
                             2020 年 5 月 20 日 

会員各位     

               工業会 日本万引防止システム協会  

                            会 長 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、当工業会は、お蔭様を持ちまして設立より 18 年が経ちました。この間、EAS 機

器等の万引防止システムの健全な普及促進を目的に、多くの諸課題に取り組み、成果を

生んでまいりました。その結果、昨年度は新たに 6 社が JEAS メンバーに加わりました。

これもひとえに、会員の皆様をはじめ、関係省庁、関連団体の皆様のご協力の賜物と深

く感謝しております。 

さて、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 万件から令和元年には 75 万件と三分の一以下になる中で、万引犯罪の認知件数は 14

万件／平成 14 年から 9万件／令和へと減少傾向は弱く、その構成比では全刑法犯認知件

数の 4.9％から 12.5％になるまでに増加しています。またその特性として高齢者の万引

犯罪割合増加、組織的な大量万引による高額被害事案（多くのユーザー様の声）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おります。これらの事案の増加は、

社会の安全・安心が脅かされると同時に、その被害額の大きさは小売業にとって「甚大

な経済的損失」となり、更に新型コロナウイルスの影響により企業経営に深刻な事態を

招きました。 

それらの状況を踏まえ、今回の記念講演会は、「防犯理論 その源流から現在、近未来に

向けての大基軸（LP）へ」というテーマで、日本更生保護学会会長・中央大学名誉教授 藤

本 哲也先生に“防犯を学び、実践する中で、感じたとこ。託したい思い”と題してお話いただ

きます。更に引き続き“激変する市場に組織変革（安全対策・ロス対策を含む）で挑めば未来

が見えてくる”と題して、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス リ

スクマネージメント本部 危機管理部部長 後藤 信明様にお話をいただくことに致しました。 

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 28 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。 
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記念講演会 
意見交換会 

【第 3 部意見交換会の中止し、会員限定で開催します】 
新型コロナウイルスの感染拡大への防止策として、第 3 部意見交換会（懇親会）を中止とさせていた

だきました。また、総会及び記念講演についても会員と報道関係者の限定参加とさせています。ご利

用ユーザー様及び関係の皆様へは、活動報告・特別講演の映像配信を準備しております。今後につき

ましては、当工業会のホームページで最新情報の確認をお願いします。 
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テーマ：防犯理論 その源流から現在、近未来に向けての大基軸（LP）へ 

 

 日時 2020 年 6 月 4 日（木）14：00（受付開始 13：30）～17：00 

 主婦会館プラザエフ 第 1･2 部 7Ｆカトレア  

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

第１部 総会・活動報告         （14:00～14:45） ＜7Ｆカトレア＞ 

１．開会  ２．会長挨拶 ３．議長選出  

４．議案 

第 1 号議案：令和元度事業報告、収支決算の件 

第 2 号議案：令和２年度組織・人事の件 

第 3 号議案：令和２年度事業計画、収支予算の件 

新役員挨拶 

５．閉会 

  ６．2019 年万引防止システムの市場規模に関する調査及び中国展示会報告 

  ７．推奨顔認証システム機器の認定試験（途中報告） 

８．感謝状贈呈 株式会社セブン＆アイ HLDGS. 及び 退任役員 

～ 万引対策・ロス対策と地域の安全・安心への貢献 ～ 

９．万引き防止ためのモデル店舗認定制度の紹介 

警視庁生活安全総務課 生活安全対策第三係長 大多和修治様 

第２部 記念講演会           （15:00～17:00） ＜7Ｆカトレア＞ 

 １．“防犯を学び、実践する中で、感じたとこ。託したい思い”＜仮称＞  

日本更生保護学会会長・中央大学名誉教授 藤本 哲也様 

最先端の犯罪学・刑事政策を学ぶために、まだ１ドルが 360 円だった 1970 年にフロリダ州立大

学大学院修士課程犯罪学専攻を 1 年で修了し犯罪学修士号を所得。1975 年にはカリフォルニア

大学（バークレー校）大学院博士課程犯罪学専攻を修了され、犯罪学博士号を所得しました。当

工業会のテキストの主要な理論である犯罪機会論など多数の欧米の知識を持ち帰られ、40 冊以

上の著作・1000 本以上の論文、さらに、門下生からは多くの研究者や専門家を輩出されました。

犯罪学に一生を捧げられた藤本先生の思いをお聞きすることは、当工業会の進むべき道を照らす

燈明となるはずです。 

２．“激変する市場に組織変革（安全対策・ロス対策を含む）で挑めば未来が見え

てくる”  

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 

リスクマネージメント本部 危機管理部部長 後藤 信明様 

拡大成長している組織の中で、安全対策・ロス対策などを行う危機管理部として、ロス削減など

の実績を残していくことは簡単なことではありません。各地域の警察と協力関係を築き、多くの

年代層から支持され続けている同社のたゆまぬ変革への精神を誠実に学ぶ時が来ています。 

３．来賓挨拶 

法務省大臣官房国際課 課長 柴田紀子様 -京都コングレスについて- 

個人情報保護委員会 参事官 片岡秀実様 

特定非営利活動法人 全国万引犯罪防止機構 理事長 竹花 豊様 

以上 
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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：infonew@jeas.gr.jp 

※事務所移転のため、５月 22 日（金）～5 月 25 日（月）まで電話・FAX の通信が使えない

場合があります。なお、移転後の連絡先は以下の通りです。5 月 26 日（火）から業務を開始

します。 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-1  YOTSUYA TOWER 7 階 

TEL 03－3355－2322   FAX 03－3355－2344 

E-mail：infonew@jeas.gr.jp 

 

【当日、参加の皆様へのお願い】 

１． 原則、マスク着用でお願いします。 

２． 衛生面の配慮より、水・お茶等の飲料は各自ご持参ください 

３． 体調不良や寝不足での無理な参加はご遠慮ください。 

４． 京都コングレスの国連バッチをお持ちの方は、当日装着をお願いします。 

          
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  

 



 4

 

工業会 日本万引防止システム協会 令和２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、事務局までメール（infonew@jeas.gr.jp）

にて、お申し込み下さい。なお、3 密を避けるために、会員各社の参加は、役員

及び委員・当日のスタッフを除き、原則、各社１名でお願いします。 

希望される会（第一部、第二部）へチェックをお付けください。TV 会議での参

加の皆様もチェックをお願いします。なお、全会員には総会当日、メールにて会

議開催の電子招待状（Microsoft Teams 及び Facebook 限定ライブ配信アドレス）

を送ります。 
 

第一部 総会・活動報告（会場） 第一部 総会・活動報告（TV 会議） 
  

第二部 記念講演会（会場）   第二部 記念講演会（TV 会議） 
   

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
会社名又は 

団体名 

 JEAS 役職名・当日ス

タッフ※の方はその

旨、記載ください。 

部 署 名  （記入例） 
・理事 
・監事 
・顧問 
・特別会員 
・〇〇委員会委員 
・スタッフ 
・応援スタッフ希望 
 

 
住   所 

〒 

TEL  

FAX  

担当者 E メール  

 
1 
 

役職   

ﾌﾘｶﾞﾅ  
氏名 

 

 
2 

役職   

ﾌﾘｶﾞﾅ  
氏名 

 

工業会 日本万引防止システム協会事務局行き（Email:infonew@jeas.gr.jp） 

 

令和 2 年度通常総会議案書（PDF）の事前確認をお願いします。 

https://www.jeas.gr.jp/pdf/20200604-2.pdf 

 

正会員で、総会会場に出席できない場合は添付の委任状の提出をお願い致します。 

 

会員用 
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       委  任  状 

 

工業会 日本万引防止システム協会 殿 

   

               住所  

                        

                       社名 

                                   

                    氏名  

 

 

 

 

私は、今般都合により                        を 

代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

                  

 

 記       

 

 

１．令和２年度通常総会における議決権を行使する件 

 

 

 

 

 

【備考欄】 

会員用 


