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Facility Equipment 
& Service

62

64 高山商店
体の負担を軽減する最先端パーラーチェア
パーラーチェア『TK-Z8500』

システム エイ・ブイ
AIが経営力を強化する

『遊技台別顔認証システム』

66 トーカイ&エムネットグループ
疲れない椅子で滞在時間が延長
パーラーチェア『MD-2900bp（バイオマスプラ）』

68 ネクジット
駐車場と店舗施工ならネクジット

『自走式立体駐車場』／『商業施設施工』

70 ピーサポート
女性の感性を活かした集客力アップ術
香りマーケティング『エアーコンセプト』

72 フジコム
二酸化塩素で安心・きれいな空間を
空間除菌システム『エレクローラー®SP』

74 マースエンジニアリング
全台円島にマースシステム

『立体Air紙幣搬送システム』／『パーソナルPCシステム』
『マース ユニコン』／『マーススマートウォッチ』

76 雄健工業
時間貸し駐車場で土地活用を
時間貸し向け立体駐車場

78 トーケン
高稼働を支える高品質メダル

『クリスタルメダル』

79 ビーエムジャパン
コミックで店舗価値向上

『コミックレンタル』

38 アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス
人手不足でも『目』が行き届く

『台間カメラシリーズ』

40 ITC
業務効率化で未来を拓く
ホール経営基幹システム『Compass』

42 アルク.デザイン
デザイン力でニーズに応える

『オリジナル柄タイルカーペット』／『サイン』
『グラフィックシート』

44 アルコム
タイル工場とマカオ視察の旅
『施主支給タイル』／『オリジナルタイルカーペット』

46 エース電研
信頼性高い「エース製品」で安心営業
島・補給システム／足下仕切り板

48 オーイズミ
メンテナンスフリーで省力化
樹脂研磨式メダル補給・回収システム『クリスタルM』

50 エルゴジャパン
女性も快適・安心遊技

『ECアンダーボード』

52 オリエンタライズ
圧巻のレーザービーム演出

『PALSE SIX』（パルス シックス）
『EIGHT VIBRATION』（エイト バイブレーション）

54 京楽
業務改善を実現する玉研磨システム
玉研磨システム『ボールワックスECO』

56 SANKYO
ニーズに応えるSANKYOの周辺設備

『フューチャーエボリューション』／『パテシステム』

58 サン電子
インカムに代わるホールスタッフの必需品

『S-CALL PLUS』／『PREVO V』

60 ジェッター
省力化とメダル品質を両立
メダル自動補給回収研磨装置『ジェッターラインV-9000』
メダル研磨機『オールフリー研1』

集客を支える設備機器・サービス
規則改正を機に射幸性に頼らない営業が求められている。
今後必要となるのは快適な遊技空間を提供することで、設備機器の役割は大きくなるだろう。
集客を支える最新設備機器とサービスを紹介する。

I N D E X

本 誌 厳 選
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AMUSEMENT SPACE 2018

最新ホールデザイン集
Architectural Design

アスカ 藪塚店／群馬県太田市

avanti 土佐道路／高知県高知市

EVO3 ／福岡県久留米市
ガイア 西船橋店／千葉県船橋市

COLOMBO 川之江店／愛媛県四国中央市

ジェーピー 888 ／愛知県春日井市
ジャムフレンドクラブ 朝霞／埼玉県朝霞市

シルバーバック 宮崎昭栄店／宮崎県宮崎市

SUPER CONCORDE 市野／静岡県浜松市

Super nikko 新居浜／愛媛県新居浜市
つばめザ・ウィング／宮城県塩釜市
つばめザ・ビーム／福島県南相馬市

T's 姶良店／鹿児島県姶良市

D'STATION 利府店／宮城県利府町
ニューアサヒ 甲府昭和店／山梨県昭和町
日野ジャンボ／東京都日野市

メガガイア 伊勢崎オート前／群馬県伊勢崎市

メガガイア 高崎／群馬県高崎市

メッセ 竹の塚／東京都足立区
キコーナ 市岡店／大阪府大阪市

キコーナ 大船店／神奈川県鎌倉市

SLOT PX 女化店／茨城県牛久市
メガガイア 日南店／宮崎県日南市

マルシン777 ／愛知県刈谷市

パーラーオリエント 秋川店／東京都あきる野市

ヘイワ いの店／高知県いの町
キクヤ 昭島店／東京都昭島市
ゼロファイター 堺本店・ゼロファイター NEO ／大阪府堺市

モナコ 龍野／兵庫県たつの市

モナコ 加古川／兵庫県加古川市
アビバ 上大岡店／神奈川県横浜市
D'STATION 新小岩店／東京都葛飾区
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※写真と店舗情報は取材当時のものです。

一級建築士事務所 株式会社 ショーエイ創美   

東京都台東区東上野1-1-14
代表取締役社長  木原茂成　TEL. 03-5688-2111

東京都練馬区田柄1-3-22
代表取締役社長  箭内真寿　TEL.03-5998-8802

株式会社 田村設計

株式会社 メガクリエイト  一級建築士事務所

株式会社 双葉デザイン  一級建築士事務所 

東京都豊島区東池袋2-23-2  UBG東池袋ビル３Ｆ
代表取締役社長  山中 茂　TEL.03-6890-0777

愛知県名古屋市中区大須1-21-19 DIX4ビル
代表取締役社長  田村尚志　TEL.052-203-0678

東京都豊島区高松1-1-11 東京ファーストシティビル8F
代表取締役社長  松下尚司　TEL.03-5964-5335

神奈川県海老名市中央2-9-50  海老名プライムタワー2F
代表取締役  山本晋也　TEL.046-235-1611

ファンライフ・デザイン 株式会社

大都販売 株式会社

株式会社 オオキ建築事務所

キーノート 株式会社

東京都新宿区四谷4-3  フクヤビル8Ｆ
代表取締役  大木啓幹　TEL.03-3351-1760

東京都目黒区東山1-6-2 メイコービル6F
代表取締役  楠本利徳　TEL.03-5720-7250

高橋建設 株式会社 東京都目黒区自由が丘 3-10-20
代表取締役社長　高橋 勝　TEL.03-3718-8111

建築設計会社一覧I N D E X

株式会社 西陣アーキテクト 東京都千代田区平河町1-4-3 西陣本社3F
代表取締役社長  川連秀彦　TEL.03-3221-6777


