
 

 
2016 年 6 月 16 日 

報道関係者各位 

株式会社タイトー 

   
 株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石井 光一、以下タイトー）

は、「風俗営業等の制限及び業務の適正化等に関する法律」（以降“風適法”）の改正にあた

り、2016年6月23日の施行とともに、全国のタイトーのアミューズメント施設におきまして

年少者の入場制限を変更いたしますので、お知らせいたします。 

 

 タイトーのアミューズメント施設では風適法の改正にあたり、法令に基づく都道府県ご

との 16 歳未満（保護者同伴時）の入場制限に合わせ、対応を開始いたします。 

 これにより対象エリアの店舗では、1985 年より制限されてた年少者の入場制限が、保護

者同伴であれば 18 時以降も入場が可能となり、ご家族で楽しみたいというお客様のご要望

に、よりお応えすることが出来ます。 ※各都道府県の改正内容は、別紙参照 

 

 なお、アミューズメント施設（ゲームセンター等）は、風適法の「第 8 号営業」が適用

されておりましたが、この改正により「第 5 号営業」となります。 

 

■ 市場環境の変化 – ご家族連れ“増” 

 1985 年 2 月 13 日の風適法改正より約 31

年間、アミューズメント施設は 16 歳未満のお

客様の 18 時以降のご入場は制限されており、

ご家族連れでも入場をお断りしておりました。 

 たとえば、ショッピングモールでお食事を

された帰りに、ご家族一緒にプリントシール

を撮ろうとされているお客様や、店頭のクレ

ーンゲームに挑戦されるお客様についても、

ご入場をご遠慮いただいております。 

しかし近年、大規模小売店舗立地法（大店

立地法）の施行によるショッピングモール内

店舗の増加や市場環境の変化によりお子様連

れのお客様が増える中で、制限緩和のニーズ

が高まっていました。 

 

   

ゲームセンターがもっと遊びやすく！ 家族の楽しい思い出づくりに。 

アミューズメント施設への年少者入場制限の緩和（変更） 

－ お子様連れのご家族を対象とした記念キャンペーン実施 － 
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■ お客様の半数以上が、入場制限ルールの緩和に賛成 

 

 「２６年度アミューズメント産業界実態調査報告書※」

によりますと、ゲームセンターを利用するお客様のうちの

半数以上が、現状の親子連れのお客様に対するルールを緩

和しても良いと回答されております。またゲームセンター

を普段利用されないお客様につきましては、入場制限のル

ールをご存じない方が4割ほどいらっしゃいます。 

 そのため、未成年者の入場制限について、実際店頭で保

護者の方からご要望やご意見を頂くケースも多くござい

ます。 

 

 今回の法改正により、以上のようなお客様の要望にお応えすることが出来るようになり

ますが、今後も各都道府県のルールを遵守し、声掛けを含め年齢確認を強化し、これまで

以上に安心・安全で、幅広い世代のお客様にお越しいただける楽しいアミューズメント施

設をめざしてまいります。 

 

※本文およびグラフ出典：平成２６年度版「アミューズメント産業界の実態調査報告書」（一般社団法人日

本アミューズメントマシン協会）http://jamma.or.jp/wordpress/?p=172 

 

 

■ 風適法改正記念「シールを集めてプレゼントGET!」キャンペーン実施！ 

 

 お客様へのご案内の意味も含め、風適法改正記念としましてキャ

ンペーンを実施いたします。期間中、17時から最大22時※までにご

来店されたご家族連れのお客様に、お子様お一人につき1日1枚シー

ルをプレゼント。シールを集めて応募すると抽選で素敵なプレゼン

トが当たります。 ※詳しくは店内掲示のポスターをご覧ください。 

 

キャンペーン名 ：  「シールを集めてプレゼントGET!」キャンペーン 

スケジュール  ：  2016年6月23日(木) ～ 7月18日(月) 

実施店舗    ： WEBをご確認ください。 

   https://www.taito.co.jp/gc/event/000355 ※6月16日(木) 10:00公開開始 

応募方法    ：  17時から最大22時までにご来店されたご家族連れのお客様に、 

   お子様お一人につき1日1枚、シールをプレゼント。 

   集めた枚数に応じて、プレゼントの内容が変わります。 

   お一人様何口でも応募可能です。 

プレゼント内容 ：  A賞（シール5枚） 5千円分チャージ済みEdyカード 3名様 

   B賞（シール2枚） 2千円分チャージ済みEdyカード 10名様 

   C賞   クレーンゲーム1回無料チケット 応募者全員  

【ゲームセンター利用者の実態】 

「親子連れであれば」という条件では

どのように考えますか。 

（n＝2,939：ゲームセンター利用者） 

■ 22時までは入場可 

■ 22時までの間でもう少し遅くしても可 

■ 現行通り18時まで 

SAMPLE 

http://jamma.or.jp/wordpress/?p=172
https://www.taito.co.jp/gc/event/000355


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本キャンペーンは、都合により、予告なく変更・中止させていただく場合がございます。 

※デザインは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

【「タイトーステーション」について】 

 タイトーステーションは、赤い「スペースインベーダー」の看板が目印の、

タイトーが全国で展開するアミューズメント施設です。クレーンゲーム、ビ

デオゲーム、メダルゲーム、ネットワークゲーム、プリントシールなど多種

多様な機種を取り揃え、遊びを通じてお客様に楽しい思い出をお届けしてお

ります。マルチ電子マネーサービスをいち早く導入するなど業界のパイオニ

アとして、これからも新たな“楽しさ”を提供し続けてまいります。 

 

 

【関連 URL】 

 キャンペーンサイト ： https://www.taito.co.jp/gc/event/000355 

 タイトー公式サイト ： https://www.taito.co.jp/ 

 タイトー公式 twitter ： https://twitter.com/TAITO 

 タイトー公式 Facebook ： https://www.facebook.com/TAITO.Jpn 

 

 

※TAITO、TAITO ロゴおよび「タイトーステーション」は、日本およびその他の国における株式会社 タイ

トーの商標または登録商標です。 

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

SAMPLE 

https://www.taito.co.jp/gc/event/000355
https://www.taito.co.jp/
https://twitter.com/TAITO
https://www.facebook.com/TAITO.Jpn


 

 
 

＜別紙＞ 

- 各都道府県 条例改正内容 - 

 

 ■16 歳未満の入場可能時間 ※一般社団法人 全日本アミューズメント施設営業者協会連合 調べ 

 

地方区分 都道府県名 保護者の同伴 なし 保護者の同伴 あり 

北海道 北海道 ～18:00 18:00～22:00 

東北 

青森県 ～19:00 19:00～22:00 

岩手県 ～18:00 認めない（現行通り） 

宮城県 ～18:00 18:00～20:00 

秋田県 ～19:00 19:00～22:00 

山形県 ～19:00 19:00～22:00 

福島県 
16 歳未満 18:00 

18 歳未満 20:00 

16 歳未満 18:00～20:00 

18 歳未満 20:00～22:00 

関東 

茨城県 ～18:00 認めない（現行通り） 

栃木県 ～18:00 認めない（現行通り） 

群馬県 ～18:00 18:00～22:00 

埼玉県 ～18:00 18:00～20:00 

千葉県 ～18:00 18:00～22:00 

東京都 ～18:00 18:00～22:00 

神奈川県 ～18:00 18:00～20:00 

中部地方 

新潟県 ～18:00 18:00～22:00 

富山県 ～18:00 18:00～22:00 

石川県 ～18:00 18:00～22:00 

福井県 ～18:00 18:00～22:00 

山梨県 ～18:00 18:00～22:00 

長野県 ～18:00 18:00～22:00 

岐阜県 ～17:00 17:00～22:00 

静岡県 ～18:00 18:00～22:00 

愛知県 ～18:00 18:00～22:00 

近畿地方 

三重県 ～18:00 18:00～22:00 

滋賀県 ～18:00 18:00～22:00 

京都府 ～18:00 18:00～22:00 

大阪府 ～19:00 19:00～22:00 

兵庫県 ～18:00 18:00～22:00 

奈良県 ～18:00 18:00～22:00 

和歌山県 ～18:00 18:00～22:00 

  



 

 

中国地方 

鳥取県 ～18:00 認めない（現行通り） 

島根県 ～18:00 18:00～22:00 

岡山県 ～18:00 18:00～22:00 

広島県 ～18:00 18:00～22:00 

山口県 ～18:00 18:00～22:00 

四国地方 

徳島県 ～18:00 18:00～20:00 

香川県 ～18:00 18:00～22:00 

愛媛県 ～18:00 18:00～22:00 

高知県 ～18:00 18:00～22:00 

九州地方 

福岡県 ～18:00 18:00～22:00 

佐賀県 ～18:00 18:00～22:00 

長崎県 
13 歳未満 ～17:00 

16 歳未満 ～18:00 

13 歳未満 17:00～22:00 

16 歳未満 18:00～22:00 

熊本県 ～18:00 18:00～22:00 

大分県 ～18:00 18:00～22:00 

宮崎県 ～19:00 19:00～22:00 

鹿児島県 ～18:00 18:00～22:00 

沖縄県 ～20:00（18 歳未満） 認めない（現行通り） 

 


