お客さまとともに
グループCSR 憲章

私たちは、いつの時代においても、
お客さまとともに歩みながら、感動体験を創造し続けます。
グループ行動規範
「安心・安全・高品質」
「顧客の満足」
「製品安全性の確保」
（1）常にお客さまの期待に応えられる、安心・安全かつ高品質な商品・サービスの提供に努めます。
（2）常にお客さまの声に耳を傾け、満足頂ける商品・サービスの提供に努めます。
（3）常にお客さまの目線に立ち、適正価格で、かつ迅速な商品・サービスの提供に努めます。
（4）常に市場に目を配り、時代の変化に敏感であり続け、技術向上・アイデア創出に努めます。
（5）自社の責任で製品設計を行う場合、製品が各国の法令等で定める安全基準を満たすよう努めます。
「適正な取引関係」
「情報開示」
「クレーム・通報」
（6）お客さまとは常に適正な取引関係を保ちます。適性な利潤を損ねるような不当廉価販売、正常な商行為と認められないよう
な行為は一切行いません。
（7）セガサミーグループの企業活動・商品・サービスについて、お客さまのより一層の理解に役立つ情報を、
積極的に開示します。
（8）クレーム・トラブル・事故等については、内容を精査し、適切な対応を行います。

レトロ機再生にかける想い
2017年２月にセガ・インタラクティブより「かつてのセガ時代のヒット作
（AM機器）
に関し、リファビッシュして公開
（展示）
したい」と協力要請があ
りました。
「プロジェクトを立ち上げ横断的な協力体制で行う」とのことか
らＡＭ中古機器のメンテナンスを行う弊部にお声がけをいただきました。
所在地の千葉県・矢口事業所は、1991年から物流倉庫に併設された
大型ＡＭ機器の生産工場として、幾多の新製品製造に携わってきました。
そのため補修業務用の設備や経験のある人材が集まっています。
錆取りから塗装や欠落部の再生など、たいがいの修繕は行えるものの、
部品が無い場合は別の機械から移植したり、メンバーの方が当時の情報
を方々からかき集め、業者を探して新た
に部品をつくっていただくなど、壮大な
プロジェクトになっています。
再生されたレトロ機のお披露目イベント
は、新型コロナウイルス感染症の感染
（株）
セガ・ロジスティクスサービス

菊地 隆幸（Kikuchi, Takayuki）

拡大による緊急事態宣言を受けて中止
されるなど当面は先になりそうですが、
若い方はセガの歴史を感じていただくと
同時に、思い出のある方には当時を思い
浮かべてもらえるよう、多くの機器を
送り出せればと思います。
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お客さまの特別な思い出づくりのために
従来のアミューズメント施設に加えて、特殊業態（飲食店のYogorino〈ヨゴリーノ〉
・物販店
のsepurish〈セプリッシュ〉
）の合計 3 店舗を統括しています。特殊業態では、女子中高生向け
雑誌「Seventeen」のイベント時の新メニュー提供や、
「制服でいちばんかわいく撮れる場所」
というコンセプトのもと、お客さまの特別な思い出づくりを
社員全員でお手伝いしています。
ほかでは味わえない特別な時間を、一人でも多くのお客
さまに体験していただけるよう、特殊業態で活躍できる女性
社員を増やしていきたいと考えています。また、今後の人口
減少に伴う女性の働き手・ニーズの増加に対しても、私自身

（株）
セガ エンタテインメント
大型施設営業部

がロールモデルとなることで、女性社員に「女性でも店長に

仲田 華奈子

なれるんだ！」
「私もこの会社で働きたい！」と思ってもらえる

（Nakada, Kanako）

ように日々取り組んでいます。

作品と同じ世界感を3次元でお届け
ミュージックビジネス
セガサミーゴルフ
エンタテインメント
（株）
運営部

澤田 美月

（Sawada, Mitsuki）

ゴルフ場の顔としてより良い一日を
お客さまに過ごしていただくために
フロントスタッフはゴルフ場の顔として、朝のチェックイン業務、

チームは、ライブ・コン
サート・舞台などのライ
センス業務を行っていま
す。アトラスのゲームを愛
してくださっているファン
の期待を裏切らないために
も、作品の世界観をそのま
ま再現することを目標とし
ています。
「ペルソナ５」の

精算、成績表出しの準備、帰りの精算業務が主な業務となってい

舞 台 化 作 品「PERSONA5

ます。お客さまが気持ちよくゴルフを楽しんでいただけるように、

the Stage」では、開発スタッフと舞台スタッフが直接話

準備することを常に心がけています。

のできる場を多く設け、衣装は生地から、ウィッグやメイク

入社 2 年目のため、まだまだ分からないことがたくさんあり、

だけなくキャラクターの仕草まで細かく監修し、舞台用音楽

日々勉強の毎日ですが、お客さまから「来てよかった。ノース

もアトラスサウンドクリエイターの喜多條敦志さんに作曲

を選んでよかった」
「また来たい」と思っていただけるような

していただきました。

接客対応ができるよう、フロントスタッフ、他セクションと
のコミュニケーションを密に取り合い、チーム一丸となって

個人的にいずれは海外公演も行い、世界中のファンに
ゲームの世界をお届けしたいと思っています。

頑張っていきたいと思います。

（株）
アトラス
セールス＆
ミュージックビジネス部

原田 礼乃

（Harada, Ayano）

SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2020
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セガとつながるステークホルダーの皆さまへ
感謝を込めて～セガ設立60周年施策～
2020 年 6 月 3 日、セガは設立 60 周年を迎えました。4 月からの 1 年
間は「GO SEGA」をキーメッセージに掲げ、お客さまをはじめとする、
すべてのステークホルダーがセガグループとのつながりを感じることが
できる施策を展開しています。
現在お客さまとの主な接点となっている特設 WEB サイトでは、世界
中からお寄せいただいた 5,800 件以上のお祝いメッセージを掲載してい
ます。また、本プロジェクトのアンバサダー「せが四郎」の PR 動画は、
700 万回再生となるなど、往年のファンからライトユーザーまで、多く
の方にセガの魅力を感じていただけていると実感しています。
残念ながら新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大による
影響を受け、実施を見合わせ
たイベントもありますが、これまで数々の困難
を乗り越えてきたセガグループのDNAや「GO
SEGA」に込めた私たちの熱い思い、未来へ強
く前進していく姿をお客さまにお伝えできるよ
「GO SEGA」をあしらったグッズ制作や冊子掲載も
行っています

（株）
セガ
セガ設立60周年プロジェクト 事務局
左から
（3名）

八代 隆行

（Yashiro, Takayuki）

小池 麻由

（Koike, Mayu）

亀卦川 滋

（Kikegawa, Shigeru）

う、日々発信を続けていきます。

遊技機の
“EC販売”
を推進します！？

今やどこでもネット環境につながり、車でさえスマホで簡単に
購入できる時代になりました。一方で、遊技機業界では、対面
販売での機械購入や電話・FAXでの部品注文がいわば当たり前で
す。そのような中でサミーは、いち早くアフター部品のネット
注文サイトを展開してきましたが、2020 年は、いよいよ遊技機
製品のEC 注文にも対応していきます。
我々のミッションは、この EC（e コマース）を推進することに
ほかなりませんが、単純に販売やサービスのすべてをネット上で
完結させることが正解ではないと考えています。
「実機を試打してネットで購入」
「ネットで商品を確認してショー
ルームで商談」など、お客さまと接するスタイルはお客さまの数
だけあります。現在の商慣習のみにとらわれず、かつ、既存
リソースやナレッジを無駄にしない。対面販売とECの“いいとこ
どり”によって、今まで以上にパーソナライズ化した商品やサー

サミー
（株）
営業本部 EC推進部

村野

ビスをお届けすることが使命と考えています。

直人（Murano, Naoto）

また、今後はグループ会社の力を結集して遊技機販売のみに
とらわれることなく

前列左から
（3名）

井上 謙治（Inoue, Kenji）
嶋田 崇（Shimada, Takashi）
鳴島 茂雄（Narushima, Shigeo）

後列左から（5名）

村野 直人（Murano, Naoto）
坂元 秀樹（Sakamoto, Hideki）
長谷川 雅昭

（Hasegawa, Masaaki）

松岡 亮（Matsuoka, Ryo）
森永 太志（Morinaga, Taishi）

WEBというメディア
を活かして様々なサー
ビスを展開することで
お客さまのビジネスの
成功を支援していきた
いと思います。
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お客さま満足の追求
お客さまニーズの把握と反映
■■お客さまサポート体制
お客さまの声を製品・サービスの品質向上につなげるため、ユーザーサポート窓口を運用する一方で、様々なお客さま情報

E

を社内各部署に届ける専門の組織（CRM 推進部）を設けています。

① お客さま満足の追求
ユーザーサポート窓口の運用を通じて個々のお問い合わせに迅速・的確にお応えする一方で、ツールを活用してアンケート・WEBサ
イト・外部SNSなどからお客さまの声を効率的に収集し、関連各所へ市場の動きを報告しています。開発など事業側では製品・サービ
スの利用状況と組み合わせ、徹底的に分析することで、スピーディな改善や進化、新企画の創出に活かす体制づくりが進んでいます。
② 安全かつ合理的な個人情報の取り扱い
グループ横断でユーザー認証やオンライン決済を可能とする会員システム
「SEGA ID」
のインフラを提供するとともに、会員IDをキーにし
てゲームの利用情報などと結合・蓄積できる仕組みを構築しています。また、2017年6月にはプライバシーマークを取得し、お預かりする
個人情報がより適切に管理・運用される環境を設けつつ、プライバシーマークの社外掲出を通じて社会的な信頼の獲得にも努めています。

同部署では、これまでもITツールを使い、ユーザーデータの調査を行っていましたが、お客さまに「もっと深く・ずっと遊んでい
ただくための関係構築」をスローガンに、一部開発部署からゲームサーバーログの提供を受け、お客さまの利用背景とお問い合わせ
内容を掛け合わせての迅速な問題解決と、市場報告強化による顧客情報活用の社内促進に取り組んでいます。
■ お客さまの声にお応えする仕組み・体制（エンタテインメントコンテンツ事業）
お客さま
セガ公式サイト

サポート窓口

インターネット

アンケート

コンテンツへの
ダイレクトなご意見投稿

お客さまからの
お電話・メールでのご相談

外部SNSなどに
おける発言

満足度や改善要望
イベント参加の感想など

CRM 推進部

セガに寄せられた
声を製品・サービ
スへ反映
公式サイトやFAQ
ページなどを通じ
てお客さまへのお
知らせにつなげる

運営、営業、開発、品質保証、経営層etc.

遊

2017 年度には、コールセンターとパーツセンターを統合し、カスタマーサポートセンターを設立しました。電話での機械
故障やトラブルシューティングに関するお問い合わせ受け付けからアフター部品の出荷、故障のお問い合わせをいただいた

お客さまへのフォローコール、故障部品の回収までを一元的に実施しています。さらに2020 年からは、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大よってサポートセンターの営業自粛を
余儀なくされたことを受けて、メールでの問い

■ お客さまの声にお応えする仕組み・体制（遊技機事業）

に装着する研修などを通じて、故障箇所をより
また、以下の利便性向上施策を推進することで、
お客さまがより利用しやすい環境の整備を進め
ています。
① 電話のみでの説明が難しい部品の「搭載箇所」
や「 交 換 方 法 」を、WEBサ イト「Sammy
Plus」を併用して分かりやすく説明するマル
チチャネル案内の実施
② お客さまのご都合に合わせた部品注文および
製品購入が可能となるECサイト「Sammy

ホールの皆さま
お電話

一般ユーザーの皆さま

メール WEB

WEB

カスタマーサポート
Sammy Plus
センター
Sammy Plus EC

サミーWEBサイト
（ホームページ）

（注文部品が必要な場合）

製 品・サー ビスへ反 映

的確に診断するスキルの向上を目指しています。

ご 相 談 に 応 じ た 対策 の 実 施 お よ び
フィードバック

対応を実現しました。さらに、故障部品を実機

お 問 い 合 わ せ 内 容 のフィードバック

お客さま

合わせも開始し、今まで以上にスピーディーな

お客さまからのご意見
CS推進委員会による対策会議実施
経営および開発・営業・生産など
関連部門への報告

Plus EC」の展開
SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2020
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③ 競合メーカーのコールセンターとの電話番号統一など
サポートセンターには2019 年度だけで約16,000 件のお問い合わせがありました。それらをカスタマーサービス部で集計・分析し、
タイムリーに関連部門へ共有することで、故障抑制や遊技機の操作性向上など、開発部門や生産部門のものづくりに活かされています。

製品・サービスの安全と品質保証
■■品質保証体制
セガ・インタラクティブでは、営業、開発などのラインから独立した立場の品質保証部が、品質保証規程に基づいて製品や

E

サービスの安全性と品質を一括して管理することで、体制の強化を図っています。特に製品の安全性については、自主基準

並びに業界団体（JAIA

※1

）のガイドラインに準拠し、安全管理を徹底しています。また、開発や生産、営業、品質管理などの各部門

の関係者が集まり、製品仕様・設計仕様・量産仕様・量産判定の 4 つの観点で製品を評価するデザインレビューを実施しています。
このほか、様々な安全管理手法を用いて製品のリスクを評価する PL

※2

診断も行っており、さらに出荷判定会議で出荷の最終的な

判断を議論するなど、厳しい基準を満たした製品のみを市場にリリースしています。
※1 JAIA：一般社団法人 日本アミューズメント産業協会
※2 PL：Product Liability
（製造物責任）

■ AM 機器の品質保証全体フロー概略
アフターフォロー

販売開始

出荷判定会議

試作検収

画

量産開始

計画検収

DR3

量産検収

原案検収

企

ロケテスト

DR2

P L 診断

DR1

設計開始

DR0

※ DR：デザインレビュー（設計審査）

■ お客さまの声を活かす仕組み（アミューズメント機器）
市場対応

解析
SIC販売部門

市場クレーム
（プレイヤー・
オペレーター）

SLSカスタマサポート

関連部門へフィードバック
市場情報の
整理と解析

ユーザーサポート

遊

再発防止

サミーでは積極的な創意工夫と効果的に改善を行う品質保証活動により、安全
で良質な製品やサービスを提供しています。また、人体の安全にかかわる

「重要不具合」ゼロという目標を設定し、実現のための施策として以下の活動を行って
います。

・生産部門

・機構開発部門

・ソフト開発部門

※

② お取引先における4M 管理チェックや監査・指導

・その他

■ 品質保証活動（遊技機事業）
・デザインレビュー ・信頼性試験

・不具合品検証

① 品質マニュアルの作成や品質記録の管理

・物流部門

市場

企画
設計

・初物品検査

量産
試作

品質
保証部

③ 生産時における工程監査や高温環境下での製品打込み検査
④ 可動役物の検査仕様の適正化と寿命試験による評価検証
⑤ 開発・営業・生産部門との品質に関する連携

これらの活動により、「重要不具合」ゼロの目標を達成しました。
※ 4M：Man、Machine、Material、Method
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出荷
・製品抜取検査

製造
・不具合品検証
・監査
（お取引先・サミー工程内）

健全に楽しんでいただくための取り組み
製品・サービスへの表示とラベリング

E

セガゲームスでは、家庭用ゲームソフトの製品パッケージや取扱説

龍が如く７
光と闇の行方
©SEGA

明書などに関して、お客さまに安心して製品やサービスをご利用い

ただけるよう、説明法規制や業界団体が定めるガイドライン・社内規程に
準じて、分かりやすく適切に表示することを徹底しています。また、各種製
品における利用対象範囲の明確化や倫理問題にも積極的に取り組んでおり、
各国の倫理審査結果に従った表示を行っています。日本においては、CERO
※

に基づく対象年齢表示に加え、独自の自主基準も表示しています。また

CEROの審査を通じて得たノウハウを蓄積し、事例をもとにした9カテゴリー、
26 項目のガイドラインを策定しているほか、メールマガジンを通じて国内
外の倫理的な表現問題に関する最新事例を随時発信することで、社員の意識
向上を図っています。
※ CERO：特定非営利活動法人 コンピュータエンターテインメントレーティング機構

CEROのレーティ
ング制度に基づく
対象年齢表示と自
主基準の表示

CERO

パッケージ
による
セガ独自の
注意表記

適正なコンテンツ利用のための整備

E

遊

エンタテインメントコンテンツ事業のセガ並びに遊技機事業のサミーネットワークスが提供するスマートデバイス
向けコンテンツでは、主に、未成年者の過度なゲーム利用や課金の問題に配慮し、国内向けのほぼすべてのタイト

ルで年齢認証による月間の課金上限を設けています。また、有料で販売しているポイントなどを使用して遊ぶ「ガチャ」については、
入手できるアイテムのレアリティごとの、もしくはアイテムごとの入手確率を明記することを社内ガイドラインで定めるなど、曖昧
な表現による過度な期待や、それによる行き過ぎた課金にならないように努めています。いずれも業界団体のガイドラインに準じた
もので、今後も、利用者の皆さまが安心して楽しめる健全なゲーム環境づくりに努めていきます。

不正防止対策

遊

遊技機の射幸性の抑制と不正改造の防止を主な柱とした「風
適法施行規則等の改正」
（2004 年 7 月施行）を受けて、遊技

機事業では、不正な方法で利益を得る、いわゆるゴト行為を未然に防
ぐために遊技機不正対策グループを設置し、継続的に市場情報を収集
し不正に強い遊技機づくりに取り組んでいます。複雑化する不正改造
に対しては、遊技機の流通過程を把握することで、不正に改造された
遊技機そのものを市場から根絶していく取り組みを進めています。
また、当社または当社グループ会社を騙った「サクラ・打ち子」な
どの不審な勧誘や一部市場に流布している根拠の無い不当な攻略情報
に対し、サミーの WEB サイトや小冊子などで注意を促すなどの対策

機種別の詳細情
報や遊び方を掲
載した小冊子で
も、不正防止など
の注意を促して
います
©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©Sammy

を図っています。

倫理・社会的な配慮

E

遊

セガ・インタラクティブでは、JAIA の制定する「健全化を阻害する機械基準」の運用規程を遵守し、製品化前の社
内検証において、過度に残虐な表現やお客さまを不快にさせてしまう表現が無いか、チェックしています。サミー

では社内の監査機関である倫理委員会を設置し、一定の倫理基準や社会ルールなどを満たした遊技機を開発しています。また、独自
のガイドラインを策定し、犯罪行為を誘発、または著しく射幸心をあおる恐れのある内容などが演出に含まれることのないよう
に管理しています。のめり込み防止（射幸性に関する研究協力含む）に関する取り組みは「統合レポート 2020」をご参照ください。
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依存症対策

E

世界保健機関（WHO）年次総会（2019 年 5 月）において、オンラインゲームやテレビゲームの過度なプレイによって、
「ゲーム
依存症」が新たに疾患として認定されました。

エンタテインメントコンテンツ事業部門では、射幸性が高く高額課金につながるような「ガチャ」に関して、未成年の過度なゲーム
利用や課金の問題に配慮し、一部タイトルで年齢認証による月間の課金上限を設けるほか、社内ガイドラインを定め、曖昧な表現に
よる過度な期待や、それによる行き過ぎた課金を防ぐように努めています。
一般社団法人 コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
、一般社団法人 日本オンラインゲーム協会（JOGA）
、一般社団法人
モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）、一般社団法人 日本 e スポーツ連合（JeSU）のゲーム関連 4 団体では、ゲームプレイに
より引き起こされる事象に関する調査・研究およびゲームの楽しみ方に関する啓発などを推進する4 団体合同検討会を設置しました。
現在 4 団体合同検討会では、外部有識者の研究会と連携してゲーム障害についての調査研究を進めており、今後効果的な対策の検討
なども進めます。当グループは、4 団体合同検討会と連携しながら適切な対応を行っていきます。

遊

遊技業界では、2003 年のぱちんこ依存問題研究会の発足を契機に、のめり込みに関する対策に
乗り出しました。2006 年には、業界団体の支援によって「リカバリーサポート・ネットワーク

（RSN）」が設立され、啓発活動や電話相談などの幅広い取り組みを展開しています。
このほか遊技業界では、2016 年 12 月に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」
（IR 推進法）
が公布されたことに伴い、国のギャンブル等依存症対策に対応するため、2017 年 1 月に、遊技産業 14 団体
（総称：パチンコ・パチスロ産業 21 世紀会）が「パチンコ・パチスロ依存（のめり込み）問題に対する声明」を
※1

※2

発表。これまで「RSNの相談時間」の拡大、
「自己申告プログラム 」の対象項目追加、
「家族申告プログラム 」
の導入、全国各店舗で依存問題に関する相談に応じる「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」の配置や

依存症ポスター

2018 年 2 月に施行された改正規則に適合する遊技機への入れ替えなど、様々な取り組みを推進しています。さらには同年 12 月
に業界の依存問題対策について評価・提言を行う第三者機関「パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議」を発足させ、客観的な
意見を取り入れる環境を構築しました。
また、2019 年 12 月には、依存問題対策の指針や具体的な取り組みを明記した「パチンコ依存問題対策基本要綱」並びに「パチ
ンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」を策定・公表し、依存問題対策の取り組みを加速させています。
当グループは、こうした取り組みを主導し、業界の健全な発展に貢献していきます。
※1 ご自身が、１日の使用上限額や上限遊技時間、1ヶ月の来店上限数を自己申告すると、その上限を超えた場合に入店を制限するプログラム
※2 ご家族からの申告により、ご遊技をされるお客さまの同意のもと、入店を制限するプログラム

安心安全なIR 施設の開発・運営を目指して
■■ギャンブル依存症についての産学共同研究を開始

R

セガサミーホールディングスと、国立大学法人 京都大学は、ギャンブリング行動
※

の遷移に関するデータの収集と分析を通じて、ギャンブル依存症のプロセス研究

を産学共同で行います。
本研究は、実際に営業中の海外カジノ施設におけるプレイヤー（日本人を含む）のプレイ
データを収集・分析することにより、人が危険な賭けにいたる前の兆候を明らかにする
ことを目的として実施します。セガサミーグループでは、本研究成果と結びつけること
により、依存症の兆候がみられるプレイヤーを早期に発見し、深刻化を未然に防ぐ仕組
みの確立を目指します。あわせて施設利用時における自制・抑制を促す施設オペレー
ションを確立することで、啓発・予防から医療機関などによる治療との連携まで一貫
した体系的なギャンブル依存症対策の構築を目指します。
これまでの研究では、「賭け行動に与える事前の勝敗の影響」がデータ解析より明らか
になりました。このことに関する論文の執筆も完了し、2019 年 9 月に日本心理学会
第 83 回大会にて研究発表しました。依存症兆候の検知に向けては、継続的に研究を進め
ています。
※ 本共同研究は、京都大学こころの未来研究センターにおいて、2023年3月まで延長して実施予定。
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