平成 26 年 5 月 14 日

関 係 各 位
日本万引防止システム協
日本万引防止システム協会
万引防止システム協会
会長 山村 秀彦

拝啓 薫風の候、皆様には益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。日頃、当協会の活動に
ご理解とご協力をいただき、誠に有難うございます。
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さて、当協会は平成 14 年 6 月にＥＡＳ機器の普及と業界の健全な発展を目的として設立し
13 年目を迎えます。この間、会員各社と行政を含めた関係諸団体のご理解とご支援を賜りな
がら活動を行い、多くの重要な課題に取り組んで参りました。改めてこの場をお借りして御礼
申し上げます。平成 23 年度は日本ＥＡＳ機器協議会から日本万引防止システム協会に名称変
更し、万引防止に係るシステム機器や警備の皆様が新たに加盟いただいております。このよう
な状況の中で、平成 25 年度の活動報告、平成 26 年度事業計画および予算案等の審議をお願い
申し上げたく、平成 26 年度通常総会を開催致します。
全国の万引犯罪の状況ですが、警察庁の統計によりますと平成 25 年の刑法犯全体のうち、
万引の占める割合が 9.6％でした。平成 2 年には刑法犯全体の 4.8％だったものが、刑法犯認
知件数が減り続ける中、相対的に万引犯の占める割合が高まっています。平成 25 年の万引の
検挙・補導人員のうち、高齢者は 30.9％で、総人口に占める割合 25.1％を上回っています。
現在、多くの小売業の現場では、全スタッフに占めるパート・アルバイト比率が 50%以上を
超え、さらには高齢スタッフの就労比率が高まると予測されています。
その状況に対し、防犯システムの導入や従業員教育の強化などで取り組んでいる企業が多数
存在する一方、まだ対策が遅れている企業もあります。防犯意識や在庫管理の低下は、挨拶の
無い売場や万引犯罪の助長や収益の低下などの温床になる恐れがあります。
これらの問題への対策事例として、今年度の記念講演会は、NHK などの報道番組でも大々的
に紹介されている香川県の万引防止対策の立役者である香川大学教育学准教授 大久保 智生
様に「実態調査を店舗の万引対策に生かす」と題してお話いただきます。更に引き続き「正確な
棚卸から始まるロス対策」と題して、実地棚卸サービのパイオニアで業界 NO.1 企業である株式
会社エイジス 常務取締役 近江 元様に、数値管理面から見た不明ロス改善の重要性について
お話をいただくことに致しました。
万引犯罪の撲滅は犯罪の起きにくい社会の実現を目指すものであるとの認識を深めていた
だく機会になると考えますので、ご多忙の中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、多数ご
参加くださいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具

尚、参加お申し込みを別添 FAX 用紙にて 5 月 26 日（月）までにご連絡くださいますよう
お願い申し上げます。
以上
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日時 2014 年 6 月 3 日(火）14：00～（受付開始 13：30）
第１部 総会・二つの調査報告※（14：00～14：50）
第２部 記念講演会
（15：00～16：50）
第３部 意見交換会
（17：00～18：30）
※当協会の関係者だけでなく、警察庁、警視庁、各警察本部、経済産業省、総務省、ご利用ユー
ザー（ショッピングセンター、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、書店、
コンビニほか）、警備関係、報道関係者など、多数の皆様がご参集されます。



開催会場

主婦会館プラザエフ
第 1･2 部 9Ｆスズラン 第 3 部 8Ｆスイセン
〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地 TEL 03-3265-8111



主催

日本万引防止システム協会



参加費

第一部・第二部は無料です。
第三部はお一人様 3,000 円（税込み）です。



定員

120 人（定員になり次第締め切らせていただく場合もあります）



記念講演会

概要

１．
“実態調査を店舗の万引対策に生かす”
実態調査を店舗の万引対策に生かす”
香川大学 教育学准教授 大久保 智生 様
大久保 智生 様 プロフィール
香川大学教育学部准教授。専門は教育心理学、犯罪心理学。
2005 年早稲田大学院人間科学研究科博士後期課程修了、博
士（人間科学）
。
日本教育心理学会城戸奨励賞、日本教育心理学会優秀論文
賞、日本犯罪心理学会研究奨励賞、日本パーソナリティ心
理学会優秀発表賞など多数受賞。
主な著書は、「万引き防止対策に関する調査と社会的実践
（ナカニシヤ出版）」
、「実践をふりかえるための教育（ナカ
ニシヤ出版）」など。

２．
“正確な棚卸から始まるロス対策
正確な棚卸から始まるロス対策”
ロス対策”
株式会社エイジス 常務取締役 近江 元 様
株式会社エイジス社の紹介
商品実地棚卸、資産棚卸、カスタマーサービス・チェック、スキャンチェック・サービス、
ゴンドラ生産性測定サービス、冷ケース清掃サービス・蔵書点検・棚替え・賞味期限チェッ
クサービス・早朝品出し等の流通業周辺サービスを提供されています。
2

近江 元 様 プロフィール
1994 年 株式会社エイジス入社
1998 年 同社取締役
2003 年 エイジスビジネスサポート株式会社
(エイジス韓国)代表理事
2006 年 株式会社エイジス常務取締役
現在 同社常務取締役 RS 企画開発本部長兼
国内関係会社*FC サポート担当役員現任）

※二つの調査報告の発表
※二つの調査報告の発表

当日は第 1 部で、次の二つの調査報告書を発表いたします。

①２０１３年度 万引防止機器ロス対策報告書
（旧名：ＥＡＳ機器の実態調査報告書）

②２０１３年 ＥＡＳ機器の市場規模に関する調査報告書
※会場にお越しの皆様には報告書を進呈いたします。



総会会場のご案内

◆JR 四ッ谷駅 麹町口前（徒歩 1 分）
◆東京メトロ南北線／丸ノ内 線
四ッ谷駅（徒歩 3 分）
◆東京駅からのアクセス
JR 中央線快速で四ツ谷駅 （約 10 分）
◆羽田空港からのアクセス
東京モノレール快速で浜松町→
JR 山手線 （内回り）神田→
JR 中央線快速で四ツ谷駅 （約 40 分）

お問合せ先 ： 日本万引防止システム協会 事務局
〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-2-8

TEL 03－3355－2322

中村ビル 4 階

FAX 03－3355－2344
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担当 福井・稲本

日本万引防止システム協
日本万引防止システム協会平成
万引防止システム協会平成 26 年度通常総会
参加申込書
◆お申し込み方法
｢参加申込書｣に必要事項をご記入のうえ、事務局まで FAX にてお申し込み下さい。

第三部 意見交換会参加費：お一人 3 千円（当日会場にてお支払い下さい。領収書も準備いた
します。）

第一部

総会・二つの調査報告（14:00～14:50）

第二部

記念講演会

（15:00～16:50）

第三部

意見交換会

（17:00～18:30）

（希望される会へチェックをお付けください）
(ﾌﾘｶﾞﾅ)
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役職
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名

日本万引防止システム協会事務局行き（FAX03-3355-2344）
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