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パチンコホールの最新喫煙動向

４月からパチンコホールは原則的

に全 面 禁 煙となり︑喫 煙 者 比 率が

高いパチンコファンのその後の動 向

は気になるところだ︒喫煙できなく

なった不自由さが︑どの程度遊技参

加に影響を与えているのか︒マイナ

スの影響としては︑来店回数の減少

や遊技離反ということまで考えられ

る︒

一 方で︑非 喫 煙 者からは 特に敬

遠 さ れていたと 思 われ る パチンコ

ホ ールのタバコの煙とその臭いが︑

全 面 禁 煙 化に伴い障 害にならなく

なったことで︑新しいファン層が増

加したのではないかという希望的観

測も成り立つ︒果たしてファンから

月︑パチンコプレイ

の評価はどうなっているのだろうか︒

２０２０年

ヤー1000名に対して実施したア

ンケート結果から︑最新の動向をお

伝えしたい︒

例によって︑株式会社ワールド・

ワイズ・ジャパン市場調査部が実施

した独自の調査結果からレポートす

る︒
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に喫煙率が６割を超えるということは

者の遊技参加が進んでいれば︑さすが

きは生じていないものと見られる︒

ろうが︑現在のところはまだ新たな動

かすかな期待を抱いたホールもあるだ
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なかっただろ う︒原 則 禁 煙 化に伴い︑

※女性50代、60以上はN＜30となっておりサンプル数不足のため参考扱いとなる

月１回以上の頻度でパチンコをするプレイヤーの
喫煙率は ・1％︵電子タバコを含む︶

み喫煙していると回答しており︑一般

おいて一般と比較した喫煙率の高さが

吸わない

して喫煙状況を確認した結果である︒

摘されている︒
﹁2018年全国たばこ
喫煙率との大きな乖離が確認できる︒

いるが︑今回の調査からもパチンコプレ
目立っている︒

スクリーニング条件：月に１回以上パチンコをするプレイヤー
サンプル数：1,000 名

パチンコプレイヤーは︑一般と比較し

喫煙者率調査﹂
︵JT全国喫煙者率調
男女別では︑男性が ・9％︑女性

全体では ・1％が電子タバコを含

査︶によると︑成人男性の平均喫煙率
が ・3％となっており︑特に女 性に

て喫煙率が高いことはこれまでにも指

は ・8％︒女 性は８・７％となって
イヤーの喫煙率の高さが確認できてい

この類の喫煙率調査結果は︑業界内
でもいくつか公表されているが︑今回の

る︒
図表１が今回の調査で︑月１回以上

結果は︑
﹁月１回以上パチンコをするプ

【図表１】最新の喫煙状況
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の頻度でパチンコをするプレイヤーに対

レイヤー﹂が条件となっている︒このた
め︑比較的ヘビーユーザー寄りの回答
結果となっていることをご理解頂きた
い︒
しかしながら︑それにしてもパチンコ
プレイヤーの喫煙率は高い︒館内に喫
煙所を設けることは勿論のこと︑その
広さ︑場所︑数など︑ホール側として
は十分に考慮しておかなければ︑レギュ
ラープレイヤーの喫煙意識に対応でき
ないことになる︒
一方で︑館内の空気が綺麗になった
ことによる非・喫煙者の新規遊技参加
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進んでいないように思える︒非・喫煙
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毎日吸うが１箱まではいかない

毎日少なくとも１箱は吸う
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では︑
﹁非・喫 煙 者﹂はホ ールの 禁
境が快適になったと感じていることの表

という結果となった︒いずれも遊技環

率が高かった項目が﹁長時間遊んでい

回答結果は図表２の通り︒最も選択

に︑遊技台に着席した際に直前の遊技

にも寄与していることが分かる︒確か

がこれを選択しており︑清潔感の向上

灰が玉皿周辺に散らばっていることも

13.4％

わってくことになる︒今 後の﹁非・喫

86.6％

には大きな意味がある︒
﹁パチンコホー

長時間遊んでも服や髪に臭いが付か
ないので良い

煙者﹂の遊技参加に多少なりともプラ

13.6％

ル＝タバコの煙﹂というこれまでのイメー

86.4％

スの影響が生まれることを期待したい︒

店内の空気が良くなった気がして、
従来より快適に感じる

ジは今後︑時間の経過と共に大きく変

【図表２】＜非・喫煙者限定＞パチンコホール禁煙化についての感想

︻非・喫煙者︼より快適になったと９割近くのプレイヤー
が実感も遊技回数の増加への影響は限定的

煙化の影響をどのように感じているの
れと言えるだろう︒
また︑
﹁店内のゴミが減って従来より

だろうか︒続いて︑いくつかの項目につ
いて﹁非・喫煙者﹂に限定して回答を
も 清 潔に感じる﹂についても ・0％

ても服や髪に臭いが付かないので良い﹂

者が喫煙者であった場合など︑タバコの

求めた︒

で ・6％の回答者がこれを選択︒
﹁店
内の空気が良くなった気がして︑従来

あるし︑空になったタバコの箱を押し潰
して足下に捨てているというケースもあ
る︒着席しての喫煙ができなくなった
現在︑この類の不快感が一掃されたこ
とにより︑
﹁非・喫煙者﹂が清潔になっ
たとの印象を抱くことは理解できる︒
しかしながら︑
﹁店内が禁煙になって
から︑パチンコをする回数が少し増えた
と 思 う﹂という 項 目については︑約４
割が同意するものの︑残る６割はこれ
を否定︒コロナ禍という社会的背景の
影響を否定できないものの︑遊技回数
の増加への影響は限定的という印象を
受ける︒
だが︑
﹁非・喫 煙 者﹂の９ 割 近 くか
ら遊技環境の改善を評価されている点
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店内が禁煙になってから、パチンコ
をする回数が少し増えたと思う

思わない
そう思う
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より快適に思える﹂が ・4％で続く
86

28.0％

72.0％

店内のゴミが減って従来よりも清潔
に感じる

54.5％

45.5％

少し客層が良くなったような気がす
る
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