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株式会社 マースエンジニアリング
〒160-8420 東京都新宿区新宿1-10-7
TEL .03-3352-8555（代）
URL：http://www.mars-eng.co.jp

株主メモ
［マースジャーナル］

第40期  中間報告書
平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

Vol.15

当社ホームページにて、決算短信などの財務情報のほか、
各種IR資料、株式情報、株主優待のご案内なども掲載して
います。どうぞお気軽にアクセスしてみてください。

当社ホームページのご案内

URL： http://www.mars-eng.co.jp

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
単 元 株 式 数
基 準 日

株 主 名 簿 管 理 人 及 び
特別口座の口座管理機関
株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

（ 郵 便 物 送 付 先 ）

（ 電 話 照 会 先 ）
（インターネットホームページURL）

公 告 方 法

上 場 証 券 取 引 所

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月開催
100株
定時株主総会　毎年3月31日
期末配当　　　毎年3月31日
中間配当　　　毎年9月30日  （中間配当を実施する場合）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168−0063　東京都杉並区和泉二丁目8番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

0120−782−031
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

電子公告により、当社のホームページに掲載します。
URL  http://www.mars-eng.co.jp/kessan/index.html
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない
ときは、日本経済新聞に掲載します。
東京証券取引所

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座の
ある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下
記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様
には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といい
ます。）を開設しております。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上
記の電話照会先にお願いいたします。
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［株主の皆様へ］

Message from

新製品で業績の向上・市場シェアの拡大を図ります。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
当社グループの主要販売先であるパチンコ業界におきましては、小型

店が閉店・廃店していく一方で、資金力のある大手ホールがチェーン展開
を広げ、二極化の構図が依然として続いております。近年パチンコホール
への集客を牽引してきたパチスロ機の人気が一巡し、話題性のある遊技
機の販売が少なかったこともあり、遊技機の入替に伴う周辺設備の更新需
要は低調に推移いたしました。

このような状況の中で、当社グループはホール業務の省力化を実現する
「パーソナルPCシステム（以下、「パーソナル」という。）」を販売し、業界の
標準化を目指してまいりました。上期は商談の案件が少なく、競合他社と
の価格競争が厳しかったため、期初の計画を下回ることとなりましたが、9
月には待望の新製品「パーソナル5」「メダルパーソナル」「MSD（マース戦
略データ）」を発表し、下期は新製品を積極的に販売して業績の向上ならび
に市場シェアの拡大を図ってまいります。

パーソナル5は前作より大幅にリニューアルし、業界初の新機能も搭載
しており、また、メダルパーソナルはシリーズ初となるパチスロ機用のパー
ソナルとして満を持しての販売となります。MSDは当社ユーザーから収集
したビッグデータを基に分析し、ホール経営に役立つかつてない情報を提
供するサービスとなっており、いずれも今後の販売における主軸製品とし
て期待しております。

マースグループは、アミューズメント関連事業を軸に、自動認識システ
ム関連事業及びホテル関連事業の成長・拡大を促しつつ、グループ全体の
底上げを図り、更なる上のステージを目指してまいります。

株主の皆様には、今後とも格段のご理解とご支援を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。

［営業の概況（連結）］

Review of

当中間期
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当社グループの当中間期（第２四半期連結累計期間）の経営環境は、長引く個人消費の低迷やレジャーの多様化で遊技
ファン離れが進むなど厳しい状況で推移いたしました。こうした中、当社グループは、開発、製造、販売、アフターサービス
に至る一貫体制で他社との差別化を図り、顧客ニーズに適した製品の開発及び提案販売を行ってまいりましたが、例年
に比べて周辺設備に対する投資需要に大きな動きがなかったことから、期初の計画を下回ることとなりました。

この結果、売上高129億39百万円（前年同四半期比16.5％減）、営業利益24億43百万円（同30.9％減）、経常利益28億
42百万円（同22.6％減）、中間純利益20億72百万円（同0.9％増）となりました。セグメントの実績は以下のとおりです。

の展示会への出展を通して新規分野を模索しつつ、自動認識システムを
提案販売してまいりました。

当中間期におきましては、新周波数帯で長距離での読み込みが可能
なUHF帯対応システムを開発し、新たな業種への導入実績を上げること
ができました。

この結果、自動認識システム関連事業の売上高は、25億30百万円（前
年同四半期比18.4％減）、セグメント利益１億74百万円（前年同四半期
比56.9％減）となりました。

ホテル関連事業

ホテル業界におきましては、政府の経済政策等を背景に国内レジャー
が回復傾向にあり、円安による外国人観光客も増加してまいりました。

福岡市博多区のホテルサンルート博多は、ＪＲ博多駅に近い立地の良さ
と質の高いサービスが評価され、高稼働率を維持することができました。

静岡県御殿場市のマースガーデンウッド御殿場は、リピート客の獲得や
客単価の上昇に向けた企画を実施してまいりました。近隣の富士山は、世界
文化遺産に登録され、注目度が高いことから今後の集客に期待ができます。

この結果、ホテル関連事業の売上高は、５億２百万円（前年同四半期比
6.3％増）、セグメント損失１億49百万円(前年同四半期は１億64百万円
のセグメント損失）となりました。

玉積み演出が主流となっているパチンコ業界において、少人数で効率
的なホール運営ができ、今や業界標準のシステムになりつつある「パー
ソナルＰＣシステム（以下、「パーソナル」という。）」を中心に、製品の総合
力で提案販売を進めてまいりました。今年9月には新製品発表会及び
展示会を全国主要都市で開催し、新製品の「パーソナル５」「メダルパーソ
ナル」「ＭＳＤ（マース戦略データ）」を市場へ投入してまいりました。

当中間期におけるパーソナルの売上実績は88店舗、当中間期末時点
における累計導入店は1,224店舗（市場シェア12.9％）となりました。ま
た、パーソナルを含めたプリペイドカードシステムの売上実績は94店
舗、導入（実稼働）店舗数は累計2,048店舗（市場シェア21.6％）となりま
した。

この結果、アミューズメント関連事業の売上高は、99億７百万円（前年
同四半期比17.0％減）、セグメント利益24億14百万円（前年同四半期比
15.0％減）となりました。

自動認識システム関連事業

当社子会社の株式会社マーストーケンソリューションが主体となって
展開する同事業におきましては、ＲＦＩＤやバーコード等を活用した自動認
識システムが様々なビジネスシーンで活用できることから、幅広い業種

アミューズメント関連事業

代表取締役社長   松波  明宏
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Challenge of
『パーソナル』の新展開!!新製品! 展示会! 

遊技客の会員カードの利用をさらに高める目的で開発した最
新鋭のPERSONAL（パーソナルPCシステム）です。

お客様のお好みに合う台をお勧めするレコメンド機能など、
マースならではの新機能を満載しました。

2年前の展示会に参考出品していたスロット
版パーソナルを、新たなデザインと機能を追加
して正式リリースしました。

カラー液晶画面やNFCリーダーなど、『PER 
SONAL 5』と同等の充実機能を備えています。

会員向け機能の充実化を図った
PERSONALの進化形 !

シリーズ初 ! メダル対応の
各台計数システムが満を持して新登場 !

新たな情報・指標の提供により
ホール経営を強力にサポート!

MSD（Mars Strategy Data）は、マース機器を導入したホールから
ビッグデータを収集・分析し、ホールの戦略的経営に役立つ各種指標を
提供する情報サービスです。非会員の客数も高精度でカウントします。

●1秒9枚のメダル計数速度でストレスフリーの遊技環境を実現
●デュアルロック機能による安心のセキュリティ
●ノーマル⇔パーソナルの簡単改造で、柔軟な運用が可能に

●従来の台データにマース独自の客層データをプラス
●精度の高い会員・非会員データで「客単価」「客粗利」を算出
●「継続率」「メイン比率」など、マース独自の新指標を提案

新製品①

新製品②
新製品③

特長

特長 特長

展示会を各地で開催しました!

●業界初！ 遊技台をお勧めするレコメンド機能を搭載
●過去3日のスランプグラフなどの多彩な情報をカラー液晶で表示
●携帯やスマホで貯玉・再プレイが可能になるNFC連動機能

マースでは、本年9月6日の東京を皮切り
に全国主要5都市で新製品発表会を開催し、
その革新的なコンセプトと搭載された各種
先進機能を紹介しました。

発表会には総計800名を超えるホール関
係者がご来場され、東京会場で実施された
MSDの解説セミナーも大盛況でした。

マースは今後も、これら新製品の拡販と知
名度のさらなる浸透に努め、業界内に確固た
る地位を築いてまいります。
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MARS Action! ［導入事例］ Topics of
［トピックス］

世界遺産登録後、初めて
の富士山一斉清掃活動を
実施しました。

「UHF帯RFID
入退場管理システム」
導入事例ご紹介。

パーソナルPCシステムが全国各地に続々と導入されています。

ジャパンニューアルファ池袋店様
東京都豊島区

シリウス 延岡店様
宮崎県延岡市

当社は、創業以来、お客様の「いいね」「ありがとう」の一言を喜びにして、地域
の人たちと共に歩んでまいりました。お客様満足を追求し、当社の信念である

「日本に新しい付加価値（プラスアルファ）」を見出すために、東京初出店という
新しい市場に挑戦することにしました。

東京初出店となった当店は「Enjoy&Smile とびきりの笑顔と楽しみをあな
たに」をテーマに、フロアごとのコンセプトに沿ってフロア全体の配色を変え、お
客様がゆったりと遊技できる空間づくりを行なっております。

商圏での出店は初めてとなりますが、最高の店舗と最新のシステムで地道に
ファンを増やし、当社のブランドイメージが認知されるよう活動を行なってまい
ります。

当店ではお客様が選び、楽しんでいただくためにパチンコ、パチスロで５つの
レートをご用意しております。また、お客様にはいつも元気でいてほしいとの想
いからアルカリイオン水を設置し、会員の方には無料で提供しています。

パーソナルＰＣシステムを導入したことにより、玉運び業務がなくなり、店舗出
入り口やカウンターでお客様をおもてなしする時間が増え、今まで以上にお客
様との接点を増やす事ができる様になりました。そのお蔭で、地域で一番愛嬌
のある挨拶を行おう！という店舗目標の実現に少しずつ近づいている実感があ
ります。また、お客様との会話の時間が大幅に増えた事によりお客様の要望やク
レームの吸い上げスピードが速くなり、サービスや設備の速やかな改善に繋
がっています。

当店はお客様同志が自然に集い・楽しむ空間として、地域に密着した営業を続
けてまいります。

池袋駅東口から徒歩２分。お洒落なブティックを思わせる全面
ガラス張りのビルに「ジャパンニューアルファ池袋店」様がオー
プンしました。地元ファンに愛され、神奈川県を中心に１８店舗を
展開する株式会社ジャパンニューアルファ様が満を持してオー
プンした同店は、東京初進出の記念すべき店舗となりました。
「とびきりの笑顔と楽しみをあなたに」をテーマに創られた店

内は、島上には注目度抜群の大型フィギュアが鎮座し、床には絨
毯が敷かれ、高級感にあふれた雰囲気となっています。

パチンココーナーには玉積み不要のパーソナルⅡが全台に設
置され、快適な遊技環境を提供しています。また、同時導入の総
合管理システムは、これまで把握することができなかったお客
様満足度を数値化できる新しい営業戦略ツールとして、同社様
の掲げるお客様満足の追求に一役買っています。

ジャパンニューアルファ池袋店様のコメント シリウス 延岡店様のコメント

宮崎県内に７店舗を運営する株式会社勝山様は、地域に密着
した営業スタイルで地域のファンに愛されています。同社様が
運営するシリウス延岡店様では、系列店で初となるパーソナルＰ
Ｃシステムを導入していただきました。

同店様のある延岡市は、宮崎県北部の中心都市で県内有数
の工業都市として知られており、南北にのびる国道１０号は、北
は北九州市、南は鹿児島市に続く、東九州の大動脈となってい
ます。同店様は、この国道１０号に面していることもあり、地域の
ファンのみならず、県外からのファンも訪れています。

遊技ファンが快適にプレイでき、従業員の労力を低減する
パーソナルＰＣシステムや空気で紙幣を送るＡｉｒ紙幣搬送は、お
客様同志が自然に集い、楽しむ空間を追求する同店様をサポー
トしています。

当社グループでは、本年9月24日に、富
士山が世界文化遺産に登録されてから初
めての富士山一斉清掃に参加しました。

今回は製造部やグループ会社から幅広
く23名の参加者が集まり、御殿場口の５
合目駐車場を少し登った大石茶屋から双
子山までの範囲を清掃しました。

数年前からNPO法人が主催で毎年清
掃活動が行われていることもあり、大きなゴミは殆どありませんでした。ゴミはガラス
の小さな破片や紙くずがほとんどで、富士山にはゴミがあまりない状態であることを
実感することができました。富士山をいつまでも綺麗に保つために、自分が出したゴミ
は、面倒臭くてもポイ捨てをせず、最寄りのゴミ箱へ捨てるか、家へ持ち帰るよう心掛
けたいものです。

今後も観光客が増えることが予想されますが、当社グループでは、富士山の清掃活
動を通じて、この美しい状態を維持できるよう、継続的に参加を続けてまいります。

当社子会社の株式会社マーストーケンソリューションが開発したUHF帯RFIDのう
ち、ハンディターミナル「IU-9061」を利用したタンクローリーの「入退場管理システ
ム」が、東洋合成工業株式会社様のロジスティック事業を担当する高浜油槽所（千葉
県市川市）へ導入されました。

導入前までの車両の入退管理は、常駐する警備員がドライバーの所持す
る入構証の車両番号を目視で確認し手書きで記録していました。しかし一台
ごとに入構証をドライバーから受け取っての確認作業は時間がかかり、処理
待ちの渋滞が発生することもありました。

このシステムの導入により、警備員がIC
カード付き入構証とドライバーICカードを
車外からハンディターミナルで読み取って
入場（退場）を許可する仕組みに変わったこ
とで、ドライバーが車両から降りずに認証で
きるようになり、入退場処理がスピーディー
かつ確実に行われるようになりました。

ⅠTOPICS

ⅡTOPICS

ICカード

ハンディ
ターミナル
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中間連結貸借対照表（要旨） （単位：千円）

科　目
当中間連結
会計期間末

平成25年
9月30日現在

前中間連結
会計期間末

平成24年
9月30日現在

前連結
会計年度末

平成25年
3月31日現在

資産の部

流動資産 36,783,642 35,109,993 36,018,817

固定資産 22,653,647 22,318,033 22,710,062

有形固定資産 14,452,024 14,723,420 14,427,664

無形固定資産 283,924 301,168 294,521

投資その他の資産 7,917,698 7,293,444 7,987,876

資産合計 59,437,290 57,428,026 58,728,879

負債の部

流動負債 7,599,375 9,514,455 8,792,628

固定負債 4,592,192 4,795,725 4,948,459

負債合計 12,191,567 14,310,180 13,741,088

純資産の部

株主資本 46,213,638 43,536,128 44,713,146

その他の包括利益累計額 1,032,084 △418,282 274,645

純資産合計 47,245,722 43,117,846 44,987,791

負債純資産合計 59,437,290 57,428,026 58,728,879

中間連結損益計算書（要旨） （単位：千円）

科　目
当中間連結
会計期間

平成25年4月 1 日から（平成25年9月30日まで）
前中間連結
会計期間

平成24年4月 1 日から（平成24年9月30日まで）
前連結

会計年度
平成24年4月 1 日から（平成25年3月31日まで）

売上高 12,939,983 15,503,503 30,313,975
売上原価 6,304,770 7,675,622 15,399,094
売上総利益 6,635,212 7,827,880 14,914,880

販売費及び一般管理費 4,191,305 4,292,568 8,563,383
営業利益 2,443,907 3,535,312 6,351,496

営業外収益 404,981 139,372 391,048
営業外費用 6,160 — —
経常利益 2,842,728 3,674,684 6,742,545

特別利益 581,345 21,000 71,786
特別損失 — 305,082 415,930
税金等調整前中間（当期）純利益 3,424,073 3,390,602 6,398,400
法人税、住民税及び事業税 1,276,277 1,198,941 2,355,841

法人税等調整額 75,597 137,543 239,785

少数株主損益調整前
中間（当期）純利益 2,072,198 2,054,116 3,802,773

中間（当期）純利益 2,072,198 2,054,116 3,802,773

中間連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：千円）

科　目
当中間連結
会計期間

平成25年4月 1 日から（平成25年9月30日まで）
前中間連結
会計期間

平成24年4月 1 日から（平成24年9月30日まで）
前連結

会計年度
平成24年4月 1 日から（平成25年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,656,576 2,167,556 5,284,635
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,184,098 △3,006,249 △3,200,387
財務活動によるキャッシュ・フロー △571,217 △571,144 △1,135,555
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △3,399 6,410 6,851

現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 4,266,057 △1,403,427 955,543

現金及び現金同等物の
期首残高 16,912,730 15,957,187 15,957,187

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 21,178,787 14,553,759 16,912,730

中間単体貸借対照表（要旨） （単位：千円）

科　目
当中間期末

平成25年
9月30日現在

前中間期末
平成24年

9月30日現在

前事業年度末
平成25年

3月31日現在

資産の部

流動資産 21,990,236 18,381,212 19,413,725

固定資産 17,881,522 17,987,204 18,033,700

有形固定資産 3,543,740 3,582,335 3,388,070

無形固定資産 81,291 103,141 90,507

投資その他の資産 14,256,491 14,301,727 14,555,123

資産合計 39,871,758 36,368,417 37,447,426

負債の部

流動負債 3,221,150 3,845,981 3,698,225

固定負債 856,671 703,952 743,430

負債合計 4,077,821 4,549,934 4,441,655

純資産の部

株主資本 34,805,993 32,205,702 32,746,152

評価・換算差額等 987,944 △387,219 259,618

純資産合計 35,793,937 31,818,482 33,005,770

負債純資産合計 39,871,758 36,368,417 37,447,426

中間単体損益計算書（要旨） （単位：千円）

科　目
当中間期

平成25年4月 1 日から（平成25年9月30日まで）
前中間期

平成24年4月 1 日から（平成24年9月30日まで）
前事業年度

平成24年4月 1 日から（平成25年3月31日まで）
売上高 8,707,077 10,800,663 21,316,978

売上原価 4,477,412 5,585,626 11,324,170

売上総利益 4,229,664 5,215,036 9,992,808

販売費及び一般管理費 3,055,921 3,122,925 6,200,102

営業利益 1,173,743 2,092,111 3,792,706

営業外収益 1,700,567 1,343,005 1,546,654

営業外費用 3,637 4 —

経常利益 2,870,673 3,435,112 5,339,360

特別利益 501,448 21,000 71,786

特別損失 — 291,385 394,289

税引前中間（当期）純利益 3,372,121 3,164,726 5,016,857

法人税、住民税及び事業税 741,778 729,340 1,479,323

法人税等調整額 △1,204 △11,729 △21,669

中間（当期）純利益 2,631,547 2,447,114 3,559,202

［中間連結財務諸表］ ［中間単体財務諸表］Consolidated Financial Statements Non-consolidated Financial Statements
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所有者別分布状況

所有株数別分布状況

金融機関
8.9％

個人・その他
55.8％

金融商品取引業者
1.2％

外国人
7.1％

事業法人
27.0％

500,000株以上
52.9％

1,000株未満
7.5％

1,000株以上
7.9％

100,000株以上
19.6％

10,000株以上
12.1％

［株式及び会社情報］（平成25年9月30日現在）

株式の状況
発行株式数及び株主数
発行可能株式総数……………………………………………  6,762万株
発行済株式の総数……………………………………………  2,272万株
株主数……………………………………………………………  9,567名

大株主の状況

会社概要
商号

本社所在地
設立年月日
会社の目的

資本金
就業者数

株式会社マースエンジニアリング
(Mars Engineering Corporation)
東京都新宿区新宿一丁目10番7号
昭和49年9月13日
1. 各種電子機器の設計・試作並びに製造販売
2. ソフトウェアの開発
3. 電子機器の開発、企画並びに販売
4. 建設工事の請負及び設計・施工・監理
5. ホテルの経営
6. 不動産の賃貸業
7. 損害保険代理店業
8. 前各号に付帯する一切の業務
7,934,100,000円
464名（男423名、女41名）

執行役員
常務執行役員営業本部長
常務執行役員管理本部長
常務執行役員技術開発部長
執行役員品質保証部長
執行役員営業本部副本部長
執 行 役 員 総 務 部 長

役 員
代 表 取 締 役 会 長
代 表 取 締 役 社 長
取 締 役 相 談 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

秋 山 裕 和
佐 藤 敏 昭
井　出　平三郎
名 取 満 郎
秋 山　　 学
高 橋 丈 治

古 宮 重 雄
松 波 明 宏
松 波 葊 和
村 上　  浩
秋 山 裕 和
佐 藤 敏 昭
渡 邊 葊 美
小 林 郁 夫
中 村 勝 典

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）

㈱イー・エムプランニング 5,643 29.63
松波葊和 680 3.57
松波香代子 680 3.57
松波明宏 680 3.57
みずほ信託銀行㈱ 退職給付信託 東京都民銀行口 
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行㈱ 663 3.48

古宮重雄 490 2.57
五味輝雄 450 2.36
永井美香 432 2.27
大矢俊寿 388 2.04
ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＬＯＷ-ＰＲＩＣＥＤ 
ＳＴＯＣＫ ＦＵＮＤ 375 1.97

Shareholder & Corporate Information

今回は、マースグループを様々な数字から読み解く「数字で見るマース」。
数値も単位もバラエティに富んでいて、意外な一面も見えマース。

Go!マース探検に
Stage —3 数字で見る「マース」。

EX
PL

ORING the MARS          

玉も積もれば…

多くの人の命を助けたい

自動車重量税の話でもエコカー減税の話でもありま
せん。ホールのスタッフが一日で運ぶ玉箱の重さを
一人あたりで試算すると、小型乗用車１台分とほぼ同
じ重さになるのです。※もちろん、パーソナルPCシス
テムならこのような重労働は無用ですが…。

※1.25tとは、下記の内容を仮定したときの結果です
●1日に計数機に流される玉の総数＝5,000,000個
●5,000,000個の玉の重さ＝25ｔ（玉１個5ｇとして計算）
●スタッフの人数＝20人

マースグループでは、心肺蘇生法（人口呼吸
法・心臓マッサージ法）やＡＥＤの取扱い方法
が習得できる救急法基礎講座の受講を平成
19年より社員に推奨してきました。平成25
年９月末現在、受講者数は519名となり、グ
ループ全社員の２／３が受講いたしました。

t

高く評価
されています

当社グループの株式会社マースプランニング
が運営する「ホテルサンルート博多」は、平成11
年のオープン以来、地域で1番の評価を得てい
ます。博多駅筑紫口から徒歩１分の立地に加え、
数あるサンルートチェーンの中で「フロント部門
第１位」を獲得し、過去8回も年間表彰される程
の上質なサービスが人気の理由です。

そよ風のエネルギー
世界初の技術・空気で紙幣を搬送する 
Ａｉｒ紙幣搬送システム。搬送管の中を通
る空気の速さは風速５ｍ/秒。草花が揺
れる程度のやさしい風と同等です。こ
の風のチカラを最先端の技術で紙幣を
確実に安全に運ぶ搬送システムの原動
力にしています。そよ風程度の速度で
すが、紙幣を確実に金庫まで運びます。 m/秒

富士山よりも高く…

マースグループが発行する「ICカード」の枚数は、平
成25年3月末現在で約2,900万枚となりました。こ
の発行枚数は、国内の主要な交通系・流通系のIC
カード総発行枚数2億3000万枚の約13％に相当し
ます。そして、マースのICカードを積み重ねていく
と、なんと富士山の約８倍の高さにもなります。

※ＩＣカードの厚さ1ｍｍで計算

ここを開けると…
遊技機やランプなどが取り付けられ
ている「島」は、パチンコホールの必
需品。２つ折りにした新聞の縦の長さ

（594ｍｍ）より短い幅500ｍｍの
「島」の中にはプリペイドシステム、
紙幣搬送システム、研磨機、玉の補
給装置、玉をストックするタンクな
ど、所狭しと色んな物が設置されて
います。これらはホール運営の縁の
下の力持ちとなっています。

mm

回

Next Stage
次回は、世界遺産に登録された富士山にも近い「マースガーデン
ウッド御殿場」の魅力をお伝えします。お楽しみに！
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