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PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）
令和 1 年 11 月版

第 168 回拡大コスト問題研究部会・ストアコンパリゾン in 大阪
開催日時

令和 1 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）

開催場所

大阪府大阪市内、堺市内

出席人数

部員 7 名、賛助部員 7 名、正会員オブザーバー6 名、賛助会員オブザーバー5 名、合計 25 名

出席者

＜リーダー＞
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光 営業部 課長

＜サブリーダー＞
宮村 伸輔

株式会社エルゴジャパン 常務取締役

＜部員＞
上田 芳己

株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当部長 （新規事業）
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

呉 允博

株式会社日本ヒュウマップ 景品事業担当 （新規事業）
（株式会社ダイナムジャパンホールディングス）

佐々木 晃司

株式会社ニラク 店舗開発部 部長

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

新井 弘光

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 企画開発部 係長

原田 明光

株式会社三永 管理部 コスト管理担当 顧問

＜賛助部員＞
木島 剛太

日昭産業株式会社 課長代理

園田 悦志

株式会社大商 関東統括支店 支店長

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社 営業推進部 情報分析グループ サブマネージャー

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント事業部 渉外統括補佐

青木 勇二

株式会社山宝商会 プロジェクト事業部部長

古賀 新

株式会社インターコスモス 東京支店 支店長

＜正会員オブザーバー＞
宗形 浩吉

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備グループ グループ Mgr.

荒川 潤志

ミカド観光株式会社 営業本部長

荒籾 伸一

株式会社加賀屋 総務部長

萩原 康雄

株式会社加賀屋 営業企画課

中尾 俊介

株式会社加賀屋

前野 匡志

アメニティーズグループ (株式会社パンドラ)営業支援部 兼任 企画開発部 部長

＜賛助会員オブザーバー＞
白石 光男

株式会社スリーストン 代表取締役

岩田 友宏

株式会社スリーストン 営業部長

樋笠 修

株式会社大商 取締役本部長

金子 義生

株式会社エルゴジャパン 営業部長
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山根 信彦

株式会社インターコスモス 次長

スケジュール
＜スケジュール＞
2019年11月19日（火） ＜1日目＞
13：45

集合 南海電鉄 高野線 堺東駅 西出口 外
移動 15分（実質8分、タクシー\770-）

14：00

ストアコンパリゾンin大阪 Ⅰ
① グランキコーナ堺店（60分）

15：30

② リッチウエル長居店（30分）

16：20

③ イルサローネ東住吉店（50分）

18：00

ストアコンパリゾン 終了

19：00

情報交換交流会 「鶏卸直営 朝びき専門 八金 西中島店」
住所：大阪府大阪市淀川区西中島3-19-10

2019年11月20日（水） ＜2日目＞
9：30

集合 大阪メトロ 新大阪駅

10：00

企業訪問、コスト問題研究部会in大阪
訪問先：株式会社インターコスモス様 本社
住所：大阪府大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル
本社訪問・見学（10分）
コスト問題研究部会（1時間20分）

11：30

部会 終了

12：00

昼食 「大阪のお好み焼き 千日前 はつせ」
住所：大阪府大阪市中央区難波千日前11-25 はつせビル 2F

13：00

ストアコンパリゾン Ⅱ
④ マルハンなんば 本館（60分）

14：30

⑤ ベラジオ西中島店（60分）

15：30

ストアコンパリゾン 終了

15：40

JR新大阪駅 解散

1 日目 ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅰ
2019年11月19日（火） ＜1日目＞
14：00

ストアコンパリゾンin大阪 Ⅰ
① グランキコーナ堺店（60分）

15：30

② リッチウエル長居店（30分）

16：20

③ イルサローネ東住吉店（50分）
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＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞

アンダーツリー株式会社

店舗名

グランキコーナ堺店

設立

昭和 25年 10月 28日

住所

大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1

資本金

9,095万円

電話

072-222-2230

代表者

木下 春雄

営業時間 10:00 ～ 23:00

売上高

279,671(百万円) ※キコーナグループ 2018年09期

遊技金額 パチンコ： [4] [1] パチスロ： [20] [5]

事業所

大阪府大阪市西区西本町一丁目2番8号

台数

パチンコ 1000台 / スロット 817台

店舗数

150店舗 （キコーナグループ）

定休日

不定休

URL

https://www.undertree.co.jp/

駐車場

特徴

パチンコ＆スロット大阪最大1817台！

株式会社加賀屋 （ボネールグループ）

店舗名

リッチウエル長居店

設立

住所

大阪府大阪市住吉区長居東4-8-19

資本金

電話

06-6699-8621

＜ストアコンパリゾン ２店舗目＞

代表者

代表取締役社長 福井 宏彰

売上高

営業時間 10:00 ～ 22:45
遊技金額

パチンコ： [1000円/228玉] [1000円/890玉]
パチスロ： [1000円/89枚]

事業所

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

台数

パチンコ 252台 / スロット 64台

店舗数

3店舗

定休日

未定

URL

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

駐車場

特徴
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＜ストアコンパリゾン ３店舗目＞

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

1967年（昭和42年）

住所

大阪府大阪市東住吉区中野4-9-23

資本金

1億円

電話

06-6705-0012

代表者

代表取締役会長兼社長 板倉 行央

営業時間 10:00～23:00

売上高

334.1億円（2018年度）

台数

パチンコ 336台 / スロット 242台

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

料金

パチンコ： [4] ・ パチスロ： [1000円/47枚]

店舗数

12店舗

定休日

-

URL

https://www.asahideed.co.jp/

駐車場

300台

特徴

２日目 第 168 回拡大コスト問題研究部会 in 大阪
１）12 月 第 5 回コスト問題勉強会について
12 月 第 5 回コスト問題勉強会のテーマ案、スケジュールなどについて検討した。
＜概要＞
開催日： 令和1年12月6日(金)
時間： 午後1時～5時
場所： TKP上野駅前ビジネスセンター 6A
スケジュール：
午後1時～1時45分
第169回コスト問題研究部会
拡大部会振り返り、近況報告、コストに関する情報交換他
午後2時～5時
第5回コスト問題勉強会 （130分+質疑応答30分）
テーマ：『近未来の業界動向と、その「コスト増・減」は･･･どこへ？何へ？』
講師：髙橋 正人様 有限会社トータル・ノウ・コネクションズ 代表取締役
テーマ：『2019年の業績データと消費税店舗のデータ』
講師：北瀬 紳一郎様 サン電子株式会社 サンタック事業部 情報戦略部 ITコンサルティング課
午後5時30分～7時30分
忘年会

PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）5 / 6

２）来期開催スケジュールについて
来期、2020 年 4 月から 2021 年 3 月までのコスト問題研究部会、開催スケジュールを検討した。

３）拡大研究部会について
コスト問題研究部会の拡大研究部会について、様々な意見が部員より出された。
＜意見＞
・ストアコンパリゾンでは、バス車中での情報交換、振り返り等を優先させたい。
・開催案内は、集合時間、解散時間を確定後、早めに案内を出して欲しい。
・ストアコンパリゾンで、質疑応答がグループごとに分かれていた場合、それぞれのすりあわせをしたい。

４）次回開催
名称：第 169 回コスト問題研究部会・第 5 回コスト問題勉強会
開催日時：令和 1 年 12 月 6 日(金) 午後 1 時～5 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
※スケジュール詳細は、「１）12 月 第 5 回コスト問題勉強会について」をご確認下さい。

２日目 ストアコンパリゾン in 大阪 Ⅱ
2019年11月20日（水） ＜2日目＞
13：00

ストアコンパリゾン Ⅱ
④ マルハンなんば 本館（60分）

14：30

⑤ ベラジオ西中島店（60分）

15：30

ストアコンパリゾン 終了

＜ストアコンパリゾン ４店舗目＞

株式会社マルハン

店舗名

マルハンなんば本館

設立

1972年12月

住所

大阪府大阪市中央区千日前2-11-5

資本金

100億円

電話

06-6630-7900

代表者

代表取締役社長 韓 裕

営業時間 10:00 ～ 22:40

売上高

1兆5,503億円（2019年3月期）

台数

パチンコ 622台 / スロット 534台

事業所

東京都千代田区丸の内1丁目11-1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内28階

料金

パチンコ： [4] [1] パチスロ： [20] [5]

店舗数

317店舗

定休日

年中無休

URL

https://www.maruhan.co.jp/

駐車場

特徴

スロット店全席禁煙（喫煙室有）
パチンコ店全席喫煙可能
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＜ストアコンパリゾン ５店舗目＞

ベラジオコーポレーション株式会社

店舗名

ベラジオ西中島店

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

電話

06-6838-6600

代表者

代表取締役 吉田拓明

営業時間 10:00 ～ 22:40

売上高

台数

パチンコ 188台 / スロット 272台

事業所

大阪市港区波除3-9-8

料金

パチンコ： [4]
パチスロ： [20]

店舗数

23店舗

定休日

年中無休

URL

https://www.bellagio.jp/

駐車場

115 台

特徴

ベラジオグループ「最重要旗艦店」
ベラジオ西中島店へようこそ！
4円パチンコ：188台 20円スロット：272台

以上

