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平成 30 年 10 月版

第 148 回不正対策研究部会
開催日時

平成 30 年 10 月 24 日（金）

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

出席者

＜リーダー＞
松本 浩

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

＜サブリーダー＞
倉沢 隆志

株式会社ニラク 法務部 コンプライアンス担当

＜部員＞
金子

敦

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 リスク管理担当

松尾

武

夢コーポレーション株式会社 運営推進部 業務システム構築グループ マネジャー

梅野 唯行

株式会社合田観光商事 業務推進部 セキュリティ課 課長

磯本

一

株式会社キョウサン 営業部 課長

上野

誠

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

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） 監査室 係長

柏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 営業支援部 主任

信吾

徳永 正宣

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務課長

山本

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

譲

＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 1 名、株式会社正栄プロジェクト 1 名
＜メーカー 参加者＞
大庭 義樹 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 セキュリティ対策部 部長
＜オブザーバー＞
高石 隆一 様 有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役社長
藤本 雅人 様 株式会社 A&F 代表取締役社長

１）株式会社 A&F プレゼンテーション 「商品のご案内」
説明：株式会社 A&F 代表取締役社長 藤本 雅人 様
藤本氏は、大手パチンコホール企業を 25 年務めて退職。その間 9 年間は、セキュリティ対策を業務として被害
額を大幅に削減してきた。現在、ホール企業の皆様のお手伝いとして業務をしており、データラインテスター、喫
煙ブース、ホールコン統合システム、監視カメラ、顔認証システム、メダル識別機、メダルこぼれ対策部品、試打
用自動玉補給組合アダプターなどの製品を取り扱っていると説明した。部員からは、試打用自動玉補給組合
アダプターの仕組みや適用事例、メダル識別機の性能、喫煙ブースの概算費用、メダルこぼれ対策部品の対
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象メーカー等について質疑が出された。

２）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(9 月)について
アンケート回答 7 社。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、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。
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。

３）内部通報制度 退職関連トラブル通報事案について
先月開催した「内部通報制度 勉強会」において提供された資料中に、退職時のトラブル案件に関して追加
質問があり、担当者からその具体的事例 7 件について説明、解説がされた。それに伴い、部員間でそれぞれの
事例が自社で発生した場合の対処についての情報を共有した。

４）株式会社ユニバーサルエンターテインメント 情報交換
御担当者より不正なサブ中継基板を新たに発見した件が報告された。また、ハーネスに関するショートゴトにつ
いて、類似ゴトの発生に関して情報を共有した。また、部員より各種部品の交換や遊技台の部品変更などに
ついて要望が出された。

５）11 月 拡大研究部会・勉強会 in 九州
11 月拡大不正対策研究部会・勉強会 in 九州のスケジュールの確認をした。
＜スケジュール＞
11 月 29 日(木) 1 日目
14：45

集 合 福岡県遊技会館 ３階 会議室

15：00～17:00

第一部 第 149 回 PCSA 不正対策研究部会 in 九州
部会員・参加者による最新ゴト情報交換
会場：福岡県遊技会館 ３階 会議室

17：30～19:30

情報交換交流会 会費￥5,000-(税込)
会場：もつ鍋 越後屋 博多駅前本店

11 月 30 日(金) 2 日目
10：00

集 合 福岡県遊技会館 入口前

10：00～12:00

第二部 ストアコンパリゾン in 九州
博多駅近郊、注目ホール２店舗を訪問

12：00～13:00

昼 食 日遊協 九州支部 お薦め飲食店(複数)にて各自昼食

13：30～15:30

第三部 第 45 回 PCSA 不正対策勉強会 in 九州
『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
会場：福岡県遊技会館 ３階 会議室

15：30

解 散 福岡県遊技会館
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６）平成 31 年 4 月～ 部会開催スケジュール 検討
来期、平成 31 年 4 月からの部会開催スケジュールを検討、仮決定した。
04 月 19 日(金) 勉強会 大阪
05 月 24 日(金)
06 月 28 日(金)
07 月 26 日(金) 勉強会 長野
08 月 23 日(金)
09 月 27 日(金)
10 月 25 日(金) 勉強会 東京
11 月 29 日(金)
12 月 20 日(金)

７）次回開催
平成 30 年 11 月 29 日（木）～30 日（金）
第 149 回 PCSA 不正対策研究部会・第 45 回 PCSA 不正対策勉強会 in 九州
※ 詳細スケジュールは、「５）11 月 拡大研究部会・勉強会 in 九州」を参照。

以上
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