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PCSA アクションレポート（法律問題研究部会）
令和 1 年 6 月版

第 188 回拡大法律問題研究部会 in 岐阜・富山
※依存問題対策プロジェクトチームと共同で開催いたしました。
開催日時

令和 1 年 6 月 28 日（金）～29 日（土）

開催場所

＜ストアコンパリゾン・店舗見学会＞
岐阜県高山市、富山県砺波市、富山県富山市
＜拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山＞
富山県民会館 707 号室（富山県富山市新総曲輪 4 番 18）

出席人数

部員 9 名､賛助部員 3 名､正会員オブザーバー1 名、賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、
富山県遊技業協同組合 7 名、合計 22 名

出席者

＜リーダー＞
荒田 政雄 夢コーポレーション株式会社 監査役
＜サブリーダー＞
八重樫 浩輝

株式会社合田観光商事 執行役員 業務推進部 部長

＜部員＞
辻 良樹

株式会社ダイナムジャパンホールディングス 法務グループ グループ長

生島 靖也

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 法務担当

佐久間 仁

株式会社ニラク 法務部 部長代理

武田 裕明

株式会社ニラク 法務部

吉田 一雄

株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ 監査

武内 好努

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 監査室 課長

小林 正俊

アメニティーズグループ （株式会社パンドラ） 営業支援部 係長

＜賛助部員＞
石黒

勝

三本珈琲株式会社 管理部 取締役 統括本部長

長嶋 敦志

グローリーナスカ株式会社 BC 部 サブマネジャー

前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜正会員オブザーバー＞
須藤

暁

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当

＜賛助会員オブザーバー＞
田野倉 司

合同会社 DMM.com 営業戦略部 マネージャー

＜オブザーバー＞
谷村 司 様

一般社団法人ぱちんこ広告協議会 理事 （ダイコク電機株式会社）

＜富山県遊技業協同組合（以降、富山県遊協）＞
森 信幸 様

株式会社ムラタ クワトロブーム 店長

小林 孝利 様 株式会社ノースランド 営業管理次長
高島 貞幸 様 株式会社ノースランド 営業管理課長
米田 史樹 様 株式会社ノースランド 人事課人財開発担当課長
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林 拓也 様

株式会社マルハン 富山インター店 マネージャー

上野 寿徳 様 永森商事株式会社 副部長
髙野 明彦 様 永森商事株式会社 課長

スケジュール
令和元年 6 月 28 日(金) 1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
PM1:00

集合 JR 富山駅 新幹線中央改札口 外側・バス移動
ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 ※見学のみ

PM3:10

◆１ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市

PM5:30

◆２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM6:05

◆３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM7:00

解散 JR 富山駅着＆各自チェックイン

PM7:45

情報交換交流会 越中膳所・海の神山の神 TEL：076-445-1155
住所：富山県富山市総曲輪 1-1-21 筧田ビル 1F 会費：￥5,000-（税込）

令和元年 6 月 29 日(土) 2 日目
午前中

店舗自由見学会

PM12:00 各自昼食
PM01:00 拡大法律問題研究部会・依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
会場 富山県民会館 707 号室 TEL：076-432-3111
住所：富山県富山市新総曲輪 4 番 18 号 （JR 富山駅から徒歩 650m10 分）
PM04:00 終了

ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
令和元年 6 月 28 日(金) 1 日目 ストアコンパリゾン in 岐阜・富山
PM1:00

ストアコンパリゾン in 岐阜・富山 ※見学のみ

PM3:10

◆１ EBIS Cafe&Pachinko（30 分）岐阜県高山市

PM5:30

◆２ DSG アリーナ高岡店（15 分）富山県砺波市

PM6:05

◆３ ケイズ高岡店（15 分）富山県砺波市

＜ストアコンパリゾン 1 店舗目＞ ※見学のみ

①

株式会社遊都

店舗名

EBIS Cafe&Pachinko

設立

昭和63年7月11日

住所

岐阜県高山市天満町６丁目１−４

資本金

1000万円

電話

0577-57-5277

代表者

都筑 匡泰

営業時間 11:00～22:30

売上高

遊技金額 パチンコ： [1]

事業所

愛知県豊田市喜多町1-77

URL

http://yout.co.jp/

台数

特徴

パチンコ 20台
インバウンド対応パチンコ店。
店舗の導線は、カフェの中にパチンコがあるスタイルでカ
フェで会話しながらパチンコを紹介するイメージ。パチンコ
の総台数は20台。プラス無料のデモ用機が2台。貸し
玉料金は1円で一般景品交換のみ。
初めてパチンコを体験する人向けに無料のデモ機を使っ
て、スタッフが英語でパチンコの遊び方を説明する。
台間サンドは100円、500円対応。紙幣には対応して
いない。千円札を500玉2枚に両替してもらうパターン
で、500円もしくは1000円で止める。
パチンコはちょいパチが3台、残りは全て甘デジ。ちょいパ
チなら500円でも初当りが体験できる。平均的な遊技
時間は20分程度。
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＜ストアコンパリゾン 2 店舗目＞ ※見学のみ

②

DSGグループ [西原物産株式会社] 他

店舗名

DSGアリーナ高岡店

設立

1972年 西原物産株式会社

住所

富山県高岡市四屋622-1

資本金

5000万円

電話

0766-20-7770

代表者

代表取締役 西原 成奎

営業時間 9:00 ～ 23:00

売上高

約700億円

台数

パチンコ640台/パチスロ392台

事業所

石川県野々市市御経塚四丁目66

定休日

年中無休

店舗数

12店舗

駐車場

1032台

URL

https://www.dsg-group.jp/
地区最大級１,０３２台設置
全台にテレビ付モニター、プレジャービジョン設置。各種対
応ＵＳＢ完備。パチンコ全台分煙ボード設置。1円
パーソナルシステム導入。

特徴

パチンコ低貸あり、パチスロ低貸あり、パチンコ出玉共有
可能、パチンコ台移動可能、パチスロ出玉共有可能、
パチスロ台移動可能、4金種玉貸し機設置、貯メダル
可能、貯玉可能、再プレー可能、来店ポイント、空気清
浄機、プラズマクラスター発生器設置、休憩スペース完
備、おつかいサービス、携帯電話充電可能、電波受信
良好、wi-fi利用可能、漫画本無料、ひざ掛け用ブラン
ケット、傘貸し出しサービス、アメニティグッズ設置、無料
手荷物ロッカー、ワゴン販売サービス、AED（自動体外
式除細動器）設置、駐車場、駐輪場、飲食スペース
完備

＜ストアコンパリゾン 3 店舗目＞ ※見学のみ

③

株式会社平成観光

店舗名

KEIZ高岡店

設立

住所

富山県高岡市蓮花寺801
0766-26-0533

平成元年1月8日

資本金

7500万円

電話

代表者

代表取締役社長 東野 昌一

営業時間 9:00 ～ 22:45

売上高

1,064億円（平成30年3月期）

台数

パチンコ612台/スロット400台

事業所

岐阜県多治見市宝町2丁目39番地の1

料金

パチンコ1玉1.25円貸 1000円/250玉
メダル1枚5円貸 メダル1枚20円貸

店舗数

17店舗

定休日

年中無休

URL

http://www.heiseikankou.com/

駐車場

1000台

特徴

地域最大級ホール１０１２台設置店
高岡市で唯一コンビニエンスストアを併設しております
パチンコ低貸あり、パチスロ低貸あり、パチンコ・パチスロ
低貸あり、パチンコ出玉共有可能、パチンコ台移動可
能、パチスロ出玉共有可能、パチスロ台移動可能、沖ス
ロ、一部計数機設置、4金種玉貸し機設置、貯メダル
可能、貯玉可能、再プレー可能、来店ポイント、空気清
浄機、アロマデフューザー設置、マッサージ機設置、休憩
スペース完備、車椅子乗り入れ可能、おつかいサービ
ス、携帯電話充電可能、電波受信良好、wi-fi利用可
能、漫画本無料、ひざ掛け用ブランケット、傘貸し出し
サービス、アメニティグッズ設置、無料手荷物ロッカー、ワゴ
ン販売サービス、AED（自動体外式除細動器）設
置、駐車場、駐輪場、飲食スペース完備
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店舗自由見学会 in 富山
店舗自由見学会では、6 月 29 日（土）AM10:00～PM12:00 に、富山駅周辺のパチンコホールを各自
で自由に見学して頂きました。
＜店舗自由見学会 in 富山 店舗リスト＞

①

②

③

株式会社ダイナム

ダイナム富山上冨居店

設立

1967年(S42)7月25日

住所

富山県富山市上冨居三丁目9-16

代表者

代表取締役 藤本 達司

電話

076-451-3961

売上高

7,017億円（2018年3月実績、貸玉収入)

営業時間 9:00 ～ 23:00

事業所

東京都荒川区西日暮里2-27-5

遊技料金

パチンコ： [2] [1]
パチスロ： [1000円/89枚]

店舗数

405店舗

台数

パチンコ 320台 / スロット 160台

店舗名

マルハン富山店

2019年4月26日現在

株式会社マルハン
設立

1972年12月

住所

富山県富山市田中町1丁目15番70号

代表者

代表取締役 会長 韓 昌祐

電話

076-405-1888

売上高

1兆5,503億円（2019年3月期）

営業時間 9:00 ～ 22:40

事業所

東京本社
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

遊技料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [20] [5]

店舗数

317店舗（2019年3月期）

台数

パチンコ 576台 / スロット 384台

松木商事株式会社

店舗名

ビックタイガー富山駅前店

設立

住所

富山県富山市桜町2-2-29

代表者

電話

076-433-0414

売上高

営業時間 9:00 ～ 22:30
遊技料金

パチンコ： [4] [1] [0.5]
パチスロ： [20] [5]

店舗数

台数

パチンコ 135台 / スロット 51台

株式会社ムラタ

店舗名

クァトロブーム富山田中町

設立

住所

富山県富山市田中町五丁目2番15号

電話

076-491-1155

事業所

④

店舗名

代表者

富山県富山市桜町2-2-1

代表取締役社長 村田 展隆

営業時間 9:00 ～ 22:45

売上高
事業所

福井県福井市文京4丁目26-2

遊技料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [20] [2]

店舗数

10店舗

台数

パチンコ 466台 / スロット 368台
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⑤

株式会社ノースランド

店舗名

ノースランド山室店

創業

昭和50年

住所

富山県富山市中市1番地6号

代表者

代表取締役社主 澤田 辰勇 様

電話

076-424-7770

売上高

⑥

営業時間 9:00 ～ 23:00

事業所

富山県魚津市吉島二丁目4番25号

遊技料金

パチンコ： [4] [2.22] [1] [0.5]
パチスロ： [20] [5] [2.5]

店舗数

富山県下22店舗

台数

パチンコ 912台 / スロット 400台

永森商事株式会社

店舗名

ジャラン南富山店

設立

昭和40年5月

住所

富山県富山市大町字当後割35-7

代表者

永森 豊隆

電話

076-491-2212

売上高

267億3344万円（2016年10月期）

営業時間 9:00 ～ 22:50

事業所

富山県富山市荒町5-5

遊技料金

金 パチスロ： [1000円/47枚] [1000円/188枚]
[1000円/470枚]

店舗数

7店舗

台数

スロット 240台

第 188 回拡大法律問題研究部会 in 富山
議事次第
PM1:00
０．開会の挨拶 荒田 政雄 法律問題研究部会 リーダー
１．拡大法律問題研究部会 in 富山
・メンバー挨拶
・解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊協
・ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①
・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②
・富山県 広告宣伝規制 解説③
～休憩 15 分～
・質問コーナー 質問コーナー「貯玉再プレイの制限数の変更について」
・質疑応答
PM3:10
２．拡大依存問題対策プロジェクトチーム in 富山
・依存問題対策の経緯
・ホールに求められる依存問題対策
・質疑応答
３．まとめ
PM4:00
４．閉会挨拶 辻 良樹 依存問題対策プロジェクトチーム リーダー

PCSA アクションレポート（法律問題研究部会）6 / 7

※依存問題対策プロジェクトチーム 議題については、割愛。

1）解説 警察庁生活安全局保安課 山田好孝課長 講話 日遊協
令和 1 年 6 月 18 日、警察庁生活安全局保安課の山田好孝課長は都内で開催された一般社団法人日
本遊技関連事業協会（以降、日遊協）の第 30 回通常総会において行政講話を行い、「業界の健全化を
推進する上で特に必要であると考えていること」として、以下 7 点について言及した。
１．ぱちんこへの依存防止対策
２．射幸性の抑制に向けた取組
３．検定機と性能が異なる遊技機の問題
４．遊技機の不正改造の絶無
５．遊技機の流通における業務の健全化
６．ぱちんこ営業の賞品に関する問題
７．広告・宣伝等の健全化の徹底
部会では、前年平成 30 年 6 月 7 日の講話と比較検討をして、１．ぱちんこへの依存防止対策、４．遊技
機の不正改造の絶無、７．広告・宣伝等の健全化の徹底の項目に、依存対策の内容がそれぞれ盛込まれ
ている事を確認した。

２）ぱちんこ産業の広告宣伝に関するレポート（案）報告、解説
掲題のレポートに関して、担当者より下記内容の説明がされた。部会では、まだ作成途中ではあるが大変素晴
らしい内容なので従業員教育に使わせて欲しいという意見や、広告宣伝と規制に対する考え方を再確認し今
後の課題を検討していきたいという意見などが出された。
＜目次＞
第 1 はじめに
第 2 ぱちんこ産業における広告宣伝の歴史≪過去≫
・【解説】:広告宣伝と風営法(規制)の歴史
第 3 ぱちんこ産業における広告宣伝の現状《現在》
・【解説】:地域でコントロールされてきた広告宣伝
・(分析)資料 5:(広告宣伝/構造設備/条例違反に関する)行政処分一覧
・【解説】:IR 実施法と依存症問題対策と広告宣伝
第 4 これからのぱちんこ(産業)における広告宣伝の在り方《未来の
・【解説】:ぱちんこ産業における広告宣伝の課題
・【解説】:社会に受け入れられる広告宣伝とは(課題の解消)
第 5 まとめ【作成中】
第 6 (レポート巻末)資料
・ぱちんこ産業関連年表(+広告宣伝) 他

３）一般社団法人ぱちんこ広告協議会について
オブザーバーとして参加した一般社団法人ぱちんこ広告協議会（以降、広告協議会） 理事 谷村 司
様より、広告協議会の成り立ちが説明された。更に目的として、今後、広告を出す出さないという極端な広告
の規制ではなく適度な広告が継続できるような道を模索する事、次にファンとホールをつなぐハブとしての機能を
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果たしたいという事が述べられた。また広告代理店（広告協議会側）の視点、ホール企業（PCSA）の視点、
それぞれが補完しあうことで広告規制の全体像を掴む事、それぞれの要望とその落とし処を模索したい旨が説
明された。

４）広告宣伝規制解説 全国版・過去１年分・直近１か月・富山県 抜粋
全国都道府県遊協から出された広告宣伝規制を、過去 1 年分、直近 1 ヶ月、富山県内のみと分類し下記
の様に、情報を共有、検討した。
・過去 1 年分 全国 広告宣伝規制 解説①
・直近 1 ヶ月分 全国 広告宣伝規制 解説②
・富山県 広告宣伝規制 解説③

全国での傾向、規制数の多さの偏りなどを解説。
直近での傾向の変化を捉え今後を予測。

通知内容を確認、富山県遊協からの参加者より概要をお話し頂く。

５）法律問題研究部会 質問コーナー 2019.6
Ｑ：貯玉再プレイの制限数の変更について
Ｑ１：貯玉再プレイの制限数をイベント的に上げ下げしてはいけないことは周知の事実だが、例えば、「平日
18 時以降は無制限」というような変更は可能か？
部会では、再プレイの使用玉数上限は、風営法（関連法含む）上の規制がない為これだけであれば抵触す
る可能性はないと考えられる。また、使用上限を一時的に撤廃するというお客様有利な内容であるので、店舗
とお客様の遊技契約上も問題ないと考えられる。一方、広告宣伝の観点で見ると、やり方によっては「特別な
日(期間・時間含む)」の訴求ととられ「射幸心をそそる恐れのある」と捉えられる可能性がある、という意見が出
された。

６）次回開催
開催日：令和 1 年 7 月 27 日（土）
時間：午後 1 時～4 時
開催場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 6A
以上

