アミューズメント施設はコロナ後に完全復活する

世界規模のエンタメ企業を目指す
アミューズメントゲーム機のレンタル事 業 やオンラインクレーンゲームを 運 営 する
GENDAは昨年 月、セガエンタテインメントの株式を取得しアミューズメント施
設運営事業に進出した。新型コロナ禍でロケーションビジネスが軒並み苦戦する中で
施設運営に乗り出した同社は、どのようなビジョンを描いているのだろうか？

── G E N D A は 昨 年 、セ ガ エ ン タ

テインメント
（現在はGENDA SE

GA Entertainmentに社名変

更 ）の株 式 を取 得 し、ゲームセンター
位のアミューズメン

「SEGA」をはじめとする199施設

を運営する国内

ト施設オペレーターを傘下に持つこと

になりました。親会社であるGEND
GENDAは2018年に設立

Aの主事業を教えてください。

片岡

した会 社で、主事 業はアミューズメン

トゲーム機のレンタル事 業です。現 在

100社のオペレーター様へ、 社のメ

ーカー様の製品を合計4300台レン

タルしています。日本一のアイテム数を

誇るオンラインクレーンゲーム
「LIF

Tる。
」の運営もしています。これはスマ

ホやパソコンから弊社の倉庫に設置さ

れたクレーゲーム機のアームを遠隔操

作して遊べるゲームです。施設に来て

遊んでいただくものではないため、風俗

営業のアミューズメント施設には該当

せず、 時間365日遊んでいただけ

ます。

── GENDAの設 立の経 緯の前に、

片岡会長の経歴を教えてください。ジ

ャスコ
（ 現・イオン）には新 卒入社です

か。

片岡 はい。エンターテインメントの世

界で生涯仕事をしようと決め、日本中

のエンタメ関連企業を調べた結果、アミ

設立にちょうど間に合いました。

代半ばで取締役に抜擢されまし

歳で社長に抜擢
年後に売上世界一に
──

私が2008年に取締役になっ

た。かなり早いですよね？
片岡

たとき、すでにイオンファンタジーは上
場していましたので、たしかに早い方だ

どもに絞り、マニア向けの機 種比率が

衣食住が満ち足りてくると、次は遊び

し、時価総額は231億円から131

── 社長になられてから会社は急拡大

ったと思います。

低い業 態でした。清掃にしっかり力を

こったことと同じことが起こるはずで

にお金や時間を使うという、日本で起

ことは何でしょう。

セガさんに次ぐ国内

合のゲームセンターに遊びに行き、新

片岡

ば、ひとつは海外展開を加速させたこ

ありますが、分かりやすいことでいえ

す。取り組んだことは本当にたくさん

合併して売上世界

に チ ャンス あ

海 外 での 展 開

年）にアミューズメント事業部が100

当に嬉しかったです。この年
（1997

メント事業部に異動できたときには本

お客様の反応やスタッフの動きを見て

に多くの発見がありました。現場での

320店舗すべてを回りました。本当

をしますと、社長就任

1

ンド」を展開しているジャスコを選んだ

入れていて女性スタッフも多かった。従

すから。ところが入社して最初に配属

片岡
── アミューズメント施設事業部に配

位でしたが、

う と考 えまし

015年に同業のファンフィールドと

聞や専門誌を読んでアミューズメント

とです。私が社長になってから

位になったことで
年 代 前 半 頃に

後の2000

業界の情報収集をしていました。競合

毎日、仕事が終わると自社や競

は、
「ア ジア 各

の北米進出などのニュースを見て悔し

で東南アジアと中国に260店舗くら

り 」と 考 え ま

％子会社の株式会社イオンファンタジ

年目に国内約

し た 。国 の 経

店長の意見を聞き、施策を修正したこ

年

国でも 同 様の

くて新聞を破り捨てたことを覚えてい

い出店しました。もっと現場寄りの話

年間
業 態 が 伸 びる

ます
（笑）
。 年 後に晴れてアミューズ

2
だろうから、

3

1
ーとして独立したのですが、私はその

から 見て

属されなかったのですね。

ーズメント施設運営業界でナムコさん、

社長に就任した時点で、アミュ
されたのは鳥取店家電売場でした。

0
済 力が高まり

5

10

た。また、当時

程度でしたが、今後大きく伸びるだろ

30

億円に増加しました。特に印象深い

のです。1995年当時のゲームセン

来のゲームセンターのアンチテーゼの

ンタジーアイランドはターゲットを子

店舗

ターはまだ、薄 暗くて汚くて怖いとい
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ような存在でした。当時はまだ

剛（本誌）
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うイメージを持たれていましたが、ファ
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違っていたと気付くこともありました。

いた施策でも、現場で改めて見ると間

ともあります。本部では良いと思って

ーツ、キッズなど。ビデオゲームの中で

ライズ、ビデオ、メダル、シール、スポ

に多 様 性がありますね。たとえば、プ

── ゲームセンターは設置できる機器

考えます。I

はマストだと

んからIPO

ればなりませ

さん持たなけ

す。例えばSEGA新宿歌舞伎町店は

ら
「選択の余地が大きい」ということで

その通りでして、言い換えるな

の最初のビジ

るにあたって

トーリーを作

POまでのス

── その頃のアミューズメント業界は
私が社長に就任したのは、業界
月のリニューアルでクレーンゲ

どんな状況だったのですか？
のオペレーション売上高が年々減少し
今年
一番得意なこ

ネスとして 、

片岡
ていた時 期です 。回復 基調になったの
設におけるクレーンゲーム機の設置台

ーム専門店にしました。ここは、単一施
とでかつニー
べます。メーカー様、オペレーター様、

％増が続いています。
数は世界最多です。立地によって強弱
ズもあることから始めるべきだろうと
エンドユーザー様 、そして私 共の

年 前 年 度比約
新型コロナウイルス感染症拡大がなけ
をつける判断が必要ということは、経
考えました。それがアミューズメントゲ

は2015年度からで、それ以降は毎

れば2020年度も前年を上回ってい
営判断によって業績を伸ばせる余地が
が全員ハッピーになる
「Win‐Win‐

者

たはずです 。業界 全体で見れば、市 場
ーム機のレンタルです。

さんは同伴せずにお子様だけで遊ばせ

これが大きな武器になりました。親御

けの時間制遊技施設を作ったのですが、

を持ったスタッフが駐在するキッズ向

比は小さかったです。また、保育士資格

広げましたが、他社様よりは面積構成

もこの間、少しずつプライズコーナーを

して、世界一のエンターテイメント企業

ベルの規模で実現したい。その手 段と

題なのです。それを本気で、世界一のレ

楽しくしたい」というのが私の人生の主

トによって、世界中の人々の人生をより

片岡

したのでしょうか。

── 何をするためにGENDAを設立

るという 事 業モデルです 。このスキー

オペレーター様とレベニューシェアをす

ーズメント施設へ設置させていただき、

格交渉して購入・保有した上で、アミュ

ってゲーム機器を選びメーカー様と価

スとは異なります。弊社がリスクを負

片岡

明していただけますか。

── レンタル事業についてもう少し説

との信頼関係が構築できるはずだと考

きるし、メーカー様やオペレーター様

ミューズメントゲーム機の目利きがで

ろうと思っていました。前職で培ったア

うなサービスの潜在的需要は大きいだ

ァンタジーを経営している時に、このよ

片岡

業界かと思っていました。

ったと言えます。イオンファンタジーで

ることができるというユニークな業態
を創りたいと思っているのです。そのた
ムを利用することで、オペレーター様

え「きっと成功する」と信じて進めるこ

ほとんどありません。イオンフ

── レベニューシェアが普及している

で、私たちはとにかく、お子様向け、フ
めには果敢なM&Aや他社とのアライ
は本来だったら設置できなかった新し

とができました。先ほど申し上げたよ

弊社のレンタルはいわゆるリー

ァミリー向けのお店作りというものを
アンス戦略が不可欠で、これらを何の
いゲーム機器を低コスト・低リスクで設

うに、 年間で100社のオペレータ
ー様に、 社のメーカー様の製品、台数

ばファイナンスの手 段、選択肢はたく

た。本 気で世界一の規模を求めるなら

片岡 たしかに、スマホが普及し、レジ

導入される予定がなかった新機種を遊

になります。エンドユーザー様は、本来

ことになったのです。

弊社の営業社員はたった 人ですから、

にして約4300台を展開しています。

売れなかったゲーム機器が売れること

きるものだけを扱っています 。大きな

した。2006年から2014年にア

ャーの時間の多くがスマホに移行しま
割が消

リスクをとっているわけではありませ

ミューズメント業界の市場の

── 新型コロナ禍で客足が減っている
のは一時的ということですね。

売上予測の精度が上がっていくと期待

ターに残っているゲーム機器は、リアル

たと私は考えています。いまゲームセン

やPCのゲームへの移行はほぼ完了し

いた」「楽しいからやっていた」ことに関

要だからではなく、
「好きだからやって

は不可逆的でしょう。しかしながら、必

出張の在り方や会議の在り方等の変化

新型コロナ禍によって起こった、

しています。また、それを基にして店舗

のレジャーとして確立され生き残った

しては100%元の状態に戻ると思っ

片岡

── まだ市場で稼働していないゲーム
様ごとに機種構成をご提案することも

ものです。機 種カテゴリーの流行り廃

ています 。施設ビジネスのポイントは

年間にスマホ

機をなぜ目利きできるのですか。
できます。

りはあるでしょうし、立地の良さの基

︵億円︶

3000

2000

1000

ンという業界全体で見れば、将来にわ

しかし、ゲームセンターのオペレーショ

認識は、運営する立場になって内側か

分に良い状態だと思っていました。その

ンメントが運営する施設は

点とも十
たって2019年度程度の市場規模は

ら見た今も同じです。現在の売上減は
一時的なものですから、抜本的な戦略
の変更は不要だと考えています。
── 今後の展望を教えてください。

な折、セガサミーホールディングス様が

も参入したいと考 えていました。そん

かのタイミングでオペレーターとして

のチャンスに見えていましたので、どこ

には、ビジネスをする場としては絶好

のに、新規参入がほぼない業界です。私

に市場規模が維持されていく。それな

000億円もあり、かつ今後も長期的

「ソーシャルゲームとの連携」です。他に

るテーマとしては「eスポーツ」および

うな関わり方ができるかを研究してい

という 段階ではありませんが、どのよ

舗を目指したいです。その他、事業計画

くか次第ですが、早い時期に100店

しました。新型コロナ禍がいつ落ち着

ジョイントで昨年米国に

片岡

号店を開業

事業再編にあたりゲームセンター運営

もいくつか仕込んでいることがありま

海外展開はラウンドワン様との

からの撤退を決め、弊社がセガエンタテ

すので、発表できる日が楽しみです。

オペレーションの市場規模は

解できました。

── オペレーターに参入した背景が理

維持されていくものと考えています。

4
インメントの株式を買わせていただく

片岡
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1

（笑）
。表現を変えると、このゲーム機器
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お 答 え す るのは 難 しいで す ね
── レジャーのオンライン化による影

です。外から見ていて、セガエンタテイ

「立地、ブランド、品揃え、接客」の 点

アミューズメント産業の施設運営売上

片岡
をこの立地に置けば長期的にはこれく

施設の大型化という流れもあります。

失したのですが、この

2

準が変わっていく可能性もありますし、

えていくので、今後、立地ごとの傾向や

ば、より稼働状況についての知見が増

ん。取引先様や扱い台数が増えていけ

を 目 指 し たいとい う 考 え も あ り ま し

そもそも、
「エンターテインメン

大切にしていたのです。
制約もない状態から機動的に実行でき
置することができ、メーカー様は本来

やはり、このサービスが求められていた
のでしょう。

2

30

響はいかがですか。

アミューズメント施設は
シュリンク市場ではない

4

らいの売上が見込めるだろうと予測で

8

世界レベルの
エンターテインメント企業を
作るために起業
る体制を作りたかった。最 短でIPO

Win‐Win」の状態が作れます。

あるとも言えますね。

かたおか・なお

拡大はプライズゲームの貢献が大きか

1
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もいくつかのジャンルがあります。
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1995年、慶應義塾大学経済学部卒。ジャスコ株式会社
（現イオ
ン株式会社）
入社。2004年株式会社イオンファンタジーに転籍
し、2008年同社取締役、2013年代表取締役社長に就任。
2017年よりイオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長を
兼務。2018年5月に両社代表取締役社長を退任。2018年5
月、株式会社GENDAを設立し会長に就任。
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