
令和3年7月16日現在　　　　　団体会員 5

北海道支部 14 東京都支部 129

ホール会員6 (株)伊藤商事 メーカー会員33 (株)エンターライズ

(株)カネマツ (株)オリンピア

(株)三慶 (株)北電子

(株)正栄プロジェクト (株)銀座

(株)ビクトリア観光 グローリーナスカ(株)

(株)山本ビル (株)クロスアルファ

販社会員6 (株)Ｈ＆Ｓ コスモ･イーシー(株)

(株)北日本ジェー･シー･エム サミー(株)

北日本･遊機(株) (株)ＳＡＮＫＹＯ

ジー･エー･エム(株) (株)ジェイビー

(株)ゼンリン ＪＣＭシステムズ(株)

(株)大喜屋商会 (株)スパイキー

その他会員1 (株)ミチウエ ダイコク電機(株) 東日本支店

賛助会員1 (有)ジャパン･セキュリティ･サービス (株)大都技研

大都販売(株)

東北支部 7 タイヨーエレック(株)

ホール会員2 (株)公楽 (株)大和製作所

(株)ニラク (株)ディ･ライト

販社会員3 (有)第一遊機 (株)七匠

(資)ビームス ハイライツ･エンタテインメント(株)

(株)ユーギシステム (株)光新星  営業本部

賛助会員2 アシード(株) 仙台営業所 (株)ビスティ

(株)シンプルエアサービス (株)平和

(株)マースエンジニアリング

東京都支部 129 (株)ミズホ

ホール会員19 (株)アクト (株)メーシー

(株)オータ (株)ヤーマ

(株)喜久家 (株)ユニバーサルエンターテインメント

(株)サンキュー (株)ロデオ

(株)山水 販社会員17 (株)アカデミーシステム

ジョイパックレジャー(株) (有)安藤商事

(株)タイロ (株)ウィンウィン

東和産業(株) (株)エヌ･エヌ･ティー

トリックスターズ･アレア(株) Ｋ･Ｍ･Ｓ(株)

日拓キャピタル(株) ケーエス販売(株)

日拓トラスト(株) (株)サン･ラック

日拓プロパティ(株) (株)セブンピース

日拓ホーム(株) (株)大一販売

ピーアークホールディングス(株) 大同商事(株)

富國物産(株) (株)高尾販売

(株)ミリオンインターナショナル (有)東京三和

(株)メッセ (株)ナイス商事

(株)安田屋 (株)中商

山形屋興業(株) フィールズ(株)

メーカー会員33 (株)アムテックス (有)平和商事

(株)Ａ－ｇｏｎ (株)メイドインサービス

(株)エース電研 卸会員2 三光商事(株)

(株)エレコ (株)東鵬

団体名

　　日本遊技機工業組合

　　日本電動式遊技機工業協同組合

　　全国遊技機商業協同組合連合会

　　回胴式遊技機商業協同組合

　　一般社団法人 ＭＩＲＡＩぱちんこ産業連盟



令和3年7月16日現在　　　　　

東京都支部 129 東京都支部 129

その他会員16 賛助会員42 (株)トラストネットワークス

(株)エルゴジャパン (株)トリオコーポレーション

(株)オーアイデータシステム 日本アミューズメント放送(株)

オムロンアミューズメント(株) ネクステリア(株)

(株)サミーネットワークス (株)パック･エックス

(株)三球電機製作所 バロックシステムズ(株)

Ｊ－ＮＥＴ(株) (株)光球遊

(株)ジャパンセットアップサービス (株)メディアミックス

スタートラクト(株) (株)ワイ･ケイ･ディー

髙橋建設(株)

田中建装(株) 関東支部 38

日本ゲームカード(株) ホール会員13 (株)アプリイ

日本電動式遊技機特許(株) (株)ＡＢＣ

(株)プロテラス 銀座ふれ愛パーク(株)

(株)マーストーケンソリューション サンキョー(株)

マミヤ･オーピー(株) (株)三慶商事

賛助会員42 アーク･フロント(株) (株)ジャパンニューアルファ

(株)アイ･グリッド･ソリューションズ (有)新日邦

(株)アウリス 大丸商事(株)

(株)アガルタ (株)千歳観光

ＮＥＸＵＳ(株)

(株)アミューズ･ファクトリー (株)ヒカリシステム

(株)伊江プロセス プライムコーポレーション(株)

(株)入替屋 (株)マタハリー

(株)インターコスモス 東京支店 メーカー会員6 (株)オーイズミ

(株)エースプロ 東京営業本部 三栄実業(株)

(株)エー･ピー総研 三幸無線(株)

(株)ＳＳＣ (株)ソフィア

(株)エス･ピー･ジー (株)日進

(株)エッジ (株)宮山技術研究所

(株)ＮＰＩ総研 販社会員4 (株)西武商会

パワープランニング(株)

オリックス(株) (株)ＬＩＮＫ

キリンビバレッジ(株) (株)ロタ

ギルドアミューズメント(株) 卸会員3 愛和食品(株)

ゲンダイエージェンシー(株) (有)イイダ商事

コカ･コーラボトラーズジャパン(株) 三本珈琲(株)

(株)ＧＯＬＵＣＫ 賛助会員12 (有)クリーンアイティサービス

(株)サイバーネット ＧＥＰジャパン(株)

(株)サウンズグッド ジーケーエス(株)

サントリービバレッジサービス(株) (株)ジーティネット

(株)シーズ (株)スリーストン

(株)Ｊ.Ｇ.コーポレーション (株)ダイレクトジャパン

(株)ジャパン･アイディー (株)トーカイ

(株)スタッフ･コーポレーション (株)のぞみ総研

綜合ユニコム(株) (株)ハル･インダストリ

大光電機(株) 東京営業所 (株)ファンタジスタ

チェックフィールド(株) (株)ボストン商会

(同)ＤＭＭ.ｃｏｍ (株)ワークス

(株)ＮＴＴデータ ITｻｰﾋﾞｽ･ﾍﾟｲﾒﾝﾄ事業本部

ＡｄｉＣａｌ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ

(株)エンタテインメントビジネス総合研究所



令和3年7月16日現在　　　　　

中部支部 56 中部支部 56

ホール会員9 (株)共栄 その他会員4 (有)アイム

京楽観光(株) (株)オーテック

三共(株) (株)日東

(株)善都 リサイクルテック･ジャパン(株)

フシミコーポレーション(株) 賛助会員2 愛知県遊技場商品販売協同組合

(株)平成観光 (株)ｔｒｉｐｌｅа出版

(株)真城

ミカド観光(株) 近畿支部 45

有美観光(有) ホール会員12 (株)アサヒディード

メーカー会員20 (株)ＥＸＣＩＴＥ アンダーツリー(株)

岡崎産業(株) 永伸商事(株)

(株)オッケー. (株)オフィスボストン

(株)京楽 (株)恵成

京楽産業.(株) (株)ジェイク

ＫＰＥ(株) ジャパンレジャーサービス(株)

(株)コナミアミューズメント (株)天満正龍

(株)サンスリー (株)ボネール

(株)サンセイアールアンドディ (株)マルハン

(株)ＳＵＮＴＡＣ (株)マンドレ

(株)三洋物産 (株)楽園

(株)大一商会 メーカー会員6 (株)ＪＦＪ

大一電機産業(株) ネット(株)

(株)高尾 (株)パイオニア

ＤＡＸＥＬ(株) (株)バルテック 関西事業所

(株)竹屋 (株)藤商事

(株)中京遊技 ベルコ(株)

豊丸産業(株) 販社会員14 (株)愛知商会

(株)ニューギン (株)エスケイ商事

マルホン工業(株) (株)ＦＴコーポレーション

販社会員20 (株)浅間製作所 ゲイン商事(株)

(株)アスカ (株)三友

(株)足立ライト工業所 泰成産業(株)

(株)稲沢商会 大丸商事(株)

(有)佐藤商会 (株)ときみ屋

(株)大一販売 (株)ハッコー

(有)ダイワサービス 名古屋支店 (株)プラウド

(有)タンパチ マミヤ･コスモシステム(株)

中東産業(株) (株)リンクス

中部コスモシステム(株) (株)ワークサポート

中部特殊合板(株) (株)渡邊商会

(株)チューリップ 卸会員1 (株)大商

(株)トラスト その他会員7 アイ･テイ･エイ･ヴイデオ･サービス(株)

(株)ＮＡＩＴＯ (株)エコネット

(株)名古屋商事 (株)エコフレンドリー

(株)日新 キングレックス(株)

日本ぱちんこ部品(株) (株)コスモローム研究所

(株)ニューギン販売 (株)ゴトー物流

(株)森創 (株)メンテナンス･サービス

(有)矢木商会 賛助会員5 (株)アーバンプロジェクト

(株)ライズ (株)インターコスモス

卸会員1 (株)昭和堂 (株)大商姫路

(株)ＰＳＣ

(株)リレー



令和3年7月16日現在　　　　　

中国支部 25 九州支部 41

ホール会員12 (株)一富士興業 ホール会員17 岩下産業(株)

ウチダ(株) (株)大江戸商事

(株)エムズ･ユー (株)九州エース電研

海成(株) 高栄興業(株)

三宝商事(株)

(株)セントラル (株)新富商事

大昌(有) (株)大劇

(株)ナオ 大鵬レジャー産業(株)

(株)フレンド商会 (株)タイラベストビート

(株)プローバ (株)玉屋

(株)プローバ島根 (株)チアエンタープライズ

(株)和光興産 司観光開発(株)

メーカー会員1 山佐(株) (株)テンガイ

販社会員5 (株)アス･ワン (株)西の丸

(株)エビスワーク (株)日進観光

(株)中国まさむら遊機 (株)フェイスグループ

(株)ノア (株)ユーコー

(有)豊進 メーカー会員1 (株)ジェッター

卸会員2 (株)大五 販社会員15 (有)アイ･ティ･エム

広協商事(株) (株)アクター

賛助会員5 (株)アイキ (株)九州京楽

ジーピーエム(株) 中国支店 コスモ･ウエスト(株)

(有)センテラ ジーピーエム(株)

段原梱包運輸(株) (有)新明企画

藤鳶工業(株) (株)シンワ

(株)高尾　九州支店

四国支部 7 ティーワン(株)

ホール会員4 (株)グランド商事･アドバンス (株)柏葉田中

(株)日光商事 (株)ビックバン

(株)ファースト (株)ビッグ･マリオン

丸之内商事(株) (有)ファースト商会

販社会員2 (株)四国京楽 (有)松原商会

ダイナー観光開発(株) (株)ユニバース

その他会員1 社台テクニカルサポート(株) その他会員1 (株)ユーコーリプロ

賛助会員7 アシード(株) 福岡支店

(株)ジーティネット 九州営業所

(株)スタッフ･コーポレーション 九州支店

(株)中陽　親和商事事業部

(株)ボンユニ福岡

(株)毎日メディアサービス 福岡営業部

(株)ワンダフルクリーン 福岡営業所

(株)サンライズホールディングス 広島支店


