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万引きは窃盗罪です！！
刑法 235 条「窃盗罪」
10 年以下の懲役、もしくは、50 万円以下の罰金刑
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�　2014年 6 月 3 日付、山村秀彦の退任にともない、同日付で、戸田秀雄が日本万引防止システム

協会の会長に就任いたしました。

新会長挨拶 �
　この度、 6月 3日（火）に開催された第13回通常総会において、会長職を拝命致しました。
　当協会は、平成14年に日本 EAS 機器協議会として設立、その後平成23年に日本万引防止シ
ステム協会に名称変更し今日に至っています。これまでの12年間、関係省庁はじめ関連諸団体
の皆様のご指導・ご支援を賜りつつ、会員各社の協力のもと、万引防止システム関連に従事す

るあらゆる企業が参画する万引防止の産業団体に成長しております。
　一方最近の万引犯罪の状況ですが、わが国の刑法犯認知件数がここ10年で半減する中で、万引犯罪の減少傾向
は弱く全刑法犯認知件数の約10％を占めるに至っています。またその特性としても高齢者の犯罪が少年を上回
る社会的問題化や組織的万引で高額被害事案が増加するなど、万引犯罪の複雑化、悪質化が目立ってきています。
　強固な錠前や破壊に強いガラス開発、緊急通報システムの発達により、侵入窃などの窃盗犯罪が大幅に減少
し防犯産業全体では成果が出ている中で、遺憾ながらこと万引に関しては認知件数、検挙・補導数など、デー
タ上では顕著な成果を挙げているわけではありません。この事実を協会としても重く受け止め、お客様の視点
に立った更なる対策が必要であると感じております。
　お客様の目的は防犯システムを購入することではありません。お客様が求めているのは「安全・安心・快適
な環境のお店を作ること」でありまた「不明ロスを限りなく減少させること」であります。その目的を達成す
るための手段としてシステムを購入される訳ですから、その期待にお応えするためにも当協会は現在の犯罪情
勢、犯罪特性にマッチした新しい万引防止システムやサービスの開発、そしてその運用支援・サポートに力を
注いでいかなければならないと思います。と同時に「ソースタギング」のような社会的な仕組みを作り、お客
様を側面支援していくことも大変重要な取り組みとなります。
　お客様のニーズに応えることこそ、結果的に万引に関する認知件数、検挙・補導件数を減らすことに繋がる
と確信しております。そのために本年度、当協会では、引き続きを以下の観点で強化していく所存です。
1）日本万引防止システム協会の認知度ＵＰのためユーザー団体様や関係機関との連携強化並びに会員増強
2）万引防止システムの理解を深めていただくための広報活動
　�・会員紹介一覧の作成（報告書に同封、セキュリティショーで配布等）／・企業TOPや業界団体への共同
提案を企画
　・HPやショー会場やセミナーで流す「協会宣伝用プレゼン資料」制作
3）万引防止システムの知識向上のための研修
　・第 3回 JEAS 講習会の実施（10月23日）／・15分勉強会の継続
4）心臓ペースメーカーなどの医療機器装着者と共存を図るための活動
　・EASステッカーやEAS導入店表示 POP�の普及促進／・北大での干渉テストの継続実施
5）ソースタキングの関係業界への働きかけと実証実験の推進
6）機器の信頼性アップのための対策推進
　・認定万引防止システム制度の準備／・組織的窃盗団への対応（特殊バック対策等）
７）解除器の盗品流通防止活動
８）万引防止システム関係に係る関係法令対策活動
　・ＲＦ方式ワーキンググループの活動継続／・防犯画像利用状況の調査委員会の活動継続
９）業界発展を目的とした調査、提案活動
　�・ユーザーアンケート調査報告書のダイジェスト版の作成・配布／・ユーザーの意思決定者への共同提案や
機器のデモの実施／・万引防止システム市場の調査
10）所轄官庁はじめ関連諸団体との連携強化
　�・電波及び機器に関することについては、総務省・経済産業省・厚生労働省と連携／・万引防止活動に関し
ては、警察庁・都道府県警察・全国の万引防止団体と連携
　日本万引防止システム協会は、万引犯罪撲滅を目指す唯一のソリューション団体として、「万引犯罪をさせ
ないお店舗作り」の推進を通じて、地域社会の安全・安心を維持・向上させることこそ、「犯罪のない社会の
実現」につながるとの信念の基、所轄官庁はじめ関連諸団体のご支援をいただきながら活動して参ります。引
き続きご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

新会長就任のお知らせと就任ご挨拶
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日本万引防止システム協会　平成26年度通常総会開催

　平成26年 6 月 3 日（火）�主婦会館プラザエフ（四谷）にて、日本万引防止システム協会�平成26年度通常総

会が開催されました。

　第一部総会では、第一号議案「平成25年度事業報告、収支決算の件」が議案書どおり可決されました。

　第二号議案「会費継続の件」では、引き続き 3年間従来通りの会費にて、継続することが可決されました。

　第三号議案「平成26年度の組織・人事の件」では、戸田会長、松本副会長の新任などが可決されました。

　第四号議案「平成26年度事業計画、収支予算の件」については、「万引撲滅を通して犯罪の起きにくい社会

の実現に向けてＪＥＡＳの役割を果たそう！」をテーマに、役立つソリューション団体として認知度・信頼度

の向上を図るべく事業を拡大していくことを基本テーマとして可決されました。

　総会の後、同会場でおこなわれましたシンポジウムでは、香川大学�教育学�准教授�大久保�智生氏と、株式

会社エイジス�常務取締役�近江�元氏より、大変勉強になるお話しを賜りました。

　その後、会場を移して、意見交換会をおこないました。所轄官庁からのご来賓もあり、当協会の会員との活

発で有意義な意見交換がおこなわれていました。



3

総会記事特集

■ラベル新聞 6月15日号

■警備新報 6月15日号



4

■セキュリティ産業新聞 6月10日号

※2013年ＥＡＳ機器の市場規模に関する調査報告書は会員ページにアップしています。
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■セキュリティ産業新聞 6月10日号

※�2013年度万引防止機器ロス対策報告書　http://www.jeas.gr.jp/pdf/20140508.pdf
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■警備保障タイムズ 6月11日号

※�「正確な棚卸から始まるロス対策」資料　http://www.jeas.gr.jp/pdf/20140606- 3 .pdf
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セキュリティショー2014　報告

　日本万引防止システム協会（JEAS）は、2014年 3 月 4 日（火）～ 3 月 ７ 日

（金）の 4 日間、東京ビックサイトで開催された第22回セキュリティ・安全管

理総合展「SECURITY�SHOW�2014」へブース出展（東 3ホール SS3532）し

ました。

　今回は、日本万引防止システム協会の活動内容と共に、「社会総ぐるみで万

引犯罪撲滅をめざそう」をコンセプトに、万引き対策の豊富なアプリケーションのご紹介を行ないました。

　また、展示ブースに加え、 3月 6日（木）セキュリティショー2014の会場で、当協会主催のセミナー「成長

の明暗を分けるグローバル小売業のソースタギング」を開催し、小売業の皆様など多数のご来場がありまし

た。海外の具体的な効果事例をメモされている方が多くいらっしゃいました。

�＜�登壇者＞　司会：三宅正光 JEAS 副会長

（ソースタギング推進委員会委員長）

＜�コメンテーター＞　佐藤聖 JEAS 顧問

（一般財団法人流通システム開発セン

ター客員研究員）、菊地信也 JEAS ソー

スタギング推進委員会委員、佐久間博之

JEAS ソースタギング推進委員会委員� 当日の配布資料　http://www.jeas.gr.jp/pdf/20140306.pdf

「15分勉強会」について

　日本万引防止システム協会では、定期的に開催される理事会において、会員各社より、協会員のさらなるレ

ベルアップのために、様々な情報をわかりやすく解説いただく勉強会を実施しております。

　 3 月20日（木）の15分間勉強会は、セキュリティ

ケースについての説明でした。講師は、小原史郎理事

（ACTUNI 株式会社�代表取締役社長）が担当されま

した。ユーザーニーズ（防犯タグで商品を隠さない設

計、防犯性向上、スピーディーな解除）に対応するた

めに何度も形状変更したことなどをお話されました。参加者からは市場価格、市場規模、新規商品に関する質

問が多数ありました。左が当日の様子、右は説明された資料の一部です。

　 4 月22日（火）の15分勉強会のテーマは「日防設の【RBSS】優

良防犯機器制度に学ぶ」で、講師を技術基準委員会の瀬澤委員が務

められました。各理事からは、市場に占める優良認定機器の割合

は？　RBSS が入札条件になっているケースは？　などの質問が寄

せられました。当協会で検討している認定機器制度の参考となりま

した。
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大量窃盗団の手口について学ぶ

�　 4月 4日（金）に、H25年 6 月に逮捕されたドラッグストア対象に化粧品

を大量に摂取する広域万引き事件について、被害の内容や手口、今後の対策

などを群馬県警本部の刑事部・生活安全部のご担当者よりお聞きしました。

被害総額は販売価格にして換算して 1 億 5 千400万円相当になります。当日

の聞き手は全国万引犯罪防止機構と当協会のメンバーでした。両組織に関わる重要な情報があり、今後の活動

に生かして参ります。当日の資料は JEAS 会員ページにアップしています。

第 3回 JEAS講習会のご案内

　日本万引防止システム協会では第 3回 JEAS 講習会を開催します。この JEAS 講習会の内容は政策・研究委

員会の委員会メンバーが長い月日かけ立案し、万引防止システムに関する必須情報が網羅されております。万

引防止システムに携わる皆様全員が受講していただくことで、ご利用ユーザーのご満足度向上につながること

を願っております。この JEAS 講習会は万引防止システムに関する資格制度を目指しております。

　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。

　　　　　　　　　「第 3回ＪＥＡＳ講習会」概要　　　　　　　　　
１．目的

　万引防止システム関連の販売・設置・保守・サポート等を行う人すべての方に参加をいただき、万引防止シ

ステムの正しい使い方と知識を身につけて、その普及・拡大を目指すものです。

２ ．日時と会場

　日時：10月23日（木）13：00～1７：30�会場：高千穂交易㈱� ７ 階大会議室

3 ．対象者：万引防止システムに対して経験が浅い方

　＜例：対象入社 2～ 3年目もしくは同等の社員、関係者＞

４ ．参加人員：20名�①希望者多数の場合は正会員優先とさせていただきます。

５ ．参加費用：ＪＥＡＳ会員企業…4,000円 / 人、ＪＥＡＳ会員企業外…８,000円／人

６ ．お振込先：10�月20日（月）までに JEAS の口座に参加費用をご入金ください。

　みずほ銀行四谷支店�普通預金1９561９6�日本万引防止システム協会

７ ．修了証発行（JEAS�登録番号入り）

８．ご不明な点は JEAS�事務局までお願いします。℡03-33５５-２3２２

写真左は第 1 回 JEAS 講習会の様子、右
は修了証

○講習会のご案内・申込書は当協会ホームページをご覧ください。
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生産性向上設備投資促進税制（B類型）について
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

小売業の皆様の設備投資を決断するチャンスです！

＜対象設備＞

機械装置（例：ＥＡＳ機器など）

器具備品（例：防犯カメラ、警報器）

ソフトウエア（例：解析システム）

◇�対象機器としては、機械装置（例：ＥＡＳ）、器具備品（例：防犯カメラ、警報器）、ソフトウエア（例：解
析システム）を始め、幅広い設備が対象となります。
◇制度面でのご質問等はこちらまでお問い合わせ下さい。＜生産性向上設備投資促進税制＞
　　　　経済産業省　経済産業政策局　産業再生課　（直通：0３－３501－1560）

○�当協会では、 ８ 月2７日（水）に上記に関するセミナーを開催します。詳しいご案内は協会ホームページをご

覧ください。
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新任副会長のご紹介
松本　剛（チェックポイントシステムジャパン　代表取締役社長）

�　先の総会で副会長職を拝命しました（株）チェックポイントシステムジャ

パンの松本でございます。国内の万引犯罪は、世代及び認知有無に限らず依

然多く発生しており、多くの小売業様の収益を圧迫しております。

　私は、万引防止タグの製造開発に長年携わって来ましたが、店舗フォー

マット及び商品の多様化に伴い、ＥＡＳ製品・運用のあり方も変化を求めら

れています。

　今後、小売業のお客様への貢献と共に、本業界の発展に寄与する所存ですので、宜しくお願い申し上げま

す。

万引防止システム　ご相談窓口について

　日本万引防止システム協会では、EAS機器全般に関するご相談の窓口を開設しております。

　ご相談窓口では、皆様からのEAS機器に関するご質問、ご相談、苦情などをお受けしております。

　ご連絡先は、下記の日本万引防止システム協会　事務局宛となります。

【ご相談窓口】

日本万引防止システム協会�事務局

住所：〒160-0004�東京都新宿区四谷 1 - 2 - ８ �中村ビル� 4 F

電話：03-3355-2322　　�ファックス：03-3355-2344

E-mail：info@jeas.gr.jp�

ホームページ：http://www.jeas.gr.jp/

会員専用ホームページについて

�　日本万引防止システム協会の会員向けに専用の

ホームページを開設しております。

会員専用ページ：http://www.jeas.gr.jp/user/（ID

とパスワードが必要です）

　この会員専用ページでは、一般に公開されていな

い、万引に関する詳細データや、具体的な対策事例

を網羅したデータ・情報が数多く掲載されており、

今後も随時最新情報を追加・更新していく予定で

す。
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【パブリシティ】
「万引防止啓発のための壁新聞」の協力団体として

�　昨年に続き、特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構制作の「万引防止

啓発のための壁新聞」が 6月下旬より全国の中学校約10,600校と信用金庫約

８,000店舗にご掲示いただけることになりました。これにより、中学生のみ

ならず、地域全体で万引対策への関心が高まることを期待しております。当

協会としても協力団体として、ユーザーへのご案内や事務所での掲示などの

協力を致しております。

http://www.manboukikou.jp/pdf/situation102.pdf

【パブリシティ】
「第九回万引に関する全国青少年意識調査分析報告書」

　NPO法人�全国万引犯罪防止機構調査の「第九回万引に関する全国青少年意識調査分析報告書」の40ページ

に効果的だと思う万引対策―店舗編―（中高生のみ）が分析されております。

　（中高）問13．店は万引をさせないための取り組みをしていますが、この中でもっとも効果的だと思う取り

組みをひとつだけ選んでください。

　店が行なっている万引対策のうち、どの対策が効果的だと思うかを尋ねる設問である。中高生ともに、「万
引防止機の設置」を選んだ者の割合（中33.5％、高31.1％）が最も高く、次いで「監視カメラやミラーの設置」
（中24.2％、高25.4％）、「挨拶、声かけ」（中19.4％、高21.0％）という順であった。この傾向は、前回調査と概
ね同じである。また、「全件通報」を選んだ者の割合は、中高生ともに低かった（中2.2％、高2.8％）。

調査期間は平成25年12月から平成26年 2 月末
調査対象者 対象校 回答校 回収数
中学校 2年 47校 45校 4,787票
高校 2年   47校 44校 4,845票
http://www.manboukikou.jp/pdf/situation109.pdf
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日本万引防止システム協会のご案内
　日本万引防止システム協会は、 EAS機器等の万引防止システムを製造・販売する企業の業界団体であり、
流通業界の健全な経営、また青少年の非行防止という産業的・社会的役割を果たすべく、行政機関、関連業界
団体とともに連携をとり活動しています。

■目　的
　本会は、万引防止システムの産業的、社会的な役割を果たすために、万引防止システムの円滑な普及・発展
に資する制度・政策・計画等の建議と実行、行政機関・関連業界団体あるいは生活者等の間での認識向上、相
互の間の調整、万引防止システムに関する内外の情報収集と提供を行い、業界の健全な発展と安全で豊かな国
民生活に寄与することを目的とする。

■会員の種別
（ １）正会員
　本会の目的に賛同して入会した次の企業および団体とする。
　・万引防止システム製造ないし販売している企業および団体
　・今後、万引防止システムを販売ないし提供しようとする企業および団体
　・�万引防止に関連するサービスを提供する業界（警備業等）や関連業界（防犯カメラ設備等）に属する企業など
　・万引防止システムを販売ないし提供する企業に対し商品や部品の供給事業を行う企業および団体
（ ２）賛助会員
　本会の事業を賛助するために入会した次の企業および団体とする。
　・小売業に商品 供給しているメーカーおよび 物流企業
　・小売業にサービスを供給している企業および団体
（ 3）特別会員
　本会の目的に賛同し、協力をする団体会員。

■会費（平成23年 6 月13日改訂）

会員ランク 年間売上金額 年会費

　正会員 1 40億円以上 300千円

　 2 20億円以上、40億円未満 250千円

　 3 10億円以上、20億円未満 200千円

　 4 5 億円以上、10億円未満 150千円

　 5 3 億円以上、 5億円未満 110千円

　 6 1 億円以上、 3億円未満  ９5千円

　 ７ 1 億円未満  ８0千円

　賛助会員  30千円

基本は万引防止システム関連の年間売上金額に応じた年間会費となります。

　新規入会企業および団体を募っています。
◎万引防止システムを製造ないし販売している企業の皆様
◎万引防止対策を担当している警備業や防犯カメラ設備に属する企業の皆様
　入会に関するお問い合せは JEAS 会員企業または事務局までお願いします。



平成26年度　日本万引防止システム協会　役職一覧

理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

No 組　織 社名・団体名 役職名 氏名
1 会長 高千穂交易㈱ 代表取締役社長 戸田　秀雄
2 副会長 ㈱三宅 代表取締役社長 三宅　正光

3 副会長 ㈱チェックポイント
システムジャパン 代表取締役社長 松本　　剛

4 政策・研究委員会 ACTUNI ㈱ 代表取締役社長 小原　史郎

5 政策・研究委員会 IDECシステムズ＆
コントロールズ㈱ 取締役　セキュリティ事業部部長 田和　久典

6 政策・研究委員会 住友スリーエム㈱ トラフィックセーフティ・セキュリティ
事業部　事業部長 飯田　裕一

7 政策・研究委員会 ㈱ジーネット セキュリティシステム部部長 那谷　幸平
8 政策・研究委員会 ㈱店舗プランニング 代表取締役 飛永　泰男
9 総務委員会 ㈱ S-Cube 顧問 福井　　昻
10 総務委員会 西武産業㈱ 取締役営業部長 樋口　優平
11 総務委員会 チェスコムアドバンス㈱ 常務取締役 内藤　正美

12 技術基準委員会 タカヤ㈱ 事業開発本部ＲＦ事業部
営業部ＳＳ担当マネージャー 田丸　典億

監
事

監　　事 松尾産業㈱ 顧問 伊藤　和賢
監　　事 ユニパルス㈱ 営業本部ロジスティックス営業部 喜多　慎一

平成26年 6 月 3 日現在

日本万引防止システム協会組織図

総務委員会
福井　昻（委員長）
内藤　正美　　 　
樋口　優平　　 　
會田　正和　　 　
田丸　典億　　 　

理　事　会

事務局
稲本　義範運営委員会
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会　長
戸田　秀雄

副会長
三宅　正光
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政策・研究委員会
金村　真一（委員長）
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小原　史郎　　　 　
松崎　泰二　　　 　
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佐久間　博之　　 　

技術基準委員会
田丸　典億（委員長）
瀬澤外茂幸　　　 　
多ケ谷高志　　　 　
辻　　　誠　　　 　

監　事
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喜多　慎一
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会 員 名 簿

以上27社

【正会員】
企業・団体名
アイアンドティテック㈱
IDECシステムズ＆コントロールズ㈱
ACTUNI㈱
㈱エイジス
㈱S-Cube
NECソリューションイノベータ㈱
エム・ケー・パビック㈱
㈱岡村製作所
㈱キャトルプラン
㈱コージン
コミー㈱
㈱ジーネット
シグマ㈱
住友スリーエム㈱

企業・団体名
西武産業㈱
セコム㈱
セフトＨＤ㈱
高千穂交易㈱
タカヤ㈱
チェスコムアドバンス㈱
㈱チェックポイントシステムジャパン
㈱店舗プランニング
㈱トスカバノック
松尾産業㈱
ユニチカ㈱
㈱三宅
ユニパルス㈱

50音順（平成26年 6 月 3 日現在）

【賛助会員】
企業・団体名
無し

【特別会員】
企業・団体名
公益社団法人日本防犯設備協会
一般社団法人日本自動認識システム協会
一般社団法人全国警備業協会
NPO法人　全国万引犯罪防止機構
タグ＆パック事務局


