

2017年
2月20日 【第15期第3回臨時社員総会】
（TKPガーデンプレミアム神保町） 出席者 61名
第1号審議議案 「新入賛助会員」 審議
第2号報告議案 「平成29年PCSA新年賀詞交歓会出席者」報告
『第59回PCSA公開経営勉強会』 出席者 242名
＜後援＞
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
第1部 『IR整備推進法とパチンコ・パチスロ依存問題』
講師：西村 直之 氏
（認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワー
ク 代表理事）
第2部 ≪シンポジウム≫
『カジノ到来時代にパチンコ・パチスロ依存問題に遊技業
界は何をすべきか?』
コーディネーター：
藤田 宏 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表
取締役社長）
パネラー：
西村 直之 氏
（認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワー
ク 代表理事）
木曽 崇氏
（株式会社国際カジノ研究所 所長）
力武 一郎 氏
（株式会社セントラルカンパニー 代表取締役社長）
吉村 泰彦 氏
（JCMシステムズ株式会社 代表取締役社長）

技術委員会

功労会員表彰： 佐々木 幸治 氏
（株式会社ピーエーネット技術研究所

相談役）

PCSA MEDIA AWARD 2017 表彰式
＜AWARD＞
株式会社アミューズメントプレスジャパン（媒体名：月刊アミューズ
メントジャパン）
代表取締役 児玉 周作 氏
≪第61回PCSA公開経営勉強会≫ 参加人数：158名
第1部 ≪基調講演≫『規則改正の概要と今後の遊技機』
講師：  中野 忠文 氏
第2部

  

≪パネルディスカッション≫『業界の歴史を知る記者が予見!
～パチンコ営業の環境はどのように変化するのか?
生き残るために取るべき対応とは?』
コーディネーター：藤田
宏 氏
パネラー：久保田 光博 氏、濱口 理佳 氏、
                       野崎 太祐 氏、岩尾 一愛 氏、
中野 忠文 氏

11月16日
【第16期第2回臨時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 60名
第1号審議議案 「新規入会賛助会員」の件
株式会社共遊商事の入会が、満場一致で承認可決された
第2号審議議案 「次期役員選考委員会規程」変更の件
第3号報告議案 「一般社団法人遊技産業健全化推進機構
経費一部負担金」報告
第4号報告議案 「PCSAフレッシュマンズ懸賞
アイディア・エッセイ募集開始」報告
第5号報告議案 「PCSA政治分野アドバイザー」報告
≪第62回PCSA経営勉強会≫ 参加人数：113名
第1部 『パチンコ・パチスロ遊技障害全国調査 調査報告』
講師：石田 仁 氏
第2部 『新しい規則で生まれる遊技機 ～パチンコ/三洋物産編～』
講師：風岡 喜久夫 氏

氏（夢コーポレーション㈱）が就任

功労会員表彰： 松本 浩 氏
（株式会社ヒカリシステム 設備マネジメントグループ
メンテナンスチーム アシスタントマネジャー）
『第12回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
最優秀賞： 新井 静 さん
立命館大学 文学部日本文学研究学域 3年
『「活動」
としてのパチンコのエンベデッド』
最優秀賞： 龍澤 史菜 さん
都留文科大学 文学部 比較文化学科 4年
『「俺たちの時代」
と
「私たちの時代」』
「第60回PCSA経営勉強会」 出席者 136名
第1部 『今後のパチンコ遊技機』
講 師：渡辺 圭市氏  日本遊技機工業組合 技術担当理事
第2部 『パチンコ遊技機にかかる疑問・質問 討論会』
進 行：藤田 宏 氏
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所
代表取締役社長
回答者：渡辺 圭市 氏  
日本遊技機工業組合 技術担当理事
山口 孝穂 氏
日本遊技機工業組合 技術委員会 委員長

2018年
2月22日 【第16期第3回臨時社員総会】
TKPガーデンプレミアム神保町 出席者 58名
第1号審議議案 「新入特別会員」審議
一般社団法人日本流通商健全化協会の入会が、
満場一致で承認可決された
第2号報告議案 「正会員 退会」報告
第3号報告議案 「平成30年PCSA新年賀詞交歓会出席者」報告
第4号報告議案 「PCSA政治分野アドバイザー就任」報告
≪第63回PCSA公開経営勉強会≫ 参加人数：171名
第1部 『新しい規則で生まれる遊技機 ～パチンコ/藤商事編～』
講師：松下 智人 氏
第2部 『企業価値の向上と内部統制の役割』
講師：田宮 治雄 氏
5月31日 【17期定時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 73名
第1号審議議案 「新入賛助会員 入会」の件
「福島電力株式会社」
「PLUS-Tパートナーズ株式会社」入会承認
第2号報告議案 「第16期事業報告・決算報告・監査報告」の件
第3号審議議案 「第17期事業計画（案）
・事業予算（案）」の件
第4号審議議案 「第17期役員改選（案）」の件
第5号審議議案 「研究部会運営規程 改正」の件
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御講話 警察庁生活安全局保安課 警察庁警部 北久保 孝行 氏
代表理事に加藤

英則氏（夢コーポレーション株式会社）が就任

功労会員表彰：
志賀 健太郎 氏
（株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループマネジャー）
園田 悦志 氏
（株式会社大商 関東統括支店長）
『第1回PCSAフレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ表彰式』
最優秀賞：朝来 修司 氏
株式会社ダイナム
『「コモンズの悲劇」を回避するために』
優 秀 賞：村中 朗 氏
株式会社ワールド
『ゲームとしてのパチンコという存在』
優 秀 賞：龍澤 史菜 氏
アメニティーズグループ（株式会社パンドラ）
『気づいちまった悲しみに』

     

「第64回PCSA経営勉強会」 出席者 116名
第一部 『新しい規則で生まれる遊技機 ～パチンコ／ANKYO編～』
講師：轟木 崇大 氏
（株式会社SANKYO 商品本部 第一開発部 次長 兼 ゲージ課長）
第二部 『新しい規則で生まれる遊技機 ～スロット／ユニバーサルエンターテインメント編～』
講師：長谷川 崇彦 氏
（株式会社ユニバーサルエンターテインメント
開発本部 商品グループ マーケット戦略室 兼 開発本部 室長、
日本アミューズメント放送株式会社 代表取締役）

8月23日 【第17期第1回臨時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 52名
第1号審議議案 「新入賛助会員 入会」の件 審議
「株式会社大平商会」入会承認
第2号報告議案 「PCSA法律ハンドブック2018」報告
第3号報告議案 「PCSAデータベース2018」報告
第4号報告議案 「PCSAチャレンジブック2019」発行報告
第5号報告議案 「一般社団法人遊技産業健全化推進機構 PCSA負担金」報告
PCSA MEDIA AWARD 2018 表彰式
＜AWARD＞
株式会社アミューズメントプレスジャパン（媒体名：月刊アミューズメントジャパン）
代表取締役 児玉 周作 氏

   
   
   

≪第65回PCSA公開経営勉強会≫ 参加人数：126名
第一部 『PCSA法律ハンドブック2018 について』
講師：三堀
清 弁護士 三堀法律事務所 所長
荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
生島 靖也 法律問題研究部会 部員
佐久間 仁 法律問題研究部会 部員
第二部 『規則改正後の遊技機について』
講師：栢森 秀行 氏
（フィールズ株式会社 グループ経営戦略室 企画課）

8月23日 13年ぶりに法律ハンドブック
「PCSA
パチンコホール法律ハンドブック
2018」発行
「基礎編」
「応用編」
「資料編」含め全
417ページのハンドブックとなった。
特に「応用編」においては事例を
164収録し、営業現場で活用でき
るハンドブックとした。

11月15日 【第17期第2回臨時社員総会】
TKPガーデンシティプレミアム神保町 出席者 46名
第1号報告議案 21世紀会 活動報告 報告
第2号報告議案 第2回フレッシュマンズ懸賞アイディア・エッセイ 開催報告
第3号報告議案 第18期 総会・経営勉強会・理事会スケジュール 報告
第4号報告議案 法律ハンドブック2018 報告
第5号報告議案 PCSA政治分野アドバイザー 報告
≪第66回PCSA経営勉強会≫ 参加人数：98名
第1部 『「法律ハンドブック2018」
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事例解説と出版により明確になった業界課題と解決の方向性』
ファシリテーター：
藤田 宏 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス 総合研究所 代表取締役社長）
パネラー：三堀
清 弁護士（三堀法律事務所 所長）
荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
生島 靖也 法律問題研究部会 部員
佐久間 仁 法律問題研究部会 部員

2019年
2月21日 【第17期第3回臨時社員総会】
TKPガーデンプレミアム神保町 出席者 51名
第1号審議議案 「役員功労金規程」審議
第2号報告議案 「管理遊技機説明会 3月28日開催」報告
第3号報告議案 「遊技産業健全化推進機構による依存防止対策
への取組の調査」報告
第4号報告議案 「日工組 性能表示モニタに関する事務局打ち合わせ」報告
第5号報告議案 「新流通制度に係るホール用手引書の改訂について」報告
第6号報告議案 「依存問題フォーラムの開催について
（案）」報告

    

    

≪第67回PCSA公開経営勉強会≫ 参加人数：130名
第1部 『パチンコ・パチスロプレイヤーの喫煙状況』
講師：藤田 宏 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長）
第2部 『改正健康増進法と政省令（案）について』
講師：吉田 俊介 氏
（日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部 渉外企画室 課長代理）
第3部 『法改正に伴う対応策と留意点』
講師：荒川 陽平 氏
（株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 事業部マネージャー）

正 会 員
令和1年11月6日 更新
会 社 名

代表者 氏 名

郵便
番号

所

在

地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ホ－ムペ－ジアドレス

1 株式会社ダイナム

藤本 達司

116-8580 東京都荒川区西日暮里2-27-5

03-3807-8111 03-3802-9023

http://www.dynam.jp/

2 株式会社ニラク

谷口 久徳

963-8811 福島県郡山市方八町2-1-24

024-943-1111 024-992-2221

http://www.niraku.co.jp/

3 夢コーポレーション株式会社

加藤 英則

440-0888 愛知県豊橋市駅前大通1-135COCOLA AVENUE 3F 0532-57-1811 0532-55-1311

http://www.yume-corp.co.jp/

4 株式会社イクサム

平林 伸一

480-0121 愛知県丹羽郡大口町河北8

0587-93-1616 0587-93-0536

http://www.exam-web.com/

5 株式会社TRY＆TRUST

山田 孝志

454-0053 愛知県名古屋市中川区外新町1-1

052-365-7555 052-363-8071

http://www.marion-g.jp/

6 有限会社エー・アール・ケー

白 盛基

370-0018 群馬県高崎市新保町1665-1 反町ビル4F

027-388-0035 027-388-0085

http://www.paek.co.jp/

7 株式会社合田観光商事

合田 高丸

060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10-1000-2

011-251-8080 011-251-8081

http://www.pph-g.com/

8 ミカド観光株式会社

城山 稔央

453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2-20-2

052-451-9881 052-451-0323

http://www.mikado.co.jp/

9 株式会社マルギンインターナショナル

金本 辰一

396-0021 長野県伊那市大字伊那276

0265-72-0310 0265-78-6605

http://marugin.net/

10 株式会社加賀屋

福井 宏彰

541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22オリックス淀屋橋ビル5F

06-6229-2222 06-6229-2225

11 株式会社つばめエイジェンシー

中原 文吉

963-8001 福島県郡山市大町1-1-8NK BLD 3F

024-933-5890 024-933-5871

http://www.tsubame777.com/

12 株式会社セントラル伸光

清水 文徳

980-0002 宮城県仙台市青葉区福沢町3-33

022-726-7480 022-264-4011

http://www.centralgroup.jp/

13 株式会社ワールド

石川 直史

621-0804 京都府亀岡市追分町大堀71WORLD TOWER 2F

0771-25-1557 0771-25-4356

http://www.world-g-staff.co.jp/

760-0033 香川県高松市丸の内11-13

087-823-3456 087-823-8887

http://www.grand-p.co.jp/

14 株式会社グランド商事・アドバンス

平山 剛

15 株式会社ヒカリシステム

金光 淳用

263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町277-3

043-424-0611 043-424-0616

http://www.haps.co.jp/

16 株式会社アメニティーズ

金本 朝樹

389-0518 長野県東御市本海野1524

0268-62-4500 0268-63-6435

http://www.amenities.co.jp/

佐々木 興平

879-0615 大分県豊後高田市界276

0978-22-2895 0978-24-0578

http://www.cheer-group.jp/

18 株式会社三永

吉田 清志

710-0003 岡山県倉敷市平田930-3

086-425-6808 086-425-7611

http://jumbo-sanei.com/

19 丸中建設株式会社

中神 秀一

440-0837 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺43

0532-61-6161 0532-61-6840

http://www.marunakagr.jp/

20 株式会社晋陽

河本 成佑

556-0016

06-6645-8870 06-6645-8871

http://shinyo-grp.co.jp/

17 株式会社チアエンタープライズ

大阪府大阪市浪速区元町3-10-4
晋陽ビル5階
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賛 助 会 員
令和1年9月27日 更新
会 社 名

代表者 氏 名

郵便
番号

所

在

地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

.

1 株式会社スリーストン

白石 光男

340-0024 埼玉県草加市谷塚上町80-1

048-920-3300 048-920-3322

http://www.3stone.co.jp/

2 トキハ産業株式会社

藤川 龍磨

534-0002 大阪府大阪市都島区大東町2-17-9

06-6928-8265 06-6928-8266

http://www.tokiwa-mfg.co.jp/

3 大都販売株式会社

木原 海鵬

110-0015 東京都台東区東上野1-1-14

03-5688-2111 03-5688-2126

http://www.daito.co.jp/

4 日昭産業株式会社

坂田 明彦

105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル4階 03-5472-1673 03-5472-1681

http://www.nissho.net/h_n/top.html

5 株式会社セルノ

橋本 満

104-0041 東京都中央区新富2-11-5 第二曽我ビル五階

03-5542-7557 03-3552-1778

http://cerno.co.jp/

6 株式会社コア建築事務所

末木 博

116-0013 東京都荒川区西日暮里2-14-12 C.Dビル

03-3802-7684 03-3802-9872

http://core-architecture.jp/

7 株式会社大商

大石 正仁

567-0042 大阪府茨木市宇野辺2-15-38

0726-20-1190 0726-20-1117

http://www.dsdaisho.co.jp/

8 株式会社エルゴジャパン

安田 光守

141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング7F

03-5436-6761 03-5436-6762

http://www.ergojapan.co.jp/

9 株式会社マースエンジニアリング

松波 明宏

160-8420 東京都新宿区新宿1-10-7

03-3352-2048 03-5360-6882

http://www.mars-eng.co.jp/

221-0054 神奈川県横浜市神奈川区山内町15番地4

045-461-0111 045-451-6516

http://www.mmc-coffee.co.jp/

10 三本珈琲株式会社

山本 聡

11 株式会社ピーエーネット技術研究所

竹田 雅俊

105-0014 東京都港区芝2-12-10タカナミビル３Ｆ

03-3453-7690 03-3453-3306

http://www.panet.co.jp/

12 株式会社エース電研

秋田 光勇

110-0015 東京都台東区東上野3-12-9

03-3835-0171 03-3834-6159

http://www.ace-denken.com/

13 株式会社昭和堂

石塚 通弘

918-8015 福井県福井市花堂南2-2-1

0776-36-5666 0776-36-3545

http://www.showado.jp/

岡 一成

561-0872 大阪府豊中市寺内1-11-38

06-6864-8161 06-6864-8162

http://www.naigai-tobacco.jp/

14 内外たばこ株式会社
15 株式会社SPinno

松原 秀樹

111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 G1

03-5826-1515 03-5826-1516

http://www.spinno.co.jp/

16 JCMシステムズ株式会社

吉村 泰彦

103-0004 東京都中央区東日本橋2-23-2 JCM東日本橋ビル

03-5962-3750 03-5962-3753

http://www.jcm-systems.co.jp/

17 愛和食品株式会社

早川 恭彦

244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町595-1

045-812-8111 045-812-8100

http://www.aiwa-co.com/

18 オムロンアミューズメント株式会社

中村 哲也

491-0201 愛知県一宮市奥町字野越46

0586-62-7211 0586-62-7291

http://www.omron-amusement.jp/

19 株式会社オーイズミ

大泉 秀治

243-0018 神奈川県厚木市中町2-7-10

046-297-2111 046-297-2118

http://www.oizumi.co.jp/

20 J-NET株式会社

関口 正夫

110-0015 東京都台東区東上野2-24-1 ﾄｰﾀﾃ上野ﾋﾞﾙ

03-5818-7743 03-5818-7312

http://www.j-net-sys.co.jp/

21 株式会社ユーギシステム

田苗 幸治

998-0874 山形県酒田市四ツ興野5-16

0234-35-1173 0234-34-8455

http://www.yugi-sys.jp/

22 ゼニス株式会社

中村 克彦

003-0859 北海道札幌市白石区川北2332-1

011-872-6600 011-872-6555

http://e-jpn-gr.com/publics/index/36/

03-6284-1900 03-6284-1901

http://www.glory-nasca.co.jp/

03-5358-3334 03-3379-9555

http://www.gendai-a.co.jp/

03-3835-8548 03-3835-4556

http://www.k-daido.jp/

03-5350-8133 03-5350-7614

http://www.e-mediaworld.net/

03-3243-6211 03-3243-6216

http://www.vsearch.co.jp/

170-0002 東京都豊島区巣鴨1-18-10-6F

03-3942-1085 03-3942-1150

http://www.7-fukujin.jp/towa.htm

550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル

06-6578-1625 06-6578-1690

http://www.orix.co.jp/

03-5797-8922 03-5797-8955

http://www.dmm.com/

23 グローリーナスカ株式会社

井寄 義孝

24 ゲンダイエージェンシー株式会社

山本 正卓

25 株式会社関東大同販売

岡 太郎

26 メディアシステム株式会社

安田 政俊

27 株式会社ビジョンサーチ社

桜井 一英

28 株式会社東和商事

平井 俊彰

29 オリックス株式会社

井上 亮

東京都墨田区押上1-1-2
131-0045
東京ｽｶｲﾂﾘｰｲｰｽﾄﾀﾜｰ16F
東京都新宿区西新宿3-20-2
163-1429
東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨﾋﾞﾙ29階
110-0015 東京都台東区東上野3-13-2 AYビル 2階

東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
東京都中央区日本橋3-12-2
103-0027
朝日ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ4F
164-0012

30 合同会社DMM.com

片桐 孝憲

東京都港区六本木3丁目2番1号
106-6224
住友不動産六本木グランドタワー24Ｆ

31 株式会社山宝商会

山崎 仁久

343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-1-14

048-988-2611 048-986-3175

http://www.sanpou777.co.jp/

32 株式会社インターコスモス

作道 洋介

530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町3-16

06-6353-4954 06-6353-9679

http://www.inter-cosmos.co.jp/

33 株式会社共遊商事

國澤 徹

567-0042 大阪府茨木市宇野辺2-12-19

072-620-1198 072-620-2298

http://kyoyu-shoji.co.jp/

34 株式会社大平商会

大平 泰弘

110-0015 東京都台東区東上野2-22-10

03-3833-8988 03-3833-4515

http://www.ohirasyoukai.com/

特 別 会 員
1

団 体 名

代表者 氏名

一般社団法人日本流通商健全化協会

山本 聡
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郵便
番号

所

在

地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

103-0004 東京都中央区東日本橋2-9-2 東日本橋292ビル3階 03-5846-9860 03-5846-9861

ホ－ムペ－ジアドレス
http://www.nrk-kyokai.or.jp/

第３号報告議案

政治分野アドバイザー
令和1年10月31日現在41名
自由民主党

２３名（衆議院２１名
氏名

参議院２名）

議院

当選回数

選挙区

日本維新の会

７名（衆議院４名

氏名

参議院３名）

議院

当選回数

選挙区

1

山本

有二

衆議院

10回

比例四国

1

馬場

伸幸

衆議院

3回

大阪17区

2

野田

聖子

衆議院

9回

岐阜1区

2

井上

英孝

衆議院

3回

比例近畿

3

田中

和徳

衆議院

8回

神奈川10区

3

浦野

靖人

衆議院

3回

比例近畿

4

竹本

直一

衆議院

8回

大阪15区

4

敬

衆議院

3回

大阪18区

5

原田

義昭

衆議院

8回

福岡5区

5

宗男

参議院

9回

比例北海道

遠藤
鈴木

衆議院8回含

6

山本

拓

衆議院

8回

比例北陸信越

6

石井

7

髙木

毅

衆議院

7回

福井2区

7

東

泰明

衆議院

7回

埼玉10区

みどり 衆議院

6回

東京14区

8
9
10

山口
松島
左藤

国民民主党

苗子

参議院

1回

比例区

徹

参議院

1回

大阪府

７名（衆議院５名
氏名

章

衆議院

5回

大阪2区

1

古川
泉

11

西村

明宏

衆議院

5回

宮城3区

2

12

葉梨

康弘

衆議院

5回

茨城3区

3

13

御法川

信英 衆議院

5回

秋田3区

4

14

鷲尾

英一郎 衆議院

5回

新潟2区

5

関
増子

議院

当選回数

選挙区

衆議院

8回

愛知2区

衆議院

7回

京都3区

衆議院

6回

比例東海

泰子 衆議院

6回

比例北関東

1回

比例東海

6回

福島県

4回

長野県

元久
健太

牧

義夫

小宮山

健一郎

衆議院

輝彦

参議院

15

小倉

将信

衆議院

3回

東京23区

6

16

神田

憲次

衆議院

3回

比例東海

7

17

鈴木

貴子

衆議院

3回

比例北海道

18

白須賀 貴樹 衆議院

3回

千葉13区

19

鈴木

隼人

衆議院

2回

東京10区

1

20

木村

次郎

衆議院

1回

青森3区

2

生方 幸夫

21

小寺

裕雄

衆議院

1回

滋賀4区

3

今井

22

大家

敏志

参議院

2回

福岡県

4

初鹿

潔

参議院

2回

山口県

23

江島

羽田

雄一郎 参議院

立憲民主党

無所属

衆議院3回含

４名（衆議院４名）

名前
海江田

参議院２名）

議院

当選回数

選挙区

7回

東京1区

衆議院

6回

比例南関東ブロック

雅人

衆議院

4回

比例東海

明博

衆議院

3回

比例東京

万里 衆議院

１名（衆議院０名

参議院１名）
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