工業会

小売業の皆様・ユーザー様へ 感謝を込めて

ロス対策メルマガ 好評配信中（無料）

認定個人情報保護団体

工業会JEAS

毎月第2水曜と第4水曜の正午に定期配信します。※それ以外に緊急時の配信があります。
ー 防犯民主主義実現に向けて ー

EAS機器と防犯カメラと
ロス・プリベンション推進のための工業会

工業会 日本万引防止システム協会

簡単セルフ登録

ご紹介する内容

アドレスのみを登録

一過性ではない対策事例（棚卸4期持続が条件）
DX推進や生産性向上に関しての実験的取組
時節に合わせたロス対策、災害対策やコロナ対策も含む
科学保安員・施設警備員の活躍事例
大量盗難（盗賊）情報
JEASセミナーやアンケート情報
会員各社の商品・サービス・メルマガ紹介
機器購入時の税制優遇や助成制度
全国及び地域的な犯罪等の統計情報
年配者や女性や海外から来られた方の業界
活躍事例
万防機構のロス対策テキスト/
工業会が運営する
ロス対策士検定試験案内

メール配信例
----------------------------------------------------------------------------------------本メールはJEASメルマガに登録された皆さまに配信しております。
※毎月第2水曜と第4水曜の正午に定期配信。緊急配信もあります。
----------------------------------------------------------------------------------------いつも
「JEASロス対策メルマガ」
をご覧いただき有難うございます。
本日は、DXを進めるためのお役立ちセミナーをご案内します。
♢「情報システム・モデル取引・契約書第二版」セミナー 先着50名様
日時 第1回5月12日
（水）8:30〜10:00 第2回5月19日
（水）8:30〜10:00
講師 講師：東京丸の内法律事務所 弁護士 村田和希 先生
方式 オンライン開催 Microsoft Teams
詳細＆申込 https://www.jeas.gr.jp/pdf/20210205-2.pdf

ロスプリベンション

※過去のメルマガも専用サイトにアーカイブ
されています。
※もしメールが届いていない場合、迷惑メールに
なっていないかご確認ください。

のための

特典

公式メルマガです。

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ます。
そのために、万引防止シス
テムをご提案し続けてきました。ある時「EASは安
全なの…」
「お客様を疑うことになるのでは…」
と問
われ、
「顔認証は個人情報では？…」
「風評被害にな
るかもしれないので…」
と問われた。
その問いに誠実
に答えられるよう学び、
やるべきことをやり遂げてき
ました。
だからこそ、皆とその忍耐を分かち合い『ロ
ス対策や防犯対策のご提案を通じて、
小売業のお客
様の役に立ちたい。誰もが等しく安全・安心を享受
できる防犯民主主義の実現に向けて。EAS機器と
防犯カメラとロスプリベンション推進のための工業
会の務めを果たしていきたい。
』
と切に考えます。
僭越ながら、その証として、ユーザー様向けに公
益性を重視した工業会メルマガをスタートします。

音源ファイル例
当店は、安心安全で、温かなお店づくりの
ために、地域のボランティアの方々に
店舗巡回を行っていただいております。
今日も地域の皆様のおかげで
元気に店を開けることができました。
ありがとうございます。

配信のための運営方針
○ 工業会JEAS 公式SNS・メール運用方針
https://www.jeas.gr.jp/pdf/20180704.pdf
○ 工業会JEAS 個人情報保護規定（プライバシーポリシー）
https://www.jeas.gr.jp/pdf/20191205-1.pdf
○ 工業会JEAS 個人情報保護指針
https://www.ppc.go.jp/ﬁles/pdf/48̲jeas̲shishin.pdf

メルマガ開始にあたって

JEAS20年の証
「愛と忍耐と決意 つながる心」

定期的にロス対策年間チャート・
ポケットマニュアル、店内放送（音源ファイル）
など、嬉しいツールをお送りします。

連絡先

解除も簡単

令和3年4月23日
工業会日本万引システム協会（JEAS）理事会 会長挨拶より

配信心得
○ 小売業・地域社会・防犯業界の共通利益になること。
○ 次世代の育成になること。（今のやりがい、将来の目標、くじけない）
○ 伝統継承していくこと。安全対策、失敗事例、存在意義、ユーモアーを含む。
○ 他社、他者、政治批判、著作物への安易な批判をしない。
○ 一部でもマイナス表現をするなら先方の事前了承を得る。
○ 科学的、倫理学的に妥当性があること。公正であること。
○ 各種対策は再現性を有するもの。エビデンスやアンケート結果など

工業会 日本万引防止システム協会 事務局 TEL：03-3355-2322 FAX：03-3355-2344
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 7F

https://www.jeas.gr.jp E-mail：infonew@jeas.gr.jp

June 3, 2002：Establishment of the Japan Association of Electronic Article Surveillance Machines.
Feb 1, 2018：JEAS became an industry association for electronic productmonitoring equipment and security cameras.

Home page

Facebook

愛と忍耐と決意

つながる心

工業会

愛するお店・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
つながる心で、この道を照らし歩き続けていく

認定個人情報保護団体

〜 防犯民主主義実現に向けて 〜
EAS機器と防犯カメラとロス・プリベンション推進のための工業会

工業会 日本万引防止システム協会

正会員

賛助会員

（正会員数 33社）

アイアンドティテック㈱
IDECファクトリーソリューションズ㈱
AWL㈱
アクシスコミュニケーションズ㈱
アースアイズ㈱
アドセック㈱
㈱エイジス
NECソリューションイノベータ㈱
エム・ケー・パビック㈱
㈱オカムラ
㈱キャトルプラン
㈱杏林社
グローリー㈱
㈱ゴジョウ・ウェイズ
㈱KSM
サクサ㈱
㈱セキュリティデザイン

CIA㈱
㈱GeoVision
シグマ㈱
セコム㈱
セフトHD㈱
高千穂交易㈱
タカヤ㈱
チェックポイントジャパン㈱
㈱店舗プランニング
日本電気㈱
パナソニック コネクト㈱
富士通フロンテック㈱
ビブリオテカ・ジャパン㈱
マイティキューブ㈱
Matsuo Sangyo㈱
㈱三宅

㈱アスラボ
亜細亜印刷㈱
サニーヘルス㈱
㈱JSS
㈱自己啓発協会

三愛化成商事㈱
チェスコムアドバンス㈱
㈱日本保安
丸紅㈱
㈱ロケット

特別会員
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
関西万引対策連合会
一般社団法人 リテールAI研究会
タグ&パック事務局

（2022年4月27日現在）

JEAS委員会組織
カメラ画像安全利用推進委員会

三宅 正光

委員長･副会長

小売業や物流現場のカメラ画像の効果的な
利用状況やセキュリティ対策を調べ、システム
提供者側の販売指針を発表することで、カメ
ラ画像の適切な利用促進に向けての環境整
「防犯カメラや画像
推奨顔認証システム 備を行う。平成28年度に
ステッカー
認識システムの安全利用のお勧め」を制作。
本年度は推奨顔認証システム制度をスタートさせた。

政策・研究委員会

委員長･理事

JEASとして、取り上げるべき問題・課題の
検討を行い、
その結果を委員会の責任にお
いて、行政機関・関連団体・報道機関等に
対し建議および提言・アピールを行う。
調査研究事業として、
わが国における万引防止システムの普
及推進のための必要な調査研究及び会員の基礎教育を行う。
JEAS認定講習No.２０１2－A０００
平成００年００月００日

万 防 太

昭和００年００月００日

郎

生

工業会 日本万引防止システム協会

〒160-0004 東京都新宿区四谷1－6－17F
TEL 03-3355-2322
FAX03-3355ー2344
URL: https: //www.jeas.gr.jp

理事会・運営委員会

速報！
連絡先

会長･個人情報管理室長

セミナー情報
詳しくはJEASの
Home page＆Facebookにて

EASステッカー

委員長･事務局長

田丸 典億

平成20年10月、EASと医療機器との干渉試験
を実施することになり、
その方法等の内容を検
討し実施するために、技術基準委員会が設置
された。
①対ペースメーカー等との干渉実験
②電磁界測定 ③電気用品安全法対応
④各種の基準作り

総務委員会

摺田 祐司

JEAS 講習会 修了証
交付年月日

技術基準委員会

委員長･副会長

近江 元

工業会全般のスタッフ業務と工業会を司る。
事務局と密接な関係を保ちながら主として
次の業務を行う。会計、
広報、
渉外、
規約の
起案と見直し、他の委員会に所属しない業
務を専門的に行う。国内情報・海外情報を広く収集し、必要に
応じてそれらをとりまとめ、国の内外へ広報する。「15分間勉
強会」や「業界で活躍する女性」が好評につきシリーズ化した。

稲本 義範（総合防犯設備士、公認不正検査士、万引き防止責任者養成講座担当講師）

６／２（木）通常総会 演題「防犯システムと人的警備の融合」、
「米国小売業に魅せられて30年」
記念講演を予定
・22（金） リテールテックOSAKA2022に出展
７／21（木）
最新システム紹介セミナーを予定

JEASフェイスブック
ロス対策メルマガ
好評配信中!

工業会 日本万引防止システム協会 事務局 TEL：03-3355-2322 FAX：03-3355-2344
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 7F
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June 3, 2002：Establishment of the Japan Association of Electronic Article Surveillance Machines.
Feb 1, 2018：JEAS became an industry association for electronic productmonitoring equipment and security cameras.
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