
                              2019年 5月吉日 

関係各位     

               工業会 日本万引防止システム協会  

                           会長代行 稲本義範 
 
 拝啓 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 18 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 年度には日本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 30 度の活動報告、令和元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、令和元年度通常総会を開催致します。 

最近の万引犯罪の状況ですが、我が国の刑法犯認知件数がピークの平成 14 年の 285 万

件が平成 30 年には 81 万件、半減以下となる中で、万引犯罪の認知件数は 14 万件／平成

14 年から 10 万件／平成 30 年へと減少傾向は弱く、その構成比は全刑法犯認知件数の

4.9％から 12.2％に増加しています。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。 

それらの状況に加え、少子高齢化に伴う労働人口減少への対策、外国人労働者の受け

入れ環境の整備、さらには後を絶たない企業の検査不正や会計不正など、産学官と社会

が連帯して取り組まなければ解決できない課題も増えてきております。 

今回の記念講演では、時代の変革の中で、個人と組織が創造性と活気に満ちた活動を

継続的に行っていくための方策を学び、それをロス対策やリテールソリューションの取

り組みに生かしていきたいと思います。 

今年度の記念講演会は、“株式会社組織開発コンサルティング 代表取締役 斎藤彰悟様

に“個人と組織の創造学～３つの識（知識・見識・胆識）を持つには～＜仮称＞”と題してお話

いただきます。更に引き続き“新たなリテールセキュリティ＆ソリューションの構築への道＜仮

称＞”と題して、株式会社ベイシア執行役員流通技術研究所所長 重田憲司様にお話をいた

だくことに致しました。 

なお、第 3 部の意見交換会会場では、セキュリティショー2019 の当協会ブースで展示

した各社の商品・サービス紹介パネルの掲示、各社カタログを展示（持ち帰り可）しま

す。リテールセキュリティ＆ソリューションの新風を感じていただければ幸いです。 

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 30 日（木）までにご連絡くださいますよ

うお願い申し上げます。 

                 

 

記念講演会 
意見交換会 
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 日時 2019 年 6 月 6 日（木）14：00～（受付開始 13：30） 

 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 

       東京都千代田区六番町 15 番地    TEL  03-3265-8111 

 参加費 第一部は無料です。 

第二部＆第三部は正会員・賛助会員・一般参加者の皆様は 

お一人 2,000 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）   

第１部 総会             （14:00～14:50） ＜9 階スズラン＞ 

１． 開会 

２． 会長代行挨拶 

３． 議長選出 

４． 議案 

第１号議案：平成 30 年度事業報告、収支決算の件 

第 2 号議案：年会の変更の件 

第 3 号議案：令和元年度組織・人事の件 

第 4 号議案：令和元年度事業計画、収支予算の件 

５． 閉会 

              （14:30 頃を予定） 

６． 感謝状贈呈 （EAS 機器の安全・安心への科学技術面の貢献） 

     北海道大学大学院情報科学研究科情報通信システム学講座元教授（現

在同大学名誉教授）野島俊雄先生へ 

７． 植込み型医療機器をより安心して使用するためにできること 

総務省 総合通信基盤局 電波部電波環境課 課長補佐 渡邊 修宏様 

第２部 記念講演会           （15:00～16:45） ＜9 階スズラン＞ 

 １．“個人と組織の創造学  ～３つの識（知識・見識・胆識）を持つには～

＜仮称＞”  

株式会社組織開発コンサルティング 代表取締役 斎藤彰悟様 

組織を永続させるための一つの要因は、どのような事業環境の変化に対しても柔軟に、機敏性を

もって対応できる「活性化した組織」を創ること。それを 1000 の組織を指導された経験から、

ご指導いただきます。 

２．“新たなリテールセキュリティ＆ソリューションの構築への道”＜仮称＞ 

株式会社ベイシア執行役員 流通技術研究所所長 重田憲司様 

業務効率化・生産性向上のためには、各事業を細部まで紐解き、IT を活用した“あるべき姿”

に還元し、ユーザーからの声に対症療法ではなく原因療法を施し、あらゆる手順を再構築する必

要があります。これを流通小売で実践するには、IT スキルに加え商売やチェーンストアの理論、

業務知識が求められます。そこに至る道、明日に続く道を体験に基づいてご講話いただきます。 

第３部 意見交換会            （17:00～18:30） ＜8Ｆスイセン＞  

来賓挨拶（経済産業省商務・情報政策局情報産業課課長補佐 渡辺明夫様

ほか）、新役員挨拶ほか 
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 総会会場のご案内 

 

 

    

 

お問合せ先 ： 工業会 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  中村ビル 4 階 

TEL 03－3355－2322   FAX 03－3355－2344 

E-mail：info@jeas.gr.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
工業会 日本万引防止システム協会 

◆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（約 10 分） 

JR 中央線快速で四ツ谷駅  
   
◆羽田空港からのアクセス（約 40 分） 

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  

 

配布資料：令和元年度通常総会議案書、協会パンフレット、記念講演資料、2019 年

度ロス対策年間チャートなど 



 4

 

工業会 日本万引防止システム協会 令和元年度通常総会 

             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。 

第二部（記念講演会）＆第三部（意見交換会参加費）：お一人２千円（当日会場にてお支払い

下さい。領収書も準備いたします。）。なお、当日はこちらの参加申込書をご持参ください。 

 

第一部 総会   （14:00～14:50） 

 

第二部 記念講演会（15:00～16:45） 

 

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) 

会社名又は 
団体名 

 

部 署 名  

 
住   所 

〒 

TEL  

FAX  

担当者 E メール  
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役職  
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日本万引防止システム協会事務局行き（FAX03-3355-2344） 

 

     


