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一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、このほど昨年 1 年間、第 18 期の研究部会、研究会、プロジェクトチー
ムの活動をまとめた「PCSA 研究部会・研究会・プロジェクトチーム 第 18 期活動の記録 第 19 期活動計画」を刊行する事がで
きました。
刊行に当たってはご支援、ご指導を賜りました皆様、そして何より社業の大変お忙しい中、熱心に研究をされた研究部会部員、
研究会委員、プロジェクトチームメンバーの皆様に厚く御礼を申し上げます。
また第 18 期は全日本遊技事業協同組合連合会、都道府県遊技業協同組合、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、一般社団法人遊技産業健全化推
進機構、更には遊技機メーカーの皆様にも研究部会にご参加いただけました事を心より御礼申し上げます。
2002 年 3 月に PCSA が発足して以来、研究部会は PCSA の大きな柱として活動を続けて参りました。PCSA はパチンコ業界
の産業化を目指しており、その為には、経営者だけではなく、会員各社の実務を担当している方の意識改革、大きな視野も必要
になって参ります。
そこで、PCSA で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、更に
は遊技法研究会、依存問題対策プロジェクトチームを開催し、業界や各企業が直面している問題について議論、研究を進め、現
在までに大きな成果を挙げております。
この「研究部会・研究会・プロジェクトチーム活動の記録 2020」は、1 年間の研究成果を各研究部会・研究会・プロジェクトチー
ムごとにテーマを分けて編集しております。それにより、同じような事案で検討されている皆様のお役に立つものと考えております。
まだ研究部会・研究会にご入会いただいていない会員、賛助会員、特別会員の皆様におかれましては、本書をお読みいただき、
ぜひご研究部会・委員会・プロジェクトチームへの入会をご検討ください。
一方、2020 年初頭から 2020 年 5 月の現時点まで、依然として猛威を振るっている新型コロナウイルス（COVID-19）は、全
世界の社会・経済・行動様式にまで大きな影響を及ぼし続けております。この新型コロナウイルスは、これまでの生活、物流、レジャ
ーの在り方を大きく変えていくことでしょう。これは、パチンコホールの営業形態にも大きな影響を及ぼすと考えられ、情報収集や問
題解決の糸口となる PCSA 活動の重要度は、更に増すことと予測しております。研究部会、研究会、プロジェクトチームにおいても、
現状況の把握、対応策の共有、今後の予測等の活発な活動を継続してまいります。
PCSA 活動を通じて、是非、遊技産業の更なる発展と改革を目指し、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、会員並びに賛助会員の皆様にその担い手のお一人になっていただけますようお願い申し上げます。
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遊技法研究会 活動の記録
委員長 ご挨拶
遊技法研究会の委員長を務めております、夢コーポレーション株式会社の荒田です。
当研究会は、重要課題として『賞品問題』『遊技機問題』の 2 点であると捉えておりますが、
昨年は、遊技機問題にシフトした議論が多く行われました。その中でも特に、「遊技機の押収
事犯」「遊技機の無承認変更違反」「6 か月の営業停止」などが各地で散見され、ホール営
業にとつて極めて重大なリスク発生事案として活発に議論が交わされていました。本年も、遊
技機問題の「新規則遊技機の入替」、業界に求められる「依存問題対策強化」は、継続し
て研究していきます。また、賞品問題として、新たに 2023 年 10 月スタートする「インボイス方
式導入」の研究に着手したいと考えております。最後になりますが、パチンコ産業は、かつて経
験したことのない難題が幾重にも連なっておりますが、担当理事・委員・モデレーター・アドバイ
ザー・オブザーバーと一丸になって課題の解決策を模索、研究していきたいと考えております。

委員長
荒田 政雄
夢コーポレーション株式会社

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 19 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）

副委員長
石山 一広
三本珈琲株式会社

第 18 期 遊技法研究会 メンバー
担当理事
石川 直史

株式会社ワールド 代表取締役社長

委員長
荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社

遊技機検討小部会 副委員長
大石 明徳

株式会社ニラク
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賞品検討小部会 副委員長
石山 一広

三本珈琲株式会社

遊技機検討小部会 委員
齊藤 周平

副代表理事

金光 淳用

理事

城山 朝春

理事

河本 成佑

理事

福井 宏彰

理事

藤田 宏

アドバイザー

賞品検討小部会 委員
國澤 良幸

株式会社大商

木﨑 英之

ゼニス株式会社

大石 正仁

株式会社大商

岡本

株式会社東和商事

國澤 良平

株式会社大商

山崎 仁久

株式会社山宝商会

山本

聡

三本珈琲株式会社

齊藤 信孝

株式会社山宝商会

石黒

勝

三本珈琲株式会社

羽島 正敬

株式会社山宝商会

小玉 幹雄

株式会社昭和堂

廣田 道明

株式会社山宝商会

中村 克彦

ゼニス株式会社

健

アドバイザー参加
加藤 英則

代表理事

中島 基之

専務理事

合田 康広

副代表理事

佐藤 公平

モデレーター

金本 朝樹

副代表理事

牛島 憲明

アドバイザー

藤本 達司

理事

宮村 伸輔

監事

山田 孝志

理事

賛助会員企業オブザーバー参加
金子 義生

株式会社エルゴジャパン

田野倉 司

合同会社 DMM.com

後藤 千乃

株式会社昭和堂

前川 竹志

株式会社インターコスモス

伊藤 信明

オムロンアミューズメント株式会社

兼松 保雄

株式会社共遊商事

桜井 一英

株式会社ビジョンサーチ社

國澤 徹

株式会社共遊商事

伊藤 真祐

合同会社 DMM.com

谷口 和也

株式会社共遊商事

第 18 期 活動報告
＜＜ １．PCSA 声明 発信 2019 年 12 月 25 日 ＞＞
PCSA 声明 ＜最終版＞
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会（PCSA）は、パチンコが社会や国民の皆様に信頼され、親しんでいただける遊
技であり続けるために、下記のとおり声明いたします。
記
皆様ご承知の通り、業界を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。
規則改正に基づく 2021 年 1 月 31 日までの「遊技機入替」とそれによる「収益力の悪化」、2020 年 4 月 1 日に施
行される「改正健康増進法の対応」、2019 年 10 月に実施された「消費税増税による負担増」など、パチンコホール企業
の経営を圧迫する要因が重なり、その厳しさはパチンコホールのみならずメーカーや周辺機器などこの業界全てに波及しており
ます。
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また「レジャー白書」によると、パチンコの遊技人口もピークの 3000 万人から現在では 1000 万人を切る状況にまで落ち
込んでおります。
PCSA では、この厳しい状況だからこそ、パチンコが「法令やルールを守る信頼できる業界」なのか否かが社会から問われて
くるものと考えております。
「法令やルール」を守ることができない業界となるのであれば、この状況は社会からの信頼を失い、さらに現在の遊技客の信
頼も失い、延いては国民からの多くの支持を失う原因のひとつになると考えます。
そこで PCSA では、設置の認められていない「認定・検定切れ遊技機」および「いわゆるみなし機」の撤去、「改正健康増
進法の対応」など、パチンコホールが誠意を持って遵守、対応していくべきだと考えております。
また、メーカーの皆様には 2021 年 1 月 31 日までに遊技機の入替がスムースに進むよう、お客様からご支持いただける
遊技機を、対応可能なスケジュールで、さらにはパチンコホールが購入しやすい安価で提供いただけるよう、一層のご努力をい
ただきたいと望んでおります。
社会が刻一刻と変化していく中、遊技業界も取り残されぬよう、新しい時代・新しい社会の要請に応える新しい基準に基
づいた遊技機の円滑な導入を進めていきましょう。
数十年の長きに亘って国民大衆に娯楽と憩いの場を与え、地域経済の活性化と就業機会の拡大をもたらしてきたパチン
コを、国民から支持され、日本の社会になくてはならない存在であり続けるために業界が一丸となって邁進しましょう。
以上
令和元年 12 月 25 日
一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
代表理事 加藤 英則

＜＜ ２．パチンコ業界のリスクと課題について ＞＞
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。研究会では、2019 年 4 月の会議を皮切りに、掲題のテーマを継続して情
報を共有、意見を交換した。
＜1．2019.4 パチンコ業界のリスクと課題について＞
風営法違反処分や風営法の刑事処分と罰則等について、情報を共有した。
＜2．2019.12 パチンコ業界のリスクと課題について＞
荒田 政雄委員長より、階の業界のリスクと課題について説明があった。
<遊技法研究会のメインテーマ>

石川 直史 担当理事
株式会社ワールド

1)賞品提供の適正化
2)管理遊技機、設定機能付遊技機について
<これから数年にかけての業界の大きな課題>
1)新規則遊技機入替 2021 年 1 月 31 日期限
2)消費税問題 インボイスは 2023 年 10 月から導入
3)改正健康増進法対応 2020 年 4 月
<ホールの現場レベルでの課題>
1)無承認変更事案
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2)広告宣伝
<業界団体で話題になっている課題>
1)新規則遊技機の適合率
2)貯玉再プレー手数料の取り扱い
3)出玉率 100%以上の営業の推進
4)依存問題対策の対応
5)次期参議院選挙への対応
6)風営法議連へのアプローチ
<風営法議連 提言内容>
1)型式試験適合率向上のため改善を図る
2)遊技機自体のゲーム性の向上に配慮し、開発可能な環境整備に努める
3)改札当局と業界の上記についての定期的な協議の場を設ける
4)射幸性の高さとギャンブル等依存の因果関係の立証と、制度合理化のための見直

荒田 政雄 委員長
夢コーポレーション株式会社

しをする
5)ATM 撤去等は法令の要請では無い。キャッシュレス社会のイノベーション促進を妨
げない

＜意見＞
・高射幸性回胴式遊技機の自主規制で 15％以下になっているが、3 年後には全部撤去しないといけない。それは自主
規制ではなく法律。現状では入れ替えする遊技機がない。どう考えるべきか。
・2020 年の東京オリンピックの入れ替え自粛の可能性もあり、一層スケジュールが厳しい。
・後 1 年でホール全体で 300 万台の入替が必要。
・過去の実績では、1 回転以上した事もあるので驚くようなペースではないが、現状の速度では厳しい。
・正月明けの営業をどうするか考えているホールも多い。ホールの撤退や解体の案件が出ているとも聞いた。
・これらの課題に対して、同様に、議員に対しても業界がどうまとまっていけばよいのか考えていきたい。
＜3．2020.1 パチンコ業界のリスクと課題について＞
荒田 政雄委員長より、下記の業界のリスクと課題について説明があった。
・賞品提供の適正化（インのキャッシュレスに併せ、景品の電子ポイント推進など）
・くぎ問題の解決（管理遊技機、設定機能付遊技機）
・依存問題対策の対応（要綱作成、回復施設への助成金）
・射幸性の高さとギャンブル等依存の因果関係の立証と、制度合理化のための見直し
＜意見＞
・賞品問題は、どこの団体でも取り上げづらい案件で提言も難しい。
・「消費税のインボイス問題」は業界にインパクトがあり非常に大きな議論にな
るところ。業界内だけではなく、国税が決める内容に、どう対応していくかを勉
強すべきだと考える。
・理想を掲げた提言は、求めるものが企業によって異なるため共感を得にくい。
一方、リスクの観点から考えると共感を得やすい。これだけ大きなリスクは、業
界が半分になる、存続できなくなる可能性があるとなれば、皆で共通認識を
持ちやすい。
・せっかく新たに始めるのであれば、この業界が持続可能になるにはどうするかを
考えて、今何をすべきか、という視点が必要ではないか。結果として、法改正
が必須というところに戻るかもしれないが、結論ありきの議論では無い。
・「遊技機の規則、検定制度」は、いつ何時、業界を揺るがす改正があると
もしれず、個人的には大きなリスクだと感じている。
・「依存問題」も大きなリスクになると感じている。
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・政策を提言、業界の意見を発信していく団体も必要であるという考え出てい
る。
・遊技機については、「管理遊技機」の情報公開はどうなっているのか。
＞管理遊技機にメリットはあると聞いているがどうなのか。
＞データの管理をメーカーでは無く第三者機関に任せるべきとの声も聞く。
そこは研究する余地、価値はあると思う。
＞PCSA の特徴はユーザー目線、ファン目線で考えるというところ。その目
線で考えると管理遊技機にお客様目線でのメリットには疑問。
・「消費税のインボイス制度」は大きな問題になってくる。
＞どのような影響が出るか？
＞玉貸しの売上 20 兆円に対し 1 兆円以上の消費税が生じる可能性が
ある。
＞そうなると業界は立ちいかなくなる。そうなる確率は低いと思う。
＞現在のところ、国税から方針は出ていない。
＞国税とのルートは作っておくべき。

石山 一広 賞品検討小部会
副委員長
三本珈琲株式会社

＞カジノの状況は？・・・消費税の対象外。
＞海外にインボイス制度はあるのか？・・・ヨーロッパではインボイス制度導入している。
・メダルレスや管理遊技機の仕様が決まるのではないか。
＞ほぼ決まっている。
・管理遊技機と同様、お客様にメリットは何があるのか。そこをもっと議論すべき。
・管理遊技機はデータを管理する為に特殊なユニットなどが増えコストが増加、その負担はどこにかかるのか。
・管理遊技機のメリットは、出玉が規則に抵触していないことがデータから明確になる。
※ 次月度以降のテーマは「インボイス」と「管理遊技機」としたい。情報共有を継続したい。

＜＜ ３．時代に適した風営法を求める議員連盟について ＞＞
2019 年３月から、時代に適した風営法を求める議員連盟による会合が開催され、当連盟に所属する議員、パチンコ業界（ホ
ールならびにメーカー含む）団体代表などが参加、パチンコ業界側の要請や要望をまとめ提言を国家公安委員会委員長に提出
した。当研究会ではその概要、詳細を共有し今後を見据えた意見を交換した。
＜1．2019.4 風営法議連 第３回「依存問題対策等 PT」について＞
＜報告＞
３月２８日の主な議論の内容。はじめに木村議員から ATM の撤去は強制でないと
いう確認が行政側にあった。行政からの回答は建前論のみのであった。他には、経済産
業省がキャッシュレスを進めているので警察庁と経済産業省とすり合わせをして欲しいと
いう事、依存との因果関係に科学的な根拠が無く解明を進めてほしいことなどの意見が
あった。最終的にこの PT に一任し意見を提言としてまとめていきたいという事であった。
＜2．2019.6 風営法議連遊技機基準 PT(4 回)、提言書について＞
＜概要＞
令和元年 3 月 12 日から 4 月 25 日に 4 回の会合を開き、提言をまとめ、国家公
安委員会委員長に提出した。提言の内容は保通協による遊技機試験の適合率が低
い水準に留まっていることを指摘した上で、下記の 5 つを挙げた。
① 型式試験（＝遊技機試験）の結果を開示する等、適合を容易にするための方
策を取り、適合率を向上させること

齊藤 周平 副代表理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社グランド商事・アドバンス

② 遊技機のゲーム性、エンターテイメント性の向上にも配慮し、そうした遊技機が
開発可能な環境整備に努めること
③ ①と②について、警察当局とパチンコ業界の協議の場を定期的に設けること
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④ 射幸性の高さとギャンブル等依存との因果関係が科学的に立証されてい
ないことを踏まえ、科学的な知見を蓄積しながら、制度や実務運用が客
観的且つ合理的なものになるよう必要な見直しを検討すること。
⑤ （「ATM の撤去等」が法令に基づき求められているものではないとした上
で）パチンコ・パチスロ産業が、増加する訪日外国人観光客の娯楽の受
け皿となりうるよう、警察当局はキャッシュレス社会に対応するイノベーショ
促進を妨げないよう、最大限配慮すべき。
＜3．2019.12 時代に適した風営法を求める議員連盟（風営法議連）の動向
について＞
荒田 政雄委員長より、風営法議連の動向について説明があり、下記の意見を
交換した。
・前回の報告で、次回の風営法議連を 12 月の国会中に開催する予定だと報
告したが、実際には議員の幹事会のみ開催され、本会議は本年開催されな
いこととなったと議員秘書から報告を受けた。
＜発言＞

城山 朝春 理事
遊技機検討小部会 委員
ミカド観光株式会社

・幹事会では、要望されたが結果が伴っていないとの報告あり。
・風営法議連設立の当初の大義名分は何か。
＞ダンスが最初。ダンスは風営法の枠内から外れることが出来た。
・今回、風営法議連が活発に活動した理由は何か。
＞遊技規則の改正でダメージ受けた遊技機メーカーが主導したのではと言われている。

＜＜ ４．無承認変更・遊技機の押収 事案事例 ＞＞
2019 年 8 月より、西日本において無承認変更・遊技機の押収事案が発生しており、2019 年９月、10 月、12 月の研究会に
おいて、その概要、詳細を確認した。更にホール運営上の注意点、対応策などについても情報を共有、意見を交換した。

＜＜ ５．定例研究会 テーマ ＞＞
＜1．2019.4 賞品の適正な提供と啓発活動について＞
適切な賞品提供の手法について、問題点や課題点がないか意見を交換した。また、啓発活動の進め方について情報を共
有、検討した。
＜2．2019.6 軽減税率でインボイス制度と古物商について＞
＜意見＞
・インボイス制度について。古物商の免許を取得すればインボイスが不要になると聞い
た。しかし、古物商を取ると１万円以上で記名が必要なはず。何か情報はないか。
・今後、この部分についても調査したい。
＜3．2019.6 依存という言葉について＞
＜意見＞
・依存問題は現在、業界にとっても大きな課題となっているが、「依存」という言葉のと
らえ方が人によって曖昧であり、その点について問題が掘り下げられていないと思う。何
を持って依存というのか、どこが問題なのか。
・自分でコントロールできなくて、生活や他人に迷惑をかけているというのが問題ではな
いかと個人的には考えている。射幸性が一概に悪いわけではなく、適度な依存はあっ

福井 宏彰 理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社加賀屋

て良いと認識している。最近は依存があればすべて悪いという風潮があるが、そうでは
ないと思う。
・何かに依存しないと生きていけないという面もある。
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・こういった考え方は業界内でコンセンサスになっているのか。
・なっていない。政府が言及している依存と、業界の依存の考え方が異なって
いる。政府は「依存を出してはいけない。抑え込まないといけない」と考えてお
り、その為に入り口で排除しお金を使わないようにとさせている。
・一定の依存があることを前提に、そこから問題化するまで途中でリスクを減ら
すようにしていきたい。
・射幸性と依存の因果関係が散々出てくるが、この時の依存は「何」なのか。
射幸性が依存の真の原因であれば、金額を落とす事で効果はあると思うが
そうとも思えない。
・業界で考えている「依存」の定義がはっきりして明確であれば外部に発言、
発信できる。しかし、このままでは、「パチンコは悪」という事で進んでしまう。
・依存問題は、パチンコの存在意義に係る事だと考えている。
・次回は依存の面からも皆さんのご意見を伺いたい。
＜4．2019.7 その他の話題＞
＜意見＞

金光 淳用 理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社ヒカリシステム

・遊技法研究会は当初ずっと景品課題をやってきた。景品問題も重要だ
が、最近は遊技機を検討したいとして小部会に分けた。しかし本日も景品問題小部会の委員にご出席いただいている。
事前にテーマをはっきりさせてほしい。
・保通協の適合率は上がったのか。 >パチンコは上がっている。
・この状況でいくと 12 月に台を入れ替えられるのか不安である。
・遊技機 R が保通協を通ったのは議連の要望の結果、という説がツイッターに出ていた。⇒ それはあり得ない。過去にも
なぜ通ったか分からない不思議な遊技機も多数ある。
＜5．2019.9 消費税対策について＞
・全日遊連の消費税 PT の結果が業界誌に載った。内容 4 点は次の通り。
①消費税を適正に加味し、市場価格と等価で交換。
②出玉率 100％以上の営業形態確立を目指す。
③ホールとメーカー一体で、お客様が手軽に安心して遊べる遊技環境を整える。
④適正利益の圧迫の対応として貯玉再プレーを見直す。
＜意見＞
・これに乗る意味は無いかもしれない。
・団体が集まった時に、課題を共有しておかないといけない。毎回、場当たり的に違う話
が出ても話が進まない。力にならない。21 世紀会で意見をまとめたい。
＜6．2019.9 消費税について＞
＜意見＞
・10 月 1 日からの消費税増税で飲食以外は 10％になる。皆さんどの様に対応され
ているか？
⇒ 市場価格の価格は幅があるので、その範囲で行えばよい。
・定価をどう値上げするのか悩みどころである。
・賞品には金額の幅がある。また、内税、外税、値下げなど対応が色々考えられる。
・タバコなど定価があるのであれば厳格な対応が必要。それ以外には幅がある。
＜7．2019.10 くぎ確認シートに関する日工組のヒアリングについて＞

河本 成佑 理事
遊技機検討小部会 委員
株式会社晋陽

＜くぎ確認シートについて＞
・くぎシートがはじまったのは？・・・2017 年 4 月以前にも試験的に導入をしていた機
種はあったが、完全導入は 2017 年 4 月納品分から。全釘対応は 2019 年 2 月
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保通協持込み分から。
・以前のくぎ確認シートは作らないのか？・・・本来の目的は新台納品時に出
荷時（検定時）と釘が異なっていないか確認するための補助道具であり、
規則で決まった必需品では無い。すでに納品している台についてくぎ確認シ
ートを作成する検討はしていない。
・くぎ確認シートが無い遊技機の設置比率は統計を取っていない。（検定期
間は来年 2020 年 3 月まで。認定機も 2021 年 2 月には無くなる。）
＜設定付遊技機について＞
・設定付遊技機の機種の比率は 2018 年～2019 年 9 月で設定有りが
54％、設定無しが 46％。
・2018 年は有りが 64％、無しが 36％。2019 年は有りが 42％、無しが
58％と 2019 年に入って設定機付遊技機の比率は減っている。
＜意見＞
・釘確認シートは日工組としては新台の納品用のツールであるという事であ
った。

藤田 宏 アドバイザー
遊技機検討小部会 委員
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

＜8．2019.10 全日遊連との協力について＞
風営法議連、全日遊連の消費税 PT についての情報を共有した。また、保通協における遊技機適合率やキャッシュレス推
進等についての意見を交わした。

開催概要
第 74 回遊技法研究会

出席人数 委員 8 名、アドバイザー5 名、オブザーバー3 名、

開催日時 平成 30 年 4 月 18 日（木）

合計 16 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 PCSA 会議室

第 78 回遊技法研究会 in 大阪

出席人数 委員 12 名、アドバイザー8 名、オブザーバー2 名、

開催日時 令和 1 年 10 月 17 日（木）

合計 22 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋 4D

第 76 回遊技法研究会

出席者

開催日時 令和 1 年 6 月 20 日（木）

理事 7 名、幹部 3 名、委員 5 名、
オブザーバー8 名、合計 23 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 上野駅前会ビジネスセンター 3 階 3A

第 79 回遊技法研究会

出席人数 担当理事 1 名、委員 11 名、アドバイザー7 名、

開催日時 令和 1 年 12 月 19 日（木）

オブザーバー3 名、合計 22 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A（7 階）

第 76 回遊技法研究会

出席者

開催日時 令和 1 年 7 月 18 日（木）

理事 8 名、幹部 3 名、委員 11 名、
オブザーバー4 名、合計 26 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 市ヶ谷ビジネスセンター 3 階 3B

第 80 回遊技法研究会

出席人数 委員 8 名、アドバイザー5 名、オブザーバー3 名、

開催日時 令和 2 年 1 月 30 日（木）

合計 16 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 秋葉原カンファレンスセンター 7A（7 階）

第 7７回遊技法研究会

出席者

開催日時 令和 1 年 9 月 19 日（木）

理事 10 名、幹部 4 名、委員 8 名、
オブザーバー2 名、合計 24 名

午後 2 時 45 分～午後 3 時 45 分
開催場所 TKP 神田駅前ビジネスセンター 5 階 5C
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