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PCSA アクションレポート（理事会）
平成 29 年 9 月版

9 月拡大理事会 in 大阪
開催日時

平成 29 年 9 月 21 日（木） 午後 3 時～午後 4 時 45 分

開催場所

「ホテルモントレ グラスミア大阪」会場 23 階 ≪ウィンダミアホール≫

出席者

理事 11 名、幹部 5 名、正会員オブザーバー3 名、賛助会員オブザーバー24 名 合計 43 名
＜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
金本 朝樹 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長（アメニティーズグループ）
齊藤 周平 株式会社ジョイナス 常務取締役
＜理事＞
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役社長
山田 孝志 株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長
荒籾 伸一 株式会社ボネール AM 事業部 部長
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長
河本 成佑 株式会社晋陽 代表取締役社長
＜専務理事＞
中島 基之 一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
※理事 11 名
＜監事＞
川辺 悦史 株式会社セルノ 代表取締役社長
宮村 伸輔 JCM システムズ株式会社 法人担当部長
＜モデレーター＞
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長
＜アドバイザー＞
牛島 憲明 牛島憲明事務所 代表
藤田 宏

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

＜正会員オブザーバー＞ 3 社 3 名
辻 良樹

株式会社ダイナム DYJH 法務グループ長

荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 監査役
福井 宏彰 株式会社ボネール AM 事業部 次長
＜賛助会員オブザーバー＞ 11 社 24 名
岩田 友宏 株式会社スリーストン 営業部 部長
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桂木 浩志 大都販売株式会社 大阪営業所 所長
國澤 良幸 株式会社大商 会長
光山 慶樹 株式会社大商 営業部企画課 係長
平野 眞人 株式会社大商 取締役専務
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部 部長
樋笠 修

株式会社大商 取締役 本部長

八方 昌史 株式会社大商 営業部 課長
兼松 保雄 株式会社共遊商事 会長（株式会社大商）
國澤 徹

株式会社共遊商事 役員（株式会社大商）

谷口 和也 株式会社共遊商事 課長（株式会社大商）
小泉 俊幸 株式会社エルゴジャパン 取締役副社長
江藤 征弘 株式会社マースエンジニアリング 首都圏営業部部長
石黒 勝

三本コーヒー株式会社 取締役

若林 準

ジャパンネットワークシステム株式会社 西日本営業所 所長代理

竹内 伸嘉 ジャパンネットワークシステム株式会社 主任
宮﨑 昌彦 グローリーナスカ株式会社 取締役 営業統括部長
岡本 健

株式会社東和商事 常務取締役

高鍋 貴行 オリックス株式会社 部長
碇 昌宏

オリックス株式会社 部長

白石 智之 オリックス株式会社 課長
佐久間 圭 オリックス株式会社
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役本部長
日好 信之 株式会社インターコスモス 取締役部長

第 1 号審議議案 「RSN 出向社員経費 PCSA 負担額」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
現在、認定特定非営利法人リカバリーサポート・ネットワーク（RSN）に 21 世紀会から出向者を 2 名ずつ出し
ている。PCSA8 月理事会で「4 団体で按分」（各団体 1．125％負担）という意見がまとまり、3 団体（日遊
協、同友会、余暇進）に提案した。余暇進からは明らかな反対意見が出て、全日遊連の考える「団体加盟店
舗数」で割り振るべきという考えだった。
それを踏まえ、日遊協から次の対案が出た。全体の負担額の 4．5％の内、2．5％を「団体加盟店舗数」、
2％を「団体予算」で割り振るという案。それによるとそれぞれの団体の負担額は日遊協 2％、同友会 0．4％、
余暇進 0．2％、PCSA1．9％となる。
＜意見＞
・これでいいというのであればこれ以上議論しても仕方ないのではないか。
・按分の割合よりも、この金額で済むのかとか、一般社団法人 Resourceful Center of Problem
Gambling（RCPG）という新しい団体ができたが、これをどうサポートしていくのか、というのが重要なテーマ
になる。
・日遊協案に賛同すれば即決か？（その通り）
・同友会は筋が通っていればいい。また、団体間で責任を持って協議して決めた事はそのままやるという考え。
＜審議＞
加藤：日遊協案に賛同でよろしいか？
一同：異議なし。
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第 2 号審議議案 「第 62 回 PCSA 経営勉強会 講師」審議【継続審議】
当件について、事務局より説明があった。
「第 62 回 PCSA 経営勉強会 講師（案）」
日時： 平成 29 年 11 月 16 日（木） 15：30～17：45
会場： TKP ガーデンプレミアム神保町 大ホール（スクール 240 名）
候補： 第一候補 結城 義晴氏（株式会社商人舎 代表取締役社長）
講演テーマ：「純粋渥美俊一批判 2」（2014 年 5 月の続編）
第二候補 鍛冶 博之氏（徳島文理大学 総合政策学部 講師）
講演テーマ 1：「パチンコにおける依存問題の捉え方」
講演テーマ 2：「パチンコホールにおけるチェーンストアの可能性」
第三候補 三堀 清弁護士（三堀法律事務所）
講演テーマ：「法律から見た、規則改正の目的と今後重視すべきこと」
第四候補 「遊技機メーカーの今後の戦略 第四弾」
パチンコ編（案）： 京楽産業．株式会社、株式会社 SANKYO
スロット編（案）： 株式会社山佐、株式会社北電子
＜過去の講演企業・パチンコ編＞
第一弾 株式会社三洋物産
第二弾 サミー株式会社
第三弾 株式会社藤商事
＜過去の講演企業・スロット編＞
第一弾 株式会社オーイズミ
第二弾 株式会社パイオニア
第三弾 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
＜意見＞
・日工組の社安研（公益財団法人 日工組社会安全研究財団）の統計が出ている。これについて質問
したいこともあるし、もう少し話がききたい。
・それだけで時間が持たない。2 部構成にすべき。2 部とすればメーカーに話を聞く事がいい。
・メーカーは新しい規則の開発は途についたところで話せるかどうか微妙なところかもしれない。もし聞くのであ
ればパチンコの方がいいかもしれない。
＜結論＞
加藤：それでは社案件を一コマ。パチンコメーカーで一コマで進めてほしい。

第 3 号審議議案 「PCSA パチンコホール法律ハンドブック内容」審議【継続審議】
当件について事務局より説明があった。
＜経緯＞
8 月 24 日に開催した 8 月通常理事会にて「PCSA パチンコホール法律ハンドブック 2018 発行」について
審議をした。その結果、制作の主体となる法律問題研究部会で検討をし、制作する人の大きな負担となら
ないよう、法律問題研究部会で検討する事となった。8 月 26 日開催の法律問題研究部会において、ハン
ドブックの内容、スケジュール等を検討し、下記の案を作成した。

3 / 24

PCSA アクションレポート（理事会）

＜PCSA パチンコホール法律ハンドブック 2018 内容（案）＞
コンテンツ：
パチンコホール法律ハンドブック「基礎編（仮称）」の内容（法令の整理）に加え、「応用編（仮称）」
の内容（事例集）も含めたい。日々のホール営業に役立つハンドブックにするためには事例集が必須であ
るという意見が大勢であった。
スケジュール：
2018 年 5 月定時社員総会に発行。
10 月・・・「基礎編」の法律の整理、「応用編」の質問の整理
11 月・・・「応用編」質問に対する回答の整理
12 月・・・荒稿作成。文書編纂。
01 月・・・文書編纂。
02 月・・・三堀弁護士への確認。文書編纂終了。
03 月・・・装丁、校正、製本
04 月・・・装丁、校正、製本（予備含む）
05 月・・・発行
内容：
「基礎編（仮称）」・・・過去のハンドブックに最新の法令を置き換える。
「応用編（仮称）」・・・正会員、法律問題研究部会部員に掲載したい内容のアンケートを実施。
回答は法律部員で分担し荒稿を作成する。
編纂：
文体、編集方針を統一するためには集中して作業した方がいいとの意見が出た。作業には集中して 1 カ
月程（20 日）かかると予想される。
編纂の担当は、理事会、所属企業の了解が得られれば、風営法に精通している法律問題研究部員で
ある株式会社ダイナム 生島 靖也部員にお願いしたい。
部数：
1500 部、製作費 110 万円
その他費用：
三堀弁護士への確認依頼費用
＜意見＞
・編纂候補者は会社の仕事が大丈夫なのか確認する必要がある。
・スケジュール通りになるかは疑問。
・スケジュールは伸ばしてもいい。
・一人に負担をかけるのではどうかと思う。
・その通りで、研究部会で作業時間を精査して、工程表を作ってほしい。分担は誰が何をするか改めて考え
てほしい。
＜結論＞
加藤：社員への負担がどれくらい来るのかを確認しないと、会社も良いかどうかの判断できない。法律問題
研究部会で改めて検討してほしい。継続審議とする。
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第 4 号報告議案 「余暇進 パチンコ遊技機軽量化の要望について」報告
当件について事務局より説明があった。6 月理事会で承認された「余暇進 パチンコ遊技機軽量化の要望につい
て」、最終的には PCSA と余暇進の 2 団体連名での要望書となった。文面に変更はない。9 月 14 日に日工組
に要望書を提出したとの連絡があった。

第 5 号報告議案 「PCSA 協会報告会」報告
当件について、事務局より説明があった。
＜協会活動報告会スケジュール＞
平成 29 年 9 月 21 日（木）午後 5 時～5 時 45 分、 23 階≪ウィンダミアホール≫
1．代表理事挨拶

（代表理事 加藤 英則）

2．協会活動概要説明（専務理事 中島 基之）
3．研究部会・委員会・プロジェクトチーム紹介
①人事問題研究部会

リーダー 志賀 健太郎

②コスト問題研究部会

リーダー 佐藤 千恵

③法律問題研究部会

リーダー 荒田 政雄

④不正対策研究部会

リーダー 松本 浩

⑤遊技法研究会

委員長 荒田 政雄

⑥依存問題対策プロジェクトチーム

リーダー 辻 良樹

4．その他
＜配布資料＞
1．PCSA チャレンジブック 2018
2．研究部会・委員会・プロジェクトチーム 活動報告書（平成 29 年 4 月～8 月）
3．PCSA 研究部会活動の記録 2017
4．ご招待者、出席者名簿
＜第 16 期 9 月拡大懇親・交流会＞
午後 6 時～7 時 30 分 23 階≪パティオリッチモンド≫
＜外部参加者＞
24 社 25 名の参加申し込みがある。名簿にお名前、会社名、役職名、業種、ご紹介者氏名等を掲載して
いる。

第 6 号報告議案 「第 16 期第 1 回臨時社員総会・第 61 回公開経営勉強会」報告
当件について事務局より説明があった。平成 29 年 8 月 24 日（木）に TKP ガーデンプレミアム神保町で開催
された。出席者は総会 57 名、勉強会 158 名、懇親会 43 名。勉強会参加者の内、御招待が 46 名、一般
有料が 7 名。ご招待の内訳は政治分野アドバイザー2 名、秘書 5 名。都道府県遊協理事長他 8 名、機構、
組合関係者 7 名。早稲田大学教授 1 名。ホール 7 社 11 名、メーカー・周辺機器が 7 社 12 名。一般はホー
ル 4 社 7 名となっている。
＜意見＞
・勉強会のアンケートはあるか？
→現在 DVD 作成しており来週には発送する。アンケートはどの DVD に添付してお配りする。
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第 7 号報告議案 「研究部会活動」報告
当件について事務局より説明があった。
1）人事問題研究部会（リーダー：志賀 健太郎）
1．9 月拡大研究部会 in 岐阜・愛知（9 月 7 日（木）～8 日（金）岐阜・愛知にて）
＜店舗見学会Ⅰ＞
日時：平成 29 年 9 月 7 日（木）14 時～15 時 30 分
訪問店舗：マリオンガーデン岐阜本店 （株式会社 TRY＆TRUST）
内容：1．店舗見学 2．バックヤード見学 3．DVD 視聴（「T＆T フィロソフィ」策定プロジェクト）
4．質疑応答
＜店舗見学会Ⅱ＞
日時：平成 29 年 9 月 7 日（木） 17 時 15 分～17 時 50 分
訪問店舗：1．サンシャイン KYORAKU 栄店 （京楽産業．株式会社） ※見学のみ
2．キング観光サウザンド栄住吉店 （株式会社キング観光） ※見学のみ
＜企業訪問・拡大人事問題研究部会＞
日時：平成 29 年 9 月 8 日（金）9 時～14 時開催
訪問企業：株式会社 TRY＆TRUST 本社、会議室
内容：1．本社見学
2．朝礼見学
3．DVD 視聴（盛和塾 山田社長講演）
4．社長講話 ～「経営理念」「T＆T フィロソフィ」について～
株式会社 TRY＆TRUST 代表取締役社長 山田 孝志 様
5．「リーダーフィロソフィ発刊にあたって」～フィロソフィ浸透への取り組み～
株式会社 TRY＆TRUST 経営管理部 森 賢一 様
6．質疑応答、ランチミーティング
2．10 月研究部会（10 月 13 日（金）11 時～15 時 開催予定・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
・11 月拡大部会検討
・12 月女性活躍推進情報交換会 内容検討
・労政時報勉強会 等
2）コスト問題研究部会（リーダー：佐藤 千恵）
1．9 月研究部会（9 月 14 日（木）13 時～17 時 開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
内容：・企業プレゼンテーション「安定的な利益確保のお手伝い～景品～」 アトレ株式会社様
・企業プレゼンテーション「レジャー＆サービス産業展 2017 出展内容について」
オムロンアミューズメント株式会社
・企業トピック「調光 LED 導入・コスト削減について」株式会社パンドラ
・部員近況報告（コスト関連情報交換）
・コスト削減に関する情報共有
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2．10 月研究部会（10 月 12 日（木）13 時～17 時開催予定・PCSA 会議室にて）
内容：企業トピック「LED 導入結果について(仮題)」株式会社セントラル伸光
・12 月勉強会 開催について
・コスト削減に関する情報共有
・部員近況報告（コスト関連情報交換）
3）不正対策研究部会（リーダー：松本 浩）
1．8 月研究部会（8 月 25 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
・7 月ゴト被害アンケートについて
・最新ゴト情報について
・エヴァンゲリオン 9Y 遊技機からの発火事例 質問書について
・日電協訪問 依頼書について
・内部不正対策について
・業界誌 不正対策記事について
2．9 月研究部会（9 月 15 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
・8 月ゴト被害アンケートについて
・最新ゴト情報について
・内部不正対策について
・エヴァンゲリオン 9Y 遊技機からの発火事例 質問書 報告
・日電協訪問 依頼書 報告
3．10 月拡大研究部会・勉強会 in 大阪（10 月 27 日（金）13 時～17 時開催・大阪貸会議室）
・9 月ゴト被害アンケートについて
・最新ゴト情報について
・内部不正対策について
第 41 回 PCSA 不正対策勉強会（10 月 27 日（金）15 時～17 時）
演題：『最新のゴト情報について』
講師：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
4）法律問題研究部会（リーダー：荒田 政雄）
1．8 月研究部会（8 月 26 日（土）13 時～16 時・PCSA 会議室にて）
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
2．「新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の推移について（日工組・日電協)」
3．法律問題研究部会 質問コーナー 「自己申告プログラムについて」
4．パブリックコメント、余暇進意見について
5．都道府県遊協情報
新台入替等を除く特定日等の記載された店内外掲示等による一切の広告媒体での
事前・事後告知の禁止等について（宮崎県遊協 20170817）
6．PCSA パチンコホール法律ハンドブック 2018 改定 新版 発行について
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7．愛知県警察／風営適正化法等の一部改正のご案内(平成 29 年 10 月 1 日施行)について
8．風適法法律施行規則の一部改正について
9．風営法議連会合 風適法法律施行規則の一部改正に関わるパブリックコメント
結果などについて
2．9 月研究部会（9 月 30 日（土）13 時～16 時開催予定・PCSA 会議室にて）
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
2．「新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の推移について（日工組・日電協)」
3．法律問題研究部会 質問コーナー 「会員が死亡した場合の貯玉の処理について」
4．PCSA パチンコホール法律ハンドブック 2018 改定 新版 発行について
他
5）遊技法案研究会（委員長：荒田 政雄）
1．日本遊技機工業組合（日工組）訪問
（9 月 12 日（火）11 時～12 時 10 分開催・日工組会議室）
内容：PCSA 遊技法研究会の概要説明
検定にかかる保通協試験の質問
① 試験の概要
② 試験項目に関する質問
くぎに関する試験項目、ベースについて、くぎ確認シート
パチンコホールにおける遊技くぎの対応
2．9 月研究会（9 月 21 日（金）14 時～15 時開催
ホテルモントレ グラスミア大阪 23 階 ウィンダミアホールにて）
内容：今後の活動方針について
リスクと対応方法の整理について
法律等への対応について
労働組合への対応について
3．10 月研究会（10 月 19 日（木）14 時 45 分～15 時 45 分開催予定・PCSA 会議室にて）
内容：今後の活動方針について
リスクと対応方法の整理について
法律等への対応について
労働組合への対応について
6）依存問題対策プロジェクトチーム（リーダー：辻 良樹）
1．8 月研究部会（8 月 26 日（土）9 時 30 分～12 時開催・PCSA 会議室にて）
1．第 8 回依存問題対策推進会議 開催について
2．パチンコパチスロ遊技障害全国調査について
3．安心娯楽通信（RSN）について
4．安心パチンコパチスロアドバイザーアンケートまとめ 20170804
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5．法律問題研究部会 質問コーナー 「自己申告プログラムについて」
2．9 月研究部会（9 月 30 日（土）9 時 30 分～12 時開催予定・PCSA 会議室にて）
1．依存問題とは（問題点の明確化）
2．情報収集・共有
3．パチンコホールの取組みの整理、独自の対応の提案
4．中長期的なパチンコのあり方の研究

第 8 号報告議案 「業界団体活動」報告
当件について事務局より説明があった。一般社団法 RCPG の説明会が 9 月 4 日に開催された。
＜意見＞
・唐突な発表会で、唐突な説明会であった。パチンコだけではなく他の公営ギャンブルについても対応するとの
事。理事の方々は西村さんのブレーンとして集まられたのだと思う。リカバリーサポート・ネットワークは継続さ
れるとの事。
・当日は競馬も日本財団も出席していた。官庁も農水省など公営所管官庁が来ていた。
・RCPG のパンフレットを見ると事業概要は多岐に渡っている。専門スタッフが必要だろう。
・RCPG はリカバリーの下請けもするとリカバリーの総会で言っていた。また、費用を新たに徴収はしないが
RCPG でも電話相談も受けるとの事。
・元賛助会員の笠井 英史氏も副理事として組織の一員となっている。

その他
1．PCSA スケジュール
以上
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協会活動報告会 in 大阪
開催日時

平成 29 年 9 月 21 日（木） 午後 5 時～午後 5 時 45 分

開催場所

「ホテルモントレ グラスミア大阪」会場 23 階 ≪ウィンダミアホール≫

出席者

御招待 22 名、理事 11 名、幹部 5 名、協会活動 報告者 5 名、正会員 1 名、賛助会員 34 名
合計 78 名
＜御招待＞ 21 社 22 名
岩本 浩一 様

株式会社オオシマ・コーポレーション 取締役副社長

米田 邦広 様

朝日興業株式会社 代表取締役社長

谷口 秀浩 様

株式会社アストリーツーコーポレーション 管理本部 本部長

三山 哲緒 様

株式会社虎王 代表取締役社長

林 和弘 様

株式会社楽山 代表取締役社長

森川 幸平 様

ベラジオコーポレーション株式会社 取締役専務

足立 和隆 様

ベラジオコーポレーション株式会社 営業戦略執行役員

張本 勝重 様

現代企画株式会社 代表取締役

河本 成龍 様

株式会社河萬 取締役

南 典孝 様

旭金属熟練株式会社 取締役

木村 友彦 様

株式会社アルドーレ 代表取締役

木山 修助 様

株式会社 J-DREAM 代表取締役

梅村 忠幸 様

第元グループ 代表取締役

尾花 直嘉 様

有限会社マーベリック 代表取締役

小西 哲也 様

株式会社サンライト小西 代表取締役

山崎 一誠 様

株式会社 HY システム 専務取締役

石﨑 昌也 様

エスコ貿易株式会社 代表取締役社長

金 太浩 様

株式会社ノウル 次長

平井 雄三 様

光明興業株式会社 顧問

梅原 鎮宇 様

株式会社日大 代表取締役社長

濱口 理佳 様

株式会社ワールド・ワイズ・ジャパン 代表取締役

矢尾板 智 様

オンヴォード 代表

＜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

金本 朝樹

株式会社アメニティーズ 代表取締役社長（アメニティーズグループ）

齊藤 周平

株式会社ジョイナス 常務取締役

＜理事＞
藤本 達司

株式会社ダイナム 代表取締役社長

山田 孝志

株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長

荒籾 伸一

株式会社ボネール AM 事業部 部長

石川 直史

株式会社ワールド 代表取締役社長

金光 淳用

株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長

河本 成佑

株式会社晋陽 代表取締役社長
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＜専務理事＞
中島 基之

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

※理事 11 名
＜監事＞
川辺 悦史

株式会社セルノ 代表取締役社長

宮村 伸輔

JCM システムズ株式会社 法人担当部長

＜モデレーター＞
佐藤 公平

株式会社ダイナム 取締役会長

＜アドバイザー＞
牛島 憲明

牛島憲明事務所 代表

藤田 宏

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

＜協会活動 報告者＞ 5 社 5 名
人事問題研究部会 リーダー
志賀 健太郎

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

コスト問題研究部会 リーダー
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光 営業部課長

法律問題研究部会 リーダー
荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 監査役

不正対策研究部会 リーダー
松本 浩

株式会社ヒカリシステム 設備遊技台 AM

遊技法研究会 委員長
荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 監査役

依存問題対策プロジェクトチーム リーダー
辻 良樹

株式会社ダイナム DYJH 法務グループ長

＜正会員＞ 1 社 1 名
福井 宏彰

株式会社ボネール AM 事業部 次長

＜賛助会員＞ 13 社 34 名
岩田 友宏

株式会社スリーストン 営業部 部長

桂木 浩志

大都販売株式会社 大阪営業所 所長

國澤 良幸

株式会社大商 会長

光山 慶樹

株式会社大商 営業部企画課 係長

平野 眞人

株式会社大商 取締役専務

國澤 良平

株式会社大商 景品流通部 部長

樋笠 修

株式会社大商 取締役 本部長

八方 昌史

株式会社大商 営業部 課長

竹村 実

株式会社大商姫路 会長（株式会社大商）

皆川 巌

株式会社大商姫路 代表取締役社長（株式会社大商）

竹村 幸大

株式会社大商姫路 常務取締役（株式会社大商）

大向 正洋

株式会社大商姫路 営業部長（株式会社大商）

兼松 保雄

株式会社共遊商事 会長（株式会社大商）

國澤 徹

株式会社共遊商事 役員（株式会社大商）

谷口 和也

株式会社共遊商事 課長（株式会社大商）
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小泉 俊幸

株式会社エルゴジャパン 取締役副社長

秋山 裕和

株式会社マースエンジニアリング 取締役

江藤 征弘

株式会社マースエンジニアリング 首都圏営業部部長

山本 修

三本コーヒー株式会社 専務取締役

石黒 勝

三本コーヒー株式会社 取締役

若林 準

ジャパンネットワークシステム株式会社 西日本営業所 所長代理

竹内 伸嘉

ジャパンネットワークシステム株式会社 主任

宮﨑 昌彦

グローリーナスカ株式会社 取締役 営業統括部長

宮浦 將

グローリーナスカ株式会社 大阪支店 支店長

久保 恵一

グローリーナスカ株式会社 大阪支店 課長

山崎 賢

グローリーナスカ株式会社 京都営業所 所長

岡本 健

株式会社東和商事 常務取締役

高鍋 貴行

オリックス株式会社 部長

碇 昌宏

オリックス株式会社 部長

白石 智之

オリックス株式会社 課長

佐久間 圭

オリックス株式会社

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

日好 信之

株式会社インターコスモス 取締役部長

小野 俊一

株式会社インターコスモス 課長

１．代表理事挨拶 ＜代表理事 加藤 英則＞
２．協会活動概要説明 ＜専務理事 中島 基之＞
３．研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動報告
1）人事問題研究部会（リーダー：志賀 健太郎）
1．4 月研究部会（4 月 14 日（金）11 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．春闘 労使アンケート
2．第 12 回学生懸賞アイディエッセイ 進捗報告、今後の方向性について
3．来期活動計画について
（1）訪問先検討
① 株式会社アルペン様
② ゴープラ（株式会社 USEI）様
③ 株式会社ダイナム様 店舗訪問
（2）PCSA 共同企画検討
① 地銀人材バンク研究
② 採用イベント検討
③ 採用ツール検討
4．その他 業界紙記事など
2．5 月研究部会（5 月 12 日（金）11 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．第 12 回学生懸賞アイディエッセイについて
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2．拡大研究部会 訪問先研究
3．採用ツール検討
「ホームページ見直し」
「親御さんへの広報ツール」
「コンペティション」
4．地銀人材バンクについて
・地銀が行っている、家族の転勤等により退職せざるを得ない社員の他行へ紹介について研究をした。
・人材の情報交換自体にはメリットがあり、面接の準備がしやすいと考える。
・パチンコ業界正社員でこの「地銀人材バンク」は成り立つのか研究が必要。
・パチンコ業界での本人にとってのメリットを研究する必要がある。
3．6 月研究部会（6 月 9 日（金）11 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．企業トピック
・在宅勤務について（成果を計る仕組み、仕事の整理が必要）
・清掃事業について（定年、他企業への人材派遣）
2．第 12 回学生懸賞アイディア・エッセイ
・表彰式報告
・アンケート結果検討
3．9 月拡大部会 in 名古屋について
4．11 月拡大部会 in 福井について
5．労政時報勉強会
1） 労政時報 3929 号：「問題社員」をめぐるトラブル解決のための法的対応
2） 労政時報 3931 号：再確認 懲戒処分の実務ポイント
3） 労政時報 3930 号：2017 年度決定初任給の水準
4） 労政時報 3931 号：5 月 30 日施行 改正個人情報保護法の概要と実務留意点
5） NIKKEI BUSINESS 特集 労基署はもう見逃さない
4．7 月研究部会（7 月 14 日（金）11 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．人事問題研究部会 質問コーナー（勤怠、社宅など）
2．9 月拡大部会検討（株式会社 TRY&TRUST 様訪問）
3．11 月拡大部会検討（福井ダイナム様訪問）
4．女性活躍推進情報交換会 検討
5．アイディア・エッセイ関連報告
6．人事労務情報共有 「労政時報 3932 号 歩合給と残業について」
7．各社トピックス共有
5．8 月研究部会（8 月 4 日（金）11 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．フレッシュマン アイディア・エッセイ関連報告
2．9 月、11 月 拡大部会検討
9 月は TRY＆TRUST 企業研究（名古屋本社、マリオン岐阜本店）
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11 月はダイナム 権限移譲に伴う人材削減モデルケース研究（ダイナム福井越前店）
3．女性活躍推進情報交換会の開催計画
平成 29 年 12 月 8 日開催
第一部 基調講演 株式会社マネジメントサービスセンターご担当者
第二部 女性店長によるパネルディスカッション
4．情報共有 「前給制度」について
・部員各社の導入状況、システム内容、従業員の反応の共有
・前給制度サービスを提供している企業の紹介
5．人事評価制度について
・参加各社の評価手法の情報交換
6．9 月拡大研究部会 in 岐阜・愛知（9 月 7 日（木）～8 日（金）岐阜・愛知にて）
＜店舗見学会Ⅰ＞
日時：平成 29 年 9 月 7 日（木）14 時～15 時 30 分
訪問店舗：マリオンガーデン岐阜本店 （株式会社 TRY＆TRUST）
内容：1．店舗見学
2．バックヤード見学
3．DVD 視聴（「T＆T フィロソフィ」策定プロジェクト）
4．質疑応答
＜店舗見学会Ⅱ＞
日時：平成 29 年 9 月 7 日（木） 17 時 15 分～17 時 50 分
訪問店舗：1．サンシャイン KYORAKU 栄店 （京楽産業．株式会社） ※見学のみ
2．キング観光サウザンド栄住吉店 （株式会社キング観光） ※見学のみ
＜企業訪問・拡大人事問題研究部会＞
日時：平成 29 年 9 月 8 日（金）9 時～14 時開催
訪問企業：株式会社 TRY＆TRUST 本社、会議室
内容：1．本社見学
2．朝礼見学
3．DVD 視聴（盛和塾 山田社長講演）
4．社長講話 ～「経営理念」「T＆T フィロソフィ」について～
株式会社 TRY＆TRUST 代表取締役社長 山田 孝志 様
5．「リーダーフィロソフィ発刊にあたって」～フィロソフィ浸透への取り組み～
株式会社 TRY＆TRUST 経営管理部 森 賢一 様
6．質疑応答、ランチミーティング
2）コスト問題研究部会（リーダー：佐藤 千恵）
1．4 月研究部会（4 月 13 日（木）13 時～17 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：1．部員近況報告（コスト関連情報交換）
2．賛助会員プレゼンテーション 「どんぴしゃスロット、ダイチョーホー・マジか」
株式会社スリーストン 代表取締役社長 白石 光男様
3．コスト問題研究部会アンケートコーナー「新聞への折り込みチラシについて」
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4．企業トピック 「店内装飾の内製化によるコストダウンのお勧め」
担当 前川 竹志部員 （株式会社インターコスモス）
5．今期活動計画について
6．コスト削減に関する情報共有
2．5 月研究部会（5 月 11 日（木）13 時～17 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：1．部員近況報告（コスト関連情報交換）
2．企業トピック 「LED 導入Ⅰ」
担当 新井 弘光 部員（アメニティーズグループ）
LED レンタルを導入するとの事。月々の電気代削減費用からレンタル代を出すのでデメリット
は無い。買取の方が安価になるものの、破損時の保険も考えレンタルを選択した。
3．拡大コスト問題研究部会 in 長野について
3．6 月研究部会（6 月 8 日（木）13 時～17 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：1．部員近況報告（コスト関連情報交換）
2．「長野県 最新ホール事情」
JCM システムズ株式会社 宮村 伸輔サブリーダー
3．拡大コスト問題研究部会 in 長野 開催スケジュール
4．今期活動計画について
5．コスト削減に関する情報共有
4．7 月拡大研究部会・ストアコンパリゾン in 長野（7 月 6 日（木）～7 日（金）長野にて開催）
1 日目：ストアコンパリゾン in 長野Ⅰ（4 店舗 ※訪問順）
KEIZ 松本店、ダイナム 長野小諸店 ゆったり館、夢屋 小諸店、
よろこびの街 100 万ドル アムアム店
2 日目：株式会社アメニティーズ 本社訪問
拡大コスト問題研究部会 in 長野
1．アメニティーズグループ 代表 金本 朝樹 様 ご挨拶
2．アメニティーズグループ コスト削減対策について 御担当者 質疑応答
3．テーマ：「業界情勢の変化」と、対応する「コスト削減」
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
ストアコンパリゾン in 長野Ⅱ（4 店舗 ※訪問順）
マルハン川中島店、ニューアサヒ 長野青木島店、ベガス 1300、ニュートーキョー 柳原店
5．8 月研究部会（8 月 10 日（木）13 時～17 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：部員近況報告（コスト関連情報交換）
企業プレゼンテーション「現場施工型後付け Low-E ガラス アトッチ
～断熱性、遮熱性、省エネ性を高めるペアガラス化～」
AGC グラスプロダクツ株式会社様
7 月拡大部会 in 長野 振り返り
コスト削減に関する情報共有
6．9 月研究部会（9 月 14 日（木）13 時～17 時 開催・PCSA 会議室にて）
内容：企業プレゼンテーション「安定的な利益確保のお手伝い～景品～」 アトレ株式会社様
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企業プレゼンテーション「レジャー＆サービス産業展 2017 出展内容について」
オムロンアミューズメント株式会社
企業トピック「調光 LED 導入・コスト削減についてⅡ」
担当 新井 弘光 部員（アメニティーズグループ）
部員近況報告（コスト関連情報交換）
コスト削減に関する情報共有
3）法律問題研究部会（リーダー：荒田 政雄）
1．4 月研究部会（4 月 22 日（土）13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．新流通制度について
2．新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況まとめ
3．警察庁への相談・回答 「休憩所兼」食堂施設の設置について」
4．遊技機（釘）・広告宣伝に関する業界情報共有について
5．依存問題対策について
6．法律問題研究部会 質問コーナー 「構造物について」
7．パチスロ旧基準に認定に関する質問主意書・答弁書について
8．遊技約款 質問について 「駐車場のないホール対応について」
2．5 月研究部会（5 月 27 日（土）13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．「安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会 開催案内（福岡） 2017.6.14」について
2．「第 166 回拡大法律問題研究部会 in 札幌-ご案内 2017.6.23～24」について
3．「PCSA アンケート-新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況まとめ」について
4．「新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の推移（20161231）について
5．「法律問題研究部会-質問コーナー」Q くぎ確認シートについて
6．「新流通制度 アンケート まとめ」について
7．業界記事
・「パチンコ六法全書-遊技機のカシメ不良とメーカー責任」2017.4
・「依存問題って何が問題？」プレイグラフ-2016.5
・「風営法とパチンコ営業」PiDEA-2017.4
8．「日工組 管理遊技機説明会 2017.5.22」について
9．「第 60 回 PCSA 経営勉強会」について
3．6 月拡大研究部会・ストアコンパリゾン in 札幌（6 月 23 日（金）～24 日（土）札幌にて開催）
＜1 日目＞
・株式会社合田観光商事 本社訪問
・拡大法律問題研究部会 in 札幌
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．荒田 政雄 リーダー 挨拶 （夢コーポレーション株式会社）
2．現在のパチンコ業界における諸問題について
3．第 4 回依存問題対策プロジェクトチーム 報告
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4．18 歳未満立入禁止の徹底と指差し確認シートの活用について
5．PCSA アンケート－新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況まとめ
6．日遊協課長講話について
7．法律問題研究部会質問コーナー
Q1：レシート発行と有価証券について
Q2：ホールでのお客様の撮影について
Q3：ワゴン販売について
8．規則改正案（不確定版）について
9．記事「賛否両論のくぎ確認シートに困惑する現場の声」について
10．高井崇議員「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書ならびに答弁書」に
ついて
11．パチンコ先進地域 北海道札幌（遊技日本 201706）について
12．ストアコンパリゾン in 札幌 質問リストについて
＜2 日目＞
・ストアコンパリゾン in 札幌（3 店舗 ※訪問順）
プレイランドハッピー南 6 条店、イーグル R1 南 8 条店、パチンコひまわり札幌駅前タワー店
4．7 月研究部会（7 月 29 日（土）13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
2．「新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の推移について（日工組・日電協)」
3．風営法規則改正について
4．遊技機性能調査の結果 一般社団法人遊技産業健全化推進機構
5．駐車場乳児死亡事故について
5．8 月研究部会（8 月 26 日（土）13 時～16 時・PCSA 会議室にて）
内容：日常営業における全国各地の事例について情報共有
1．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
2．「新基準に該当しない高射幸性遊技機設置状況の推移について（日工組・日電協)」
3．法律問題研究部会 質問コーナー 「自己申告プログラムについて」
4．パブリックコメント、余暇進意見について
5．都道府県遊協情報
新台入替等を除く特定日等の記載された店内外掲示等による一切の広告媒体での事前・事後
告知の禁止等について（宮崎県遊協 20170817）
6．PCSA パチンコホール法律ハンドブック 2018 改定 新版 発行について
7．愛知県警察／風営適正化法等の一部改正のご案内(平成 29 年 10 月 1 日施行)について
8．風適法法律施行規則の一部改正について
9．風営法議連会合 風適法法律施行規則の一部改正に関わるパブリックコメント結果などについて
4）不正対策研究部会（リーダー：松本 浩）
1．4 月研究部会 4 月 20 日（木）15 時～17 時 拡大部会 開催
4 月 21 日（金）10 時～12 時 不正対策勉強会 開催
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13 時～15 時 店舗見学会（ニラク郡山美術館通り店）開催
ニラク ビジネスセンター 会議室にて
1．3 月ゴト被害アンケートについて
2．最新ゴト情報について
3．内部不正対策について
外部不正だけでなく内部不正の防止策を集めることで、内部不正が発生する前に抑止出来ないか
という意図で各社のノウハウを共有している。今月は、金銭誤差、景品誤差、玉メダル手入力、小
口出金履歴、保留証書などについて各社の対応、規定などの情報を共有した。
4．業界誌 不正対策記事（3 記事）について
2．5 月研究部会（5 月 19 日（金）13 時～15 時開催・・PCSA 会議室にて）
1．4 月ゴト被害アンケートについて
2．最新ゴト事例・対策の情報共有
3．内部不正対策について
各社の PC のガード状況についてプリントアウトの権限や USB メモリーなどの外部記録装置の取扱い
などについて情報を交換した。また、閉店後の再入店対策や通報窓口の対応基準等についても情
報を交換した。
4．遊技機発火事例について
特定遊技機からの発火事例について情報を交換した。また、別の遊技台での発火事例や他企業で
の発火事例の発生頻度について事例を集める事とした。
5．業界誌 不正対策記事について
3．6 月研究部会（6 月 30 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
1．5 月ゴト被害アンケートについて
2．最新ゴト情報について
3．内部不正対策について
横領対策、玉メダル持ち出し対策、不正基板取り付け対策、設定漏洩対策等が事案として挙げら
れた。
4．遊技機発火事例について
特定遊技機からの発火事例のアンケート結果について情報を交換し。メーカーへの質問書の内容を
検討した。
5．業界誌 不正対策記事について
4．7 月研究部会・勉強会（7 月 21 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
1．6 月ゴト被害アンケートについて
2．最新ゴト情報について
3．内部不正対策について
「設定漏洩」をテーマとした。設定漏洩の発見、発覚の経緯や開店時の適切な席取り手法などにつ
いて情報を交換した
4．ユニバーサル不正ドア中継基板情報共有
5．日電協訪問の検討
＜第 36 回 PCSA 不正対策勉強会（15 時～17 時）＞
演題：『最新のゴト情報について』
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講師：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
5．8 月研究部会（8 月 25 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
1．7 月ゴト被害アンケートについて
2．最新ゴト情報について
3．特定遊技機からの発火事例 質問書について
4．日電協訪問 依頼書について
5．内部不正対策について
一般ホールスタッフの設定漏洩の手法、防ぎ方の情報共有をした
6．業界誌 不正対策記事について
6．9 月研究部会（9 月 15 日（金）13 時～15 時開催・PCSA 会議室にて）
1．8 月ゴト被害アンケートについて
2．最新ゴト情報について
3．内部不正対策について
役職者の設定漏洩について、手法、防ぎ方の情報共有をした
4．特定遊技機からの発火事例 質問書 報告
5．日電協訪問 依頼書 報告
6．質問コーナー「誤差玉、誤差メダルの報告ルール」について
5）遊技法案研究会（委員長：荒田 政雄）
1．4 月研究会（4 月 27 日（木）午後 14 時 45 分～15 時 45 分開催・PCSA 会議室にて）
1．新遊技法について（日本維新の会勉強会報告、今後の対応について）
2．くぎ問題の対応について
3．3 店方式について
4．その他
2．6 月研究会（6 月 22 日（金）14 時 45 分～15 時 45 分開催・PCSA 会議室にて）
1．業界のリスクと解決方法について
2．労働組合との連携について
3．研究会名称の再検討
4．その他
3．7 月研究会（7 月 20 日（金）14 時 45 分～15 時 45 分開催・PCSA 会議室にて）
1．今後の活動方針について
2．リスクと対応方法の整理について
3．法律等への対応について
4．労働組合への対応について
4．9 月研究会（9 月 21 日（金）14 時～15 時開催
ホテルモントレ グラスミア大阪 23 階 ウィンダミアホールにて）
1．リスクと対応方法の整理について
2．日工組訪問報告（保通協試験の概要）、くぎ問題解決の方法
5．三堀弁護士訪問
6 月 30 日（金）午後 1 時 30 分～2 時 30 分・三堀法律事務所（有楽町）
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内容：業界の重大リスクの規制の根拠と対応方法
①くぎ問題 → 遊技機の無承認変更違反
（量定 A で，原則許可取消だが，通常は営業停止 6 か月）になる重大リスクになる。
②景品問題 → 質問主意書にて潜在的なリスクから重大リスクの可能性に変化。
6．日本遊技機工業組合訪問
9 月 12 日（火）11 時～12 時 10 分開催・日工組 会議室
内容：PCSA 遊技法研究会の概要説明
検定にかかる保通協試験の質問
① 試験の概要
② 試験項目に関する質問
くぎに関する試験項目、ベースについて、くぎ確認シート
パチンコホールにおける遊技くぎの対応
6）依存問題対策プロジェクトチーム（リーダー：辻 良樹）
1．4 月研究会－1（4 月 7 日（金）午後 13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
＜内容＞
1．リーダー、サブリーダー 決定
2．PT の名称について
3．開催スケジュールについて
4．活動計画 作成（以下、検討内容案より →PT での論点を整理する）
①情報収集・共有（業界内外の最新の情報を収集・共有。日遊協・依存問題 PT との連携）
②パチンコホールの取組みの整理（「社員教育」「自己申告プログラム」など、パチンコホールの取組
みを整理し、実際にスムースに導入できるような手法の研究。スケジュール立案）
③独自の対応の提案（「カ行運動」など）
※②「パチンコホールの取組みの整理」に組込 → 最初に対応策を検討した上で進めていく
④中長期的なパチンコのあり方の研究（依存問題対策の前提となる中長期のパチンコ業界のある
べき姿を検討します）
⑤依存問題の「問題点」を明確化
⑥経営勉強会等で成果、研究内容の発表
→ タイミングを見て検討。久里浜医療センターの医師の話は、まず当部会で検討してから勉強
会講演として検討したい。
5．活動内容に沿った内容
①情報収集・共有
②パチンコホールの取組みの整理
③独自の対応の提案
④中長期的なパチンコのあり方の研究
⑤依存問題の「問題点」を明確化
→ 次回までに辻リーダーがまとめ
2．4 月研究会－2（4 月 21 日（金）午後 13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
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＜内容＞
1．第 16 期の開催スケジュールについて
2．前回からの懸案事項について
①依存問題とは（問題点の明確化）
②RSN への 21 世紀会からの出向について（西村先生のご意見。PCSA 会員からも参加可能か）
③安心安全アドバイザー講習会を PCSA 独自で設定できるか（西村先生に確認）
④自己診断チェック表の新旧の違いについて、西村先生に確認
3．活動計画に沿った内容
①情報収集・共有
②パチンコホールの取組みの整理、独自の対応の提案
③中長期的なパチンコのあり方の研究
4．その他
①久里浜医療センター資料
3．6 月研究部会（6 月 16 日（土）13 時～16 時開催・PCSA 会議室にて）
1．依存に関する PCSA 声明について
2．ギャンブル依存症対策基本法案 概要（未定稿）について
3．自己申告プログラムについて
4．海外における特定複合観光施設に関する調査分析業務委託報告書について
5．依存関連 記事
・05-1 記事「リカバリーサポート・ネットワークは業界の危機を救えるのか？」PiDEA-2017.5
・05-2 記事「安心パチンコ・パチスロアドバイザーの存在は有効な対策？」PiDEA-2017.5
・05-3 記事「業界よもやま話 論点がかみ合わない田中氏と歩み寄る時期」PiDEA-2017.5
4．7 月研究部会（7 月 29 日（土）9 時 30 分～12 時開催・PCSA 会議室にて）
1．7 月 25 日開催依存対策推進会議 内容共有
・安心安全アドバイザー講習会
・RSN 出向社員
・自己申告プログラム
・一般社団法人 PRCPG
・駐車場車内幼児死亡事故
2．依存関連 記事「世界基準で考える自己申告プログラム」
5．8 月研究部会（8 月 26 日（土）9 時 30 分～12 時開催・PCSA 会議室にて）
1．第 8 回依存問題対策推進会議 開催について
2．パチンコパチスロ遊技障害全国調査について
3．安心娯楽通信（RSN）について
4．安心パチンコパチスロアドバイザーアンケートまとめ 20170804
5．法律問題研究部会 質問コーナー 「自己申告プログラムについて」
以上
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ストアコンパリゾン in 大阪
開催日時

平成 29 年 9 月 22 日（金） 午前 9 時 40 分～午後 3 時 30 分

開催地域

大阪府 大阪市 東住吉区、住之江区、淀川区

出席者

アテンド 2 名（理事 1 名含む）、理事 3 名、幹部 1 名、研究部会 リーダー3 名、正会員 6 名、
賛助会員 10 名 合計 25 名
＜アテンド＞ 2 社 2 名
矢尾板 智 様

オンヴォード

代表

荒籾 伸一

株式会社ボネール AM 事業部 部長（PCSA 理事）

＜理事＞ 2 社 1 名
藤本 達司

株式会社ダイナム 代表取締役社長

金光 淳用

株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長

＜専務理事＞ 1 名
中島 基之

一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会

＜監事＞ 1 社 1 名
宮村 伸輔

JCM システムズ株式会社 法人担当部長

＜研究部会 リーダー＞ 3 社 3 名
人事問題研究部会 リーダー
志賀 健太郎

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

コスト問題研究部会 リーダー
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光 営業部課長

法律問題研究部会 リーダー、遊技法研究会 委員長
荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 監査役

＜正会員＞ 3 社 6 名
山本 勝之

株式会社キョウサン スーパーバイザー

大原 寛重

株式会社キョウサン スーパーバイザー

梁 堯

株式会社ボネール AM 事業部 SV

福井 宏彰

株式会社ボネール AM 事業部 次長

川部 盛弘

株式会社晋陽 営業課長

出来 雅士

株式会社晋陽 マネージャー

＜賛助会員＞ 6 社 10 名
岩田 友宏

株式会社スリーストン 営業部部長

桂木 浩志

大都販売株式会社 大阪営業所 所長

八方 昌史

株式会社大商 営業部 課長

木村 芳史

株式会社大商 景品流通部 主任

西川

オムロンアミューズメント株式会社 主査

昇

中田 修一

ジャパンネットワークシステム株式会社 西日本営業所 所長

石川 和紘

ジャパンネットワークシステム株式会社

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

日好 信之

株式会社インターコスモス 取締役部長

刈谷 雄亮

株式会社インターコスモス 主任
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スケジュール
09：40

集合 ① ホテルモントレ グラスミア大阪 １階正面玄関車寄

09：50

出発 ① ホテルモントレ グラスミア大阪 ※チャーターバス
・矢尾板氏より挨拶・ガイダンス

10：10

② イルサローネ東住吉店 （株式会社アサヒディード）
・視察 15 分、質疑応答 35 分

11：00

イルサローネ東住吉店

② イルサローネ東住吉店 終了
・自己紹介・荒籾理事より概要説明

11：20

③ リッチウエル本店 （株式会社加賀屋）
・視察 15 分、質疑応答 35 分

12：10

③ リッチウエル本店 終了

12：15

昼食 ④ 木曽路 住之江公園店

12：55

昼食 ④ 木曽路 住之江公園店 終了

リッチウエル本店

・矢尾板氏よりアドバイス・解説
13：40

⑤ ベラジオ西中島店 （ベラジオコーポレーション株式会社）
・視察 15 分、質疑応答 35 分

14：30

⑤ ベラジオ西中島店 終了
・感想発表会

14：50

解散１ ⑥ JR 新大阪駅

15：30

解散２ ⑦ 伊丹空港

ベラジオ西中島

１．イルサローネ東住吉店 （株式会社アサヒディード）

株式会社アサヒディード

店舗名

イルサローネ東住吉店

設立

昭和42年（1967年）

住所

大阪府大阪市東住吉区中野4-9-23

資本金

1億円

交通

地下鉄谷町線駒川中野駅・中野交差点から歩いて10分

代表者

代表取締役社長 板倉 孝次

立地環境

売上高

2016年度 361.7億円

電話

事業所

大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル11F

営業時間 10:00 ～ 23:00

店舗数

12店舗

台数

パチンコ 336台 / スロット 219台

URL

http://www.asahideed.co.jp/

料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [21.27]

06-6705-0012

営業形態
店休日
駐車場

300 台

特徴

スロット外税導入 （1000円 47枚貸）
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２．リッチウエル本店 （株式会社加賀屋）
株式会社加賀屋

店舗名

リッチウエル本店

設立

昭和58年12月6日

住所

大阪府大阪市住之江区南加賀屋2-2-23

資本金

1,700万円

交通

代表者

代表取締役 荒籾 伸一

立地環境 駅前立地

売上高

53.7億円（平成29年3月期）

電話

事業所

大阪市住之江区南加賀屋2-2-23

営業時間 10:00 ～ 22:45

店舗数

4店舗

台数

パチンコ 484台 / スロット 122台

URL

http://www.richwell.link/

料金

パチンコ： [4円（220）・1円（264）]
パチスロ： [1000円/50枚（82台）
1000円/200枚（40台）]

地下鉄四つ橋線 住之江公園駅3番出口前

06-6685-7538

営業形態
店休日

年中無休

駐車場

120 台

特徴

３．ベラジオ西中島店 （ベラジオコーポレーション株式会社）

ベラジオコーポレーション株式会社

店舗名

ベラジオ西中島

設立

2000年4月

住所

大阪府大阪市淀川区西中島5-10-6

資本金

1,000万円

交通

代表者

代表取締役 吉田拓明

立地環境

売上高

2017年3月期 グループ連結 406億円

電話

事業所

大阪市港区波除3-9-8

営業時間 10:00 ～ 22:40

店舗数

19店舗・フランチャイズ1店舗、海外拠点4店舗

台数

パチンコ 224台 / スロット 236台

URL

http://bellagio.jp/

料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [20]

06-6838-6600

営業形態
店休日

年中無休

駐車場

90 台

特徴

4円パチンコ：188台 １円パチンコ：36台 20円
スロット：236台
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