
ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2018 年 02 月 25 日） 

タイトル～＜【ニューアイムジャグラーＥＸ-Ｃ】の全国対応は？・・・半数が撤去＞ 

■基本ルールは、法的な【経過措置】。 

既に何度も各所にて報じられている事であるが、再度確認しておこう。 

新規則施行において、『施行日（２０１８年２月１日）を過ぎても、検定・認定の残存期間がある遊技機は、その期間中

は設置する事が出来る』と言うのが、今回の遊技機規則改正における【経過措置】である。 

・・・と言う事は逆に、『その検定・認定期間が満了した遊技機は、ホールに設置出来ない』と言う事になる訳です。 

 

そして、そのルールに基づいて、大量の「早期前倒し認定（３年間の経過措置）」が実行された訳ですね。その結果、

２０１８年２月１日を基準に、検定機・認定機の【経過措置日数】が、「たった１日～３年間」の範疇となる事になります。 

基本的には、「認定満了日には撤去」となります。 

 

■もう一つのルールは、【適宜の措置】。 

今回の規則改正は、『射幸性を下げる為の遊技機環境作り』の側面もあります。それに該当する遊技機とは、あくま

でも「新規則に準じた遊技機」となるので、スロットで言うならば【６号機の事】となります。 

しかしながら、遊技機規則改正したからと言って、『すぐに新規則に準じた遊技機が出る訳では無い』事も事実。 

であるならば、【旧規則下において、認定の満了日を迎えてしまった遊技機】においては、「比較的射幸性の低い遊

技機」においてのみ、『急速な取締りの対象外とする』との【適宜の措置】が採られる事となっている状況です。 

 

再度確認しますが、この措置の対象機種は、あくあでも【旧規則（２０１８年１月３１日迄）の下において】と言う前提条

件であり、規則改正施行日（２０１８年２月１日）以降に「みなし機」となる遊技機は、それには該当しませんので、誤解

無き様に下さい。 

 

■【ニューアイムジャグラーＥＸ-Ｃ】の経過措置は「１日～１４日間」と言う短期。 

全国都道府県は「４７都道府県」となるが、「ニューアイムジャグラーＥＸ－Ｃ」は、その半数になる【２４府県】において

「旧規則下にて認定切れ」となり、適宜の措置の対象となり、現状でのホール設置は可能となっている。 

逆に【２３都道府県】では、「最短１日間～最長１４日間」の経過措置があり、その後「認定切れ」のタイミングで全て撤

去となる。コレが、今回の規則改正による現実であり、各公安委員会の検定公示日による差である。 

 

あくまでも＜個人的な思い＞ではあるが・・・ 

このスロット機種は「明らかに射幸性は低い」機種でもあり、全国の半数のエリアでは現実に「適語の措置」の対象と

なっている。無論入替等によるコスト支出のタイミングも大きく変化し、ホール営業にも、また打ち手ファンにも、『全国

が二分されてしまう』結果は、確かに『ルールだから』と言われれば致し方ない事であるが、全国に「それなりの設置

台数」もあり、継続した安定稼働もある事から、『認定状況が全国半数の違い』となっている現状から、『当該機種の

み、適宜の措置に該当させる』と言う行政決済があっても良かったのではないだろうか？・・・と思わざるを得ない。 

また、組合または全日遊連としても、「その交渉努力はされた」事と思いますが、結果的な混乱を招く事は想定された

訳で、非常に残念に思えていかたない。 



■【ニューアイムジャグラーＥＸ-Ｃ】の想定「認定満了日」と撤去の可否。 

全国各都道府県の当該機種における、想定される「認定満了日」は、以下の表の通りです。 

 

※【経過措置】期間の、最短は「宮城県の１日間」で、最長は「山形県の１４日間」となる。 

※沖縄県を除く「九州エリア」や、北陸アリアは、全ての件で【適宜の措置】の対象であり、設置可能の状況である。 

 

■【みなし機の撤去】は、いずれ訪れるモノである。 

規則改正施行日以降に「検定切れ・認定切れとなる遊技機」は、その時点で「ホール設置不可」であり、その遊技機

を「いわゆるみなし機」としてホール設置する事は、認められていない。結果的に現状での【ホール設置可能の遊技

機】は、経過措置期間が残っている「検定機」と「認定機」と、いわゆる「みなし機」として『適宜の措置に該当する遊

技機のみ』と言う事になる。 

そして、その「みなし機」も、『新規則に準じた機種が市場に十分に供給されるまで』と言う期間限定での措置である。

よって、最短想定をするならば、『【２０１８年末】には、適宜の措置の解除』となる事も想定される。 

無論、パチンコ（新規則機）も、スロット（６号機）も『同様のタイミングになる可能性は高い』と私は思っている。 

ホールさんにおいては、『【みなし機の全廃】は今年の命題となるかもしれない』と言う現実に対して、『リスクマネージ

メントの思考は絶対的に必要である』と言う事を心して置きたいところでもあります。 

 

 

＜このコラムは、フリーコンテンツ に該当しております。情報共有可としますが、転載・改ざん等はお控えください＞ 

＜また、文章・資料等の所有権は、「有限会社トータル・ノウ・コネクションズ」に帰属いたします＞ 

【ニューアイムジャグラーＥＸ-Ｃ】～検定・認定満了日
エリア 検定公示日 検定満了日 想定認定満了日 暫定設置 エリア 検定公示日 検定満了日 想定認定満了日 暫定設置

北海道 平成24年2月3日 平成27年2月2日 平成30年2月2日 撤去 京都府 平成24年2月10日 平成27年2月9日 平成30年2月9日 撤去

青森県 平成24年2月1日 平成27年1月31日 平成30年1月31日 可 滋賀県 平成24年2月8日 平成27年2月7日 平成30年2月7日 撤去

岩手県 平成24年2月7日 平成27年2月6日 平成30年2月6日 撤去 大阪府 平成24年1月27日 平成27年1月26日 平成30年1月26日 可

宮城県 平成24年2月2日 平成27年2月1日 平成30年2月1日 撤去 兵庫県 平成24年2月14日 平成27年2月13日 平成30年2月13日 撤去

秋田県 平成24年1月31日 平成27年1月30日 平成30年1月30日 可 奈良県 平成24年2月8日 平成27年2月7日 平成30年2月7日 撤去

山形県 平成24年2月15日 平成27年2月14日 平成30年2月14日 撤去 和歌山県 平成24年1月30日 平成27年1月29日 平成30年1月29日 可

福島県 平成24年1月30日 平成27年1月29日 平成30年1月29日 可

鳥取県 平成24年2月10日 平成27年2月9日 平成30年2月9日 撤去

茨城県 平成24年2月13日 平成27年2月12日 平成30年2月12日 撤去 島根県 平成24年2月3日 平成27年2月2日 平成30年2月2日 撤去

栃木県 平成24年2月2日 平成27年2月1日 平成30年2月1日 撤去 岡山県 平成24年1月30日 平成27年1月29日 平成30年1月29日 可

群馬県 平成24年1月25日 平成27年1月24日 平成30年1月24日 可 広島県 平成24年2月6日 平成27年2月5日 平成30年2月5日 撤去

埼玉県 平成24年2月3日 平成27年2月2日 平成30年2月2日 撤去 山口県 平成24年1月26日 平成27年1月25日 平成30年1月25日 可

千葉県 平成24年2月8日 平成27年2月7日 平成30年2月7日 撤去

東京都 平成24年2月13日 平成27年2月12日 平成30年2月12日 撤去 徳島県 平成24年2月1日 平成27年1月31日 平成30年1月31日 可

神奈川県 平成24年1月31日 平成27年1月30日 平成30年1月30日 可 香川県 平成24年2月3日 平成27年2月2日 平成30年2月2日 撤去

山梨県 平成24年2月9日 平成27年2月8日 平成30年2月8日 撤去 愛媛県 平成24年2月10日 平成27年2月9日 平成30年2月9日 撤去

高知県 平成24年1月27日 平成27年1月26日 平成30年1月26日 可

長野県 平成24年2月9日 平成27年2月8日 平成30年2月8日 撤去

新潟県 平成24年1月27日 平成27年1月26日 平成30年1月26日 可 福岡県 平成24年1月24日 平成27年1月23日 平成30年1月23日 可

富山県 平成24年1月30日 平成27年1月29日 平成30年1月29日 可 佐賀県 平成24年1月26日 平成27年1月25日 平成30年1月25日 可

石川県 平成24年1月25日 平成27年1月24日 平成30年1月24日 可 長崎県 平成24年1月27日 平成27年1月26日 平成30年1月26日 可

福井県 平成24年1月25日 平成27年1月24日 平成30年1月24日 可 熊本県 平成24年1月30日 平成27年1月29日 平成30年1月29日 可

大分県 平成24年1月31日 平成27年1月30日 平成30年1月30日 可

岐阜県 平成24年2月2日 平成27年2月1日 平成30年2月1日 撤去 宮崎県 平成24年1月24日 平成27年1月23日 平成30年1月23日 可

静岡県 平成24年1月31日 平成27年1月30日 平成30年1月30日 可 鹿児島県 平成24年1月31日 平成27年1月30日 平成30年1月30日 可

愛知県 平成24年2月1日 平成27年1月31日 平成30年1月31日 可 沖縄県 平成24年2月6日 平成27年2月5日 平成30年2月5日 撤去

三重県 平成24年2月9日 平成27年2月8日 平成30年2月8日 撤去



 

 ＴＫＣ～【法人セミナー】のご案内  
 

「ＴＫ髙橋の千里眼セミナー」ですが、基本的に「単一法人様での勉強会」となります。 

各法人様の意向を踏まえ、内容はカスタマイズさせて頂きます。 

※組合様等の場合、内容にて摺り合せが必要な場合がございますので、ご相談させて頂く事となります。 

 

＜日 時＞：ご依頼会社様の希望とのご相談の上、決定させて頂きます 

＜場 所＞：ご依頼会社様にて、手配をお願い致します。 

        ※関西エリアにおいては「大阪元町・スリーストン大阪営業所」開催は可能（概ね１５名まで） 

＜時 間＞：「１日＝４～５時間」が基本となります。（休憩含む拘束時間です） 

＜費 用＞：基本価格～「１開催＝１５万円」となります。（※只今、「ＴＫＣ会員様＝１０万円」となります） 

＜内 容＞：ご依頼会社様とのご相談の上決定させて頂きます。 

※基本的に、「業界情報」・「パチンコ運用」・「店舗全体運営」の内容が中心となります。 

※「業界動向セミナー」は、随時必要なタイミングにての開催を推奨いたします。 

※「パチンコ運用セミナー」は、２回～３回（月１回）の連続開催を推奨いたします。 

＜その他＞：交通費（長野県長野市から）・宿泊費は別途請求となりますのでご了承くださいませ。 

 

～＜セミナーのカスタマイズ＞について～ 

⇒【勉強会開催において、多岐に渡るセミナー内容を同時開催したい場合】等。 

弊社内容の他、「スロット運用」・「マーケティング情報」等々、内容のご希望がありましたらご相談下さい。 

同日（または別日）、別コンテンツの専門的講師の推薦紹介させて頂き、同時（別日）開催となります。 

（※この場合、別途講師費用と諸経費が加算されますので、ご了承くださいませ） 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

弊社代表「髙橋正人」まで、ご連絡下さいませ。 

【メールアドレス】：info@tkc-g.jp  

【電話連絡】：（会社）026-256-9677 （携帯）090-3063-1757 
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