遊技人口の底上げは外国人と若者の集客で !!

││本日の座談会のテーマは﹁遊
技人口の拡大に必要な新たなアプ
ローチ﹂です︒ゲストとしてアガ
ルタの長屋社長と服部副社長︑そ
して業界の広告代理店のエースプ
ロから小林部長をお招きしました︒
アガルタさんはパチンコホールに

Minoru Hattori

小林正志

インバウンド対策をいち早く提案

服部実
Masashi Kobayashi

し︑グローバル集客の支援に取り
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組まれています︒２００８年には

新たなアプローチをテーマに座談会を開催した。

パチンコ・パチスロの遊び方や店

れ始めた。
一方、
遊技人口の底上げに若年層対策が課題に上っている。
遊技人口の拡大に必要な

舗検索を外国人に発信する多言語

長屋幸二

インバウンド対応の動きが活発だ。
月間300人の外国人旅行客の集客に成功しているホールも現

パチンコポータルサイト﹁ＰＡＣ
を開
ＨＩＮＫＯ ＰＬＡＹ Ｃ.ＯＭ﹂

にアガルタさんにお聞きしたいと
思います︒最近のテレビや新聞で
は訪日外国人旅行客の急増が伝え
られています︒とくに今年は中国
人旅行客による 爆買い が話題
になりました︒パチンコホールに
来店する外国人旅行客は増えてい
ますか？

クールジャパンが
外国人集客のフックに
服部 増えています︒弊社のクラ
イアントの中で︑自店で通訳やコ
ンシェルジュを展開されているホ
ール様がいらっしゃいますが︑そ
のお店の外国人客は一日約 人︑

ッドは 代にもっとも高いヤマが

││ひと昔前まで参加人口ピラミ

す︒

のかを考え始めたのがきっかけで

に対して私どもとして何ができる

テスト﹂は︑こうした業界の懸案

少問題でした︒
﹁パチンコ未来コン

も話に出ていたのが遊技人口の減

けですけれども︑その際に︑いつ

とお話をさせて頂く機会が多いわ

の関係からホール様やメーカー様

と関わらせてもらっています︒そ

理店として︑さまざまな形で業界

小林 私どもはパチンコ業界の代

があります︒そういうコンテンツ

プコンテンツはかなり強力なもの

パチンコ業界が展開するタイアッ

服部 アニメやキャラクターなど

が考えられます︒

長屋 ひとつにはクールジャパン

なっていると思われますか？

││彼ら外国人には何がフックに

ます︒

は目立つようになった印象があり

外国人︑欧米系の旅行客も最近で

服部 そうですね︒ただ英語圏の

い？

││やはりアジア系の外国人が多

ます︒

月間３００人名くらいに上ってい
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設︒さらにホールに設置する多言
語対応のガイドブックやポスター
などの販促物も精力的に供給され
ています︒一方︑エースプロさん
はホールとメーカーにさまざまな
企画を提案するパチンコ業界の代
理店として活動をされています︒
とくに今年は課題の若年層集客対
策として業界初となる﹁パチンコ
未来コンテスト﹂を開催するなど︑
全国の学生を対象に︑学生がパチ
ンコに行きたくなる提案を学生か
ら募集する取り組みを実施されま
した︒アガルタさんは訪日外国人
旅行客の集客支援︑エースプロさ
んは若年層集客支援に取り組まれ
ている︑こういう棲み分けができ
るかもしれません︒ではまず始め

を採用した遊技機がフックになっ
ているのは間違いないでしょう︒
インバウンド集客を考える上で︑
コンテンツは不可欠な役割を果た
しています︒実際︑取引先のホー
ル様からは有力コンテンツを活用
したタイアップ機を打ちたい英語
圏の外国人客がいるからと多言語
対応販促物の大量発注を受けてい
ます︒
長屋 ただゲーム性という点では
わかりづらいところもあるようで
すね︒とりあえず台に座るけれど
もしばらく液晶を眺めてやめちゃ
うとか︑そんなシーンも何度か目
撃しました︒
服部 そこですよね︒これからは
甘デジが非常に重要になってくる
と感じています︒多言語対応販促
物を当社に大量発注されたホール
様の機種リストですけれども︑実
は大半が甘デジでした︒ゲーム性
を理解してもらうことを考えると
甘デジが一番のように思います︒

多様化する趣味趣向
現代の若者の価値観
││一方︑エースプロさんは業界
初となる学生を対象にした﹁パチ
ンコ未来コンテスト﹂を開催され
ました︒そこにはどんな想いがあっ
たのでしょう？

築かれていました︒しかしいま

た半分の学生たちはパチンコ未経

んです︒実際コンテストに参加し

パチンコがまったく入っていない

れども︑彼らの視界には最初から

改善に取り組めばいいわけですけ

に対する嫌悪感が理由であるなら

とがわかってきました︒パチンコ

るにまったく興味がないというこ

パチンコが視界に入らない︑要す

活の中で触れる機会の必然がない︑

の問題として︑そもそも自身の生

査を進めると︑そういう評価以前

定していました︒しかし実際に調

初我々は若者に広がる嫌悪感を想

小林 若年層離れの原因として当

著になっています︒

代以降に移行し︑若年層離れが顕
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株式会社アガルタ 取締役社長

2015年の訪日外国人旅行客が2,000万人を突破する勢いだ。
そんな中、
パチンコホールに取り組む
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遊技人口の底上げは 外国人と若者の集客で!!
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Koji Nagaya

遊技人口の底上げは外国人と若者の集客で !!

うに︑コンテンツがフックになる

小林 服部さんがおっしゃったよ

いますか？

いうアプローチが必要になると思

コ・パチスロを響かせるにはどう

││ではいまの若者たちにパチン

あると思います︒

験でした︒非常に危機的な状況に

価値観がありました︒だから 歳

することに﹁格好いい﹂みたいな

が若かった頃は大人っぽいことを

なか出てこないのが現状です︒私

い影響力を持つコンテンツもなか

ため︑いまの若者たちに等しく強

ただし趣味趣向が多様化している

可能性は十分にあると思います︒

たクルマにも若者離れが伝えられ

ています︒かつて若者の憧れだっ

るところがなくなったように感じ

ったような気がします︒背伸びす

若者たちの価値観はガラリと変わ

お酒もそうですね︒しかしいまの

コ店に足を向けました︒タバコも

になると周りの友達は自然パチン

ています︒
││価値観が変わった若者に昔と
同じアプローチをどんなに試みて
も響いていかない ︒
…
小林 そういうことですよね︒
││ではいまの若者たちにはどう
いうアプローチが有効と思われま

ってきて︑パチンコで遊んでいっ

がプライベートで日本に観光にや

服部 先日ハリウッドの大物俳優

ろがあるように感じます︒

れる内容に強く影響を受けるとこ

要するに共感できる人から発信さ

で動くところがあるんですよね︑

ごく大きくなっています︒共感軸

ら発信されるＳＮＳの影響力がす

サイトへの出稿よりも︑各個人か

生に対してはテレビＣＭやＷＥＢ

のすごく変わってきています︒学

小林 現在の広告配信の形態はも

しいです﹂とＳＮＳで発信し︑そ

を遊んでいて︑その外国人が﹁楽

長屋 外国人がクールにパチンコ

ます︒

コ認知にも共通する部分だと思い

訪日外国人旅行客に対するパチン

のではないでしょうか？ そこは

こういうことが必要になってくる

た︒若年層へのパチンコ認知には

い人たちを中心に話題となりまし

がパチンコというので日本でも若

た︒あの大物ハリウッド・スター

が︑とにかく反響がものすごかっ

３大ＳＮＳ︶に投稿されたのです

すか？

たトピックがネット上を駆け巡り

れが拡散されたとします︒海外向

国人がパチンコ？ パチンコってそ

力を与える可能性もあります︒﹁外

国内の若い人たちにも大きな影響

のものはありません︒同時に日本

コホール様がメインの地図で︑新

をつくっています︒これはパチン

長屋 いま新宿マップというもの

っています︒

││新たな展開も開始されると伺

いています︒

ったですから︑その意味でも大き

ンコホールは含まれることはなか

││いままでの観光案内にはパチ

の後全国に展開していく計画です︒

た各エリアのマップをつくり︑そ

原宿︑秋葉原︑上野︑浅草といっ

行客の多いエリア︑たとえば渋谷︑

けのパチンコＰＲとしてこれ以上

︒若い人
んなにクールなの！﹂ ̶̶
をパチンコに振り向かせる格好の
宿エリアの約 の宿泊施設に置い

ました︒そのときの写真が﹁ Insta
﹂︵ Facebook
︑ Twitter
と並ぶ
gram

動機づけになることが期待されま
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パチンコが認知されることが若年

小林 クールジャパンの輪の中に

中に認識されていません︒

残念ながらクールジャパンの輪の

しそのアニメを使ったパチンコは

て世界に発信されています︒しか

││アニメはクールジャパンとし

す︒

ーター︑ホテルを予約したり︑現

にした旅行会社と︑ランドオペレ

は種類が２つあって︑送客を中心

Ｏ︶に加盟しています︒旅行会社

インバウンド観光振興会︵ＡＩＳ

さて弊社は一般社団法人アジア

近日中には第１号が発刊されます︒

ていただくことになっています︒

チンコ未来コンテスト﹂ですが︑

││一方︑
若年層集客を目指す
﹁パ

す︒

の動機づけになればと思っていま

て外国人旅行客を集客するひとつ

番と考えました︒ホール様から見

長屋 宿泊施設を押さえるのが一

な意義がありますね︒

ますか？

来年も開催したいお気持ちはあり
２種類がありますが︑ランドオペ

小林 そうですね︒是非実施した

地の観光地にアテンドしたりする
レーターが 社以上︑周辺業務の

層集客の鍵を握るのかもしれませ
ん︒それがパチンコを打ち始める
一番の理由になる︑その可能性は
秘めていると思います︒
服部 インバウンド集客も若年層
集客も結局﹁０を１にする﹂とこ
ろは共通しています︒今日はこの
ことを改めて認識しました︒

対象は個人観光客
パチンコ新宿マップ
││インバウンド対応の必要性に
ついてホール様の意識も数年前に
比べて格段に高まっていると思い
ます︒
長屋 おかげさまで毎日のように
ホール様からのお問い合わせを頂

ＩＳＯでは大きな３つの柱を掲げ

た団体がＡＩＳＯになります︒Ａ

会社も含め︑１００社以上集まっ

１社だけだとどうしてもやりきれ

くしていく必要があります︒弊社

波及効果を高めるには規模を大き

い気持ちはあります︒ただ︑より

方向を向いてやっていくことがで

ています︒ショッピングツーリズ

新宿マップはパチンコツーリズ

きればベストでしょうね︒業界の

ない部分があります︒その意味で

ムの一環として取り組むものです︒

未来のために一緒に力をあわせら

ム︑ゴルフツーリズム︑そしてパ

今回ＡＩＳＯと共同でつくりまし

れたならこれ以上の喜びはありま

も賛同者を募って業界全体で同じ

た︒このマップは団体旅行客より

せん︒現在賛同者を募っています︒
ンテストのスポンサーになってく

もＦＩＴと呼ばれる個人観光客を
ンコホール様への誘致を目的にし

ださい！

気概がある経営者の皆様︑未来コ
ています︒今後は都内の外国人旅

対象に︑新宿エリアにおけるパチ

チンコツーリズムの３本です︒
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写真上／アガルタ社が新たなに始
める外国人観光客向けのパチンコ
新宿マップ。写真下／インバウン
ド対策として採用が広がる同社の
「多言語ガイドブック」。
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