
                             令和 3 年 5 月吉日 

ご利用ユーザー様 及び 関係各位 
               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、当工業会の活動にご理

解とご協力をいただき、誠に有難うございます。 
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みなさまのお蔭を持ちまして設立より 19 年が経ちました。平成 30 年には経済産業省よ

り EAS と防犯カメラ分野の工業会認定を受け、昨年 9 月に個人情報保護委員会認定の認定

個人情報保護団体となり、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総会

員数 49 法人の産業団体に成長しております。 

（１）さて、当工業会はコロナ感染予防のために、サーモカメラを昨年 3 月に国の税制

優遇機器に加えました。7 月には、冊子「店舗やさまざまな施設でのサーモグラフィ・シ

ステムの普及に向けて」を発表しました。現在は多くの施設でサーモカメラが活用される

になりました。 

（２）高齢者の万引犯罪割合増加（マイバック万引など）、組織的な大量万引による高

額被害事案が増加するなど、万引犯罪の国際化、悪質化が進んでおります。そのため万引

防止システムに関しては、大型商業施設や専門店チェーンでは、顔認証システムの普及が

進んでおります。 

一方で、その画像を扱う機器は、安全性と個人情報保護等の遵守が社会的要請となって

おります。そのため、国内の大手メーカー等が結集し、小売業向け万引防止用「推奨顔認

証システム制度」を創設しました。さらに、それらのシステムを安全にしかも的確に操作

するためのスキルを持った科学的保安を養成するプロジェクトを創設しました。科学保安

員がより的確に来店客の応対ができる仕組みが地域社会には必要と考えます。 

（３）さらに令和 3 年度に向けて無人店舗・セルフレジ・業務効率化などの DX 推進事

例の調査をする DX 推進プロジェクトの組成を行い、ユーザー様向けの JEAS 公式ロス対策

メルマガ配信の準備を開始しました。今後も安全・安心ために向けたつながりの輪を構築

して参ります。 

それらの状況を踏まえ、今回の記念講演会は、「コロナ対応に学び LP 跳躍へ つながる心」

というテーマで、立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員 掛川 直之先生に“万引きを生き

る手段にさせないために—犯罪行為の背景に目を向ける”＜仮題＞と題してお話いただきま

す。更に引き続き“コロナで進展した中国の技術・社会変容変”＜仮題＞と題して、国立研究

開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 前北京事務所長 髙木 重孝様に

お話をいただくことに致しました。 

新型コロナウイルスの感染防止策として、ご利用ユーザー様 及び 関係各位に於かれま

しては、Web 映像配信にお申込み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（金）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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【第 3 部意見交換会の中止し、関係の皆様にはオンライン配信いたします】 
新型コロナウイルスの感染拡大への防止策として、本年も第 3 部意見交換会を中止とさせていただき

ます。また、総会及び記念講演についても会場参加は会員限定とさせています。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（Microsoft Teams または YouTube 限定ライブ配

信）を準備しております。今後は、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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通常総会開催概要 
テテーーママ：：ココロロナナ対対応応にに学学びび LLPP 跳跳躍躍へへ  つつななががるる心心  

 日時 2021 年 6 月 3 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 9 階スズラン  

       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） ＜9 階スズラン＞ 

１． 開会 

２． 会長挨拶 

３． 議長選出 

４． 議案 

第 1 号議案：令和２度事業報告、収支決算の件 

第 2 号議案：名称変更にともなう規約改定の件 

第 3 号議案：令和３年度組織・人事の件 

第 4 号議案：令和３年度事業計画、収支予算の件 

退任理事への感謝状贈呈、新役員挨拶、新会員紹介 

５． 閉会 

６． 感謝状贈呈 東京都立大学   名誉教授       多氣昌生先生 
   （現：国立研究開発法人 情報通信研究機構 電磁界研究所 電磁環境研究室 上席研究員） 

７．認定個人情報保護団体・個人情報管理室の活動について  稲本室長 

  ８．推奨顔認証システム制度の定着化に向けて        山本 WG 長  

  ９．科学保安講習会の立ち上げについて        青柳ＰＪリーダー    

10．JEAS メルマガ、ロス対策士試験、ロス対策年間チャート  近江副会長 

 

第２部 記念講演会           （15:00～17:00） ＜9 階スズラン＞ 

１． 万引きを生きる手段にさせないために 

――犯罪行為の背景に目を向ける ＜仮題＞ 

立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員 掛川 直之 先生 
（同志社大学・龍谷大学・四天王寺大学・森ノ宮医療大学非常勤講師、5月より東京京都立大学人文社会学部助教） 

いままで国の更生政策の枠外であった万引の未然防止や初犯の再犯防止に焦点を当て、万引防止シ

ステム等の有用性を再認識したいと思います。 

 

２．コロナで進展した中国の技術・社会変容 ＜仮題＞  

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

前北京事務所長 髙木 重孝 様 

コロナで進展した中国の技術・社会変容の中で、カメラの取り扱いを含めデジタルの社会実装から

得られる効果と教訓を拝聴します。我々JEAS は市民の支持が得られる防犯機器やシステムの普及

を目指しており、その参考とさせていただきます。 

３．来賓挨拶 

   総務省 総合通信基盤局 電波部電波環境課 課長補佐 梶原 亮 様 

全国万引犯罪防止機構副理事長 樋口建史様（元警視総監、元ミャンマー大使） 

以上 

 

Web での映像配信 
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        映像配信申込書・先着 50 名様限定      
 
◆お申し込み方法 

 ｢参加申込書｣の添付または「メール」に必要事項をご記入のうえ、 

JEAS 代表メール（Email:infonew＠jeas.gr.jp）宛に、お申し込み下さい。 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
会社名又は 

団体名 

 ご要望・記念講演で聞

いてみたいこと。 

部 署 名   

 
住   所 

〒 

TEL  

FAX  

 
 
1 
 

役職   

ﾌﾘｶﾞﾅ  
氏名 

 

 
E メール 

 

 
 

2 

役職   

ﾌﾘｶﾞﾅ  
氏名 

 

 
Eメール 

 

 
総会の映像配信を Microsoft Teams または YouTube 限定ライブ配信で行います。 
お申込みいただいた皆様には、先着 50 名の皆様※には、事前に配信方法をご案内させて

いただきます。なお、諸事情により映像配信が出来なかった場合・皆様には、後日会報等

で内容をお伝え致します。 

※通信容量等の関係で 50 名限定とさせていただきます。 

 

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 1-6-1  YOTSUYA TOWER 7 階 

TEL 03－3355－2322   FAX 03－3355－2344 

E-mail：infonew@jeas.gr.jp  

          
工業会 日本万引防止システム協会 

ご利用ユーザー様及び関係各位
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・・・・・・・・・ 愛と忍耐と決意 * つながる心 ・・・・・・・・・ 
 

 

 
  

 

 

愛する地域の大切なお店・従業員さんが万引や不明ロスで困っている 

そのために、万引防止システムをご提案し続けてきた 

 

ある時、「EASは安全なの・・・」「お客様を疑うことになるので・・・」と言われた 

ある時、顔認証は「個人情報では？・・・」「風評被害なるかもしれないので・・・」と言わ

れた 

 

皆様にご理解いただけるよう、学び、やるべきことをやり遂げてきた 

「新宣言の発出」「EASと医療機器との干渉試験」「推奨顔認証システム制度」「JEAS講

習会」「認定工業会」「認定個人情報保護団体」「JEAS個人情報保護指針」「対象事業

者認定」 

 

さらに、国際社会に向けても、その使命をまっとうしてきた 

「万引対策強化国際会議」や「京都コングレス」への参加、「中国防損協会」との会合 

 

リテールソリューションとロス・プリベンションの両立を目指し 

お店・地域の皆様のお役に立ちたいという会員総意の決意‘つながる心’をもって、進

むべき道を決めてきた 

 

20年もの歳月、支え続けていただいた皆様への感謝、という燈明を持って 

私はJEASとともにつながる心で、この道を照らし歩き続けていく 

 

 

 

6月展示会・セミナー延期のお知らせ 

 

♢本年6月10日（木）～11日（金）に出展を予定していた日経リテールテックOSAKAは、新型コ

ロナウイルスの感染状況の改善ならびに緊急事態宣言の解除見通しが立たない現状に鑑み、

上記日程が延期となりました。新会期は、本年10月28日（木）～29日（金）インテックス大阪で

予定されております。 

https://messe.nikkei.co.jp/rs/ 

 

同会場で予定しておりましたJEASセミナーを「PIAの観点から、入退室管理（顔情報含む）の

海外サーバー利用及び画像シミュレーション・サービスの海外サーバー利用の注意点」（仮題）

も延期となりました。 

 


