
★阿修羅♪ > 経世済⺠134 > 469.html [850]

Asyura Search
★阿修羅♪ ▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ

パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 経営悪化  
http://www.asyura2.com/20/hasan134/msg/469.html

投稿者 ⾚かぶ ⽇時 2020 年 5 ⽉ 28 ⽇ 13:44:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU

ツイート  

風呂上がりに「DNA育⽑剤」を塗る薄⽑の新習慣が凄い︕
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緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店については東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪
化する店が相次いでいて、先⽉以降、全国で少なくとも85の店が事実上倒産したり閉店したりしたことが分かりまし
た。



緊急事態宣⾔が出された先⽉から全国のほとんどでパチンコ店に休業要請が出され、25⽇、宣⾔がすべて解除されたあ
とも東京都や千葉県、北海道の⼀部などでは休業の要請が継続されています。

パチンコ店は全国におよそ1万店ありますが、ＮＨＫが店の関係者や業界団体などに取材したところ、先⽉以降、少な
くとも85の店が事実上倒産したり閉店したりしたことが分かりました。

都道県別では東京都が11店と最も多く、北海道で9店、愛知県で6店が確認されています。

休業の要請に応じると、東京都の場合協⼒⾦として最⼤で100万円が⽀払われますが、店の家賃だけで⽉に1000万円以
上かかる場合もあり、ほとんどの店で⼤幅な⾚字になるということです。

資⾦繰りが悪化する店はさらに増える⾒通しで、業界団体では従業員の雇⽤を守る取り組みを進めていきたいとしてい
ます。

閉店した東京都内のパチンコ店の幹部は「休業すると収⼊を得る⼿段がなく、家賃や⼈件費を払うことができない。運
転資⾦がもたずもはや限界だった」と話していました。

経営者「私の代で閉店 断腸の思い」

閉店を決めた東京 ⼤⽥区のパチンコ店の経営者が取材に応じました。

昭和41年に創業した店は商店街の⼀角にあり、50年余りにわたって営業を続けてきました。

地元の⼈を中⼼に固定客が通っていたと⾔いますが、新型コロナウイルスの影響で客が減少。さらにパチンコ店が休業
要請の対象になり、今後、運転資⾦を維持できなくなるとして、先⽉、店を閉めることを決めたということです。

経営者の都築忠政さんは「パチンコ店は飲⾷店などと⽐べて売り上げの規模が違い、休業すると影響が⼤きい。私の代
で閉店を決断せざるを得ないのは断腸の思いで、解雇した従業員にも申し訳なく思う」と話していました。

「⼆⼗数万⼈の⽣活や雇⽤は…」業界団体

全国のほとんどのパチンコ店が加盟する組合の上部団体「全⽇本遊技事業協同組合連合会」の阿部恭久理事⻑は「パチ
ンコ店は家賃や光熱費など固定費がかなりかかるが、休業の補償は不⼗分なのが現状だ。今後さらに閉店が増えると、
およそ⼆⼗数万⼈いるパチンコ業界で働く⼈の、⽣活や雇⽤の確保がどうなるか不安だ」と話していました。

家賃 台の仕⼊れ 光熱費…固定費⾼く

関係者によりますと、パチンコ店の中には建物を借りて営業しているところも多く、⼤規模な店では家賃だけで⽉に



1000万円を超えるということです。

また、パチンコ台の仕⼊れ代⾦や光熱費、従業員の給料などの「固定費」が、ほかの業種に⽐べて⾼くなっています。

さらに、飲⾷店と異なりテイクアウトなどで収⼊を得ることができず、資⾦繰りが急速に悪化する店が相次いでいると
いうことです。

東京都の場合、休業に対する協⼒⾦は最⼤で100万円ですが、店を開けなければ⾚字になってしまうとして、いったん
休業したあと営業を再開する店も出ています。

休業要請に応じている東京都内のパチンコ店の幹部は「批判を覚悟で店を開けるか、店を畳むかの選択を迫られている
状況だ。⾃分の店も含めてもう限界に達しているところが多いと思う」と話しています。
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パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 / 緊
急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店については
東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する店
が相次いでいて、先⽉以降、全国で少なくとも85の店が事実上
倒産したり閉店したりしたことが分かりました。
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仙臺か〜ちゃん
@senkumo

地主さんも固定収⼊、⽇銭が回る、周囲の飲⾷店も潤う、雇⽤
もある、⼀⼤産業なんだね。
ここから吸い上げた収⼊の⼀部が海外へ送⾦されているんだろ
うか。そんな話もある。 www3.nhk.or.jp/news/html/2020…
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鈍速丸Ｆ・みやちょん
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パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 | 
NHKニュース   www3.nhk.or.jp/news/html/2020… 派⼿におカ
ネが動いている印象のパチンコ店、中⼩企業だと⾃転⾞操業
だったのかと改めて感じました。
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鈍速丸Ｆ・みやちょんさんの他のツイートを⾒る
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いては東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する
nhk.or.jp

t-kada
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昔は新駅が出来ると、まず、パチンコ屋が出店したな。今は規
制でただでさえ衰退している業界だから、コロナ⾃粛は⼤きな
痛⼿。駅近でテナント料が⾼いから、耐えられない。
パチンコ屋でも潰れると、商店街が空洞化す
る。www3.nhk.or.jp/news/html/2020…
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TAKETO
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まだ渦中の⼈達は沢⼭いるし むしろここからが本番なわけで、
お疲れ様ですを⾔うにはちょっと早いような気がするけども… 

緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店について
は東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する
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ひとつの⽂化が消えていくのかな

まぁ、仕⽅ないところもあるかもね

パチンコやるくらいなら

CR東証 で遊んでた⽅がいいかもね

パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 | NH…
【NHK】緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店につ
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いては東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する
nhk.or.jp

名無し
@nerushikanai

休業の要請に応じると、東京都の場合協⼒⾦として最⼤で100
万円が⽀払われますが、店の家賃だけで⽉に1000万円以上かか
る場合もあり、ほとんどの店で⼤幅な⾚字になるということで
す。

パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 | 
NHKニュース   www3.nhk.or.jp/news/html/2020…
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【NHK】緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店につ
いては東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する
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愛知訪問マッサージ・リハビリ
@ahmm_nagoya_

パチンコ業界は何かと目の敵にされてきましたから、新型コロ
ナでトドメを刺された形になりましたね

パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 | 
NHKニュース  #パチンコ www3.nhk.or.jp/news/html/2020…
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緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店について
は東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する
店が相次… www3.nhk.or.jp/news/html/2020…

パチンコ店が業界ごと無くなることを祈ってる︕依存症や⽣活
保護の使い込みなど問題が多いし、何より朝鮮への資⾦源は断
つべき︕
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パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 | NH…
【NHK】緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店につ
いては東京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する
nhk.or.jp

「ストロング」炭酸シャンプーで頭を洗うお風呂の新習慣が凄い︕
薄⽑の夫が「炭酸」で頭を洗う1分習慣が凄い…その理由が意外と深い

詳細を⾒るPR 株式会社ドゥイング



12. 2020年5⽉28⽇ 19:07:07 : wiwI8TXGtE : VXY4R3NkTlBhOXc=[6] 報告 ▲△▽▼
閉店の 荒波襲う 商店街

13. 命を⼤切に思う者[2569] lr2C8JHlkNiCyY52gqSO0g 2020年5⽉28⽇ 19:16:57 : LB9DG4mcOw : aUlKdkVwVDVsSEk=[79] 

報告
▲△▽▼

フランチャイズの元締めの会社には⼤した痛⼿はなくても、
各店舗は、元締めの会社の社員ではなく、元締めと契約してるだけの会社だから、損失をモロに被る。
契約内容は各店舗に相当不利なものだと想像できますが、
これまでは売上げが途轍もなく⼤きかったから、各店舗もその契約内容でやってこれたんでしょうが、
今回のように休業が続くと、しかも⾃粛気分が残ってて客が戻らないと、⼤⾚字でしょうね。
これで終わらない。これから、倒産がどんどん増えるのでは︖ 

14. ⽇本はひとつのチーム[159] k̲qWe4LNgtCCxoLCgsyDYIFbg4A 2020年5⽉28⽇ 22:36:01 : vEyRav9WC6 :
Wlptam1wMTJLeDI=[5] 報告

▲△▽▼

⾃粛警察を初めとする、マスク厨・⾃粛推進派の⼤勝利だね、おめでとう。
彼らは今頃勝利の美酒に酔っているだろう。

たばこ、パチンコに次ぐ新たなターゲットはどこなのかな。

15. 2020年5⽉28⽇ 22:56:51 : ATjTyCYFps : Mk4wUE1zVkdqeHM=[251] 報告 ▲△▽▼
パチンコは警察関連の利権でもあるからな
⼤⼝の天下り先を失った警察は、次は果たしてどこに尻尾を振るんだろうかね
まあ、パチンコ店が⽇本から消えるのは悪い事ではないな
駅前の⼟地が空くから、再開発が捗るんではないかね・・・もっとも、その余⼒があるのは、中国企業だろうけど
警察は、今度は中国企業に尻尾を振るんだろうか︖
ま、らしいっちゃあらしいが、中国は黙っていても⽇本を⼿の内に出来るんじゃないか・・・今の体制が続く限りそう
なるのは⾃明の理だな
そういうプロジェクトがあるのかどうか、嫁さんの実家と娘の嫁ぎ先の⼈間に、今度話を聞いてみますかね・・・⾯⽩
い事が聞けるかも知れない

16. 2020年5⽉29⽇ 10:21:49 : jLkG2cl3ls : VXNkQmFKRnc4TEU=[3] 報告 ▲△▽▼
かわいそうと思いますが、
国は浄化されるべきですし、そのためには

まぁぼ〜（Mac Mountriver）
@MacMountriver

三密の元凶はいらない。もっともっと潰れますように︕

パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請
(NHK NEWS) news.line.me/issue/oa-nhkne… #linenews

2 19:33 - 2020年5⽉27⽇

まぁぼ〜（Mac Mountriver）さんの他のツイートを⾒る

パチンコ店 全国で85店が倒産や閉店 新型コロナの休業要請 (NHK…
緊急事態宣⾔が全国で解除されましたが、パチンコ店については東
京都などで休業要請が継続されています。経営が悪化する店が相次
news.line.me



売春業やそれに類するもの、賭け事などは⼀掃されねばならないでしょうね。
⽇本は異常で、いまや悪魔の巣窟となっています。

海外に⾏かれるのも⼿かと思います・・・

17. 2020年5⽉29⽇ 23:28:01 : luzdYrOmkw : cEt4SE85U0ZBSG8=[16] 報告 ▲△▽▼
⾃衛隊がＪＡＸＡ喜劇団をまねて宇宙作戦隊とか始めたのも税⾦浪費の
利権構築だよね。パチンコは⼈に疲れたとき時間つぶしできる癒しでは
あったけど、企業活動は同調圧⼒で⾃殺者も出てたからカネを稼がせて
娯楽・賭博で回収するという仕組まれたものだったんだね。
１６⽒が仰るように体を売ってカネに換えるとか、３６５⽇あらゆる種類の
ギャンブルができるとか、⼈⼯災害や⼈⼯地震とか、毒物医療とか、⽇本
には異常なものばかりですね。こんな国の象徴だから皇族政府は悪い⼈たち
といことになりますね。

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済⺠134掲⽰板 次へ  前へ

   拍⼿はせず、拍⼿⼀覧を⾒る

フォローアップ:

★登録無しでコメント可能。今すぐ反映  通常｜ 動画・ツイッター等｜ htmltag可（熟練者向）｜（各説
明）

（ ←ペンネーム新規登録ならチェック）
↓ペンネーム（なしでも可能。あったほうが良い）

↓パスワード（ペンネームに必須）

（ペンネームとパスワードは初回使⽤で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。）

↓画像認証
（ 上画像⽂字を⼊⼒）

ルール確認＆失敗対策
画像の URL (任意): 

「更年期が⼀番痩せるよ︖」医師の夫が…
「更年期が⼀番痩せるよ︖」医師の夫が教えてく
れた太っている⼈がするべき朝の習慣が凄い

詳細を⾒るPR ヘルスアップ



最新投稿・コメント全⽂リスト  コメント投稿はメルマガで即時配信  スレ建て依頼スレ

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済⺠134掲⽰板 次へ  前へ

森友指南役を補助⾦詐取で告発 ⿊川辞任で核⼼部分
の罪に迫る（⽥中… ⾚かぶ（87）

⾃⺠党内からも辞任を促す声が出始めた安倍⾸相のこれから ⽇本外交… ⾚かぶ
（69）

⿊川⽒“桜疑惑”封じに暗躍か異例の告発不受理が明るみに（⽇刊ゲン… ⾚かぶ（64）

安倍官邸、稲⽥総⻑潰しに失敗か＋林⾼検検事⻑が政治に距離と明⾔＋内… 笑坊
（50）

⼭本太郎⽒の質疑を聞いていたら、背後に怖いものを⾒つけてしまった… ⾚かぶ
（39）

＜ウンザリだ⼝先男の薄っぺら＞リーマン以上の惨事になぜ、消費税は… ⾚かぶ
（38）

拍⼿ランキング（２４時間）  2020/05/30 13:00更新 …もっと⾒る

Top11-20

検察が河井陣営への「安倍マネー1億5千万円」めぐり⾃⺠党本部関係者… ⾚かぶ（27）

7.5東京都知事選に市⺠が総⼒結集する（植草⼀秀の『知られざる真実』… ⾚かぶ（23）

＜総理主導「GoToキャンペーン」に疑惑︕＞検討・意思決定プロセスの… ⾚かぶ（23）

＜河井事件に本気モード＞元⾃⺠本部幹部ら聴取怒れる検察が安倍官邸… ⾚かぶ（22）

＜⾃⺠党が「9⽉⼊学」で造反＞もはや安倍⾸相は裸の王様だ（⽇刊ゲン… ⾚かぶ（20）

＜⾃⺠党が「9⽉⼊学」で造反＞もはや安倍⾸相は裸の王様だ（⽇刊ゲン ⾚かぶ（20）

転んでもただは起きない安倍晋三……今度は検察刷新会議という時限爆… ⾚かぶ（17）

「コロナ専門家会議、議事録作成せず」もう国の体をなしていない（ま… ⾚かぶ（17）

最後はロン︕点棒の代わりに「内閣総辞職」をもらおうか 中村敦夫怒… ⾚かぶ（17）

持続化給付⾦の作業を請け負っていたのは電通とパソナの“トンネル団… ⾚かぶ（17）

拍⼿ランキング 13:00
 更新

2020年05⽉ 困った時、意⾒、提案、相談などなんでも。管理⼈が24時間以内… 管理⼈さん（53）

宇都宮健児好機到来＜本澤⼆郎の「⽇本の風景」（３６９９）＜⽯原・伏魔殿退治… ⾚かぶ（24）

＜総理主導「GoToキャンペーン」に疑惑︕＞検討・意思決定プロセスの⽂書が不存… ⾚かぶ
（22）

7.5東京都知事選に市⺠が総⼒結集する（植草⼀秀の『知られざる真実』） ⾚かぶ（19）

コメント数ランキング（２４時間）   2020/05/30 13:00更新 …もっと⾒る

韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇…
韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇本⼈がゼ
ッタイしない毎晩３秒の習慣

詳細を⾒るPR 株式会社Kanael

韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇…
韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇本⼈がゼ
ッタイしない毎晩３秒の習慣

詳細を⾒るPR 株式会社Kanael



住宅ローンが払えなくなる⼈が急増…借⾦地獄にハマる「キャッシングで返済」…⾚かぶ
（1,289）

銀⾏の預⾦封鎖も現実味、過去に⽇本でも実施…⾃分の“資産を防衛”する具体…⾚かぶ（511）

パチンコ店全国で85店が倒産や閉店新型コロナの休業要請 経営悪化  …⾚かぶ（239）

⽇本の酪農農家、3重苦に…コロナで⽜乳の給⾷需要消滅、輸⼊超⾃由化で価格…⾚かぶ（225）

経世済⺠ アクセス数ランキング（２４時間）   2020/05/30 12:45更新
…もっと⾒る

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から⾒つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さん

へ」と記述してください。
すべてのページの引⽤、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引⽤元リンクを表⽰してください。

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済⺠134掲⽰板 次へ  前へ

Top11-20

＜総理主導「GoToキャン
ペーン」に疑惑︕＞検
討・意思決定プロセスの
⽂書…⾚かぶ（1,416）

転んでもただは起きない
安倍晋三……今度は検察
刷新会議という時限爆
弾︖（稗…⾚かぶ
（1,398）

7.5東京都知事選に市⺠
が総⼒結集する（植草⼀
秀の『知られざる真
実』）…⾚かぶ
（1,329）

住宅ローンが払えなくな
る⼈が急増…借⾦地獄に
ハマる「キャッシングで
返済」…⾚かぶ
（1,289）

安倍は森友と桜の2⼤疑
惑が同時に司法の⼿にか
かり断末魔 永⽥町の裏
を読む…⾚かぶ
（1,167）

宇都宮健児好機到来＜本
澤⼆郎の「⽇本の風景」
（３６９９）＜⽯原・伏
魔殿退…⾚かぶ
（1,144）

＜河井事件に本気モー
ド＞元⾃⺠本部幹部ら聴
取怒れる検察が安倍官邸
直撃の“…⾚かぶ（972）

アクセス数ランキング

12:55
 更新



森友指南役を補助⾦詐取
で告発 ⿊川辞任で核⼼
部分の罪に迫る（⽥中…
⾚かぶ（87）

⾃⺠党内からも辞任を促
す声が出始めた安倍⾸相
のこれから ⽇本外交…
⾚かぶ（69）

⿊川⽒“桜疑惑”封じに暗
躍か異例の告発不受理が
明るみに（⽇刊ゲン… ⾚
かぶ（64）

安倍官邸、稲⽥総⻑潰し
に失敗か＋林⾼検検事⻑
が政治に距離と明⾔＋
内… 笑坊（50）

⼭本太郎⽒の質疑を聞い
ていたら、背後に怖いも
のを⾒つけてしまった…
⾚かぶ（39）

＜ウンザリだ⼝先男の
薄っぺら＞リーマン以上
の惨事になぜ、消費税
は… ⾚かぶ（38）

＜電通とパソナが絡む
「幽霊法⼈」東京新聞が
１⾯トップ報道︕＞中
⼩… ⾚かぶ（34）

宇都宮健児好機到来＜本

拍⼿ランキング 13:00
 更新



Top11-20

検察が河井陣営への「安
倍マネー1億5千万円」め
ぐり⾃⺠党本部関係者…
⾚かぶ（27）

7.5東京都知事選に市⺠が
総⼒結集する（植草⼀秀
の『知られざる真実』…
⾚かぶ（23）

＜総理主導「GoToキャン
ペーン」に疑惑︕＞検
討・意思決定プロセス
の… ⾚かぶ（23）

＜河井事件に本気モー
ド＞元⾃⺠本部幹部ら聴
取怒れる検察が安倍官
邸… ⾚かぶ（22）

＜⾃⺠党が「9⽉⼊学」で
造反＞もはや安倍⾸相は
裸の王様だ（⽇刊ゲン…
⾚かぶ（20）

＜⾃⺠党が「9⽉⼊学」で
造反＞もはや安倍⾸相は
裸の王様だ（⽇刊ゲン ⾚
かぶ（20）

転んでもただは起きない
安倍晋三……今度は検察
刷新会議という時限爆…
⾚かぶ（17）

拍⼿ランキング 13:00
 更新

新品 純正品 NECPC-VP-
BP10611.1V 4000mA…

20,000円

【全国送料無料】NEC
LAVIE Direct HZ［Hy…

24,980円

【全国送料無料】NEC ⽇
本電気 LaVie Z シリー…

13,380円





⾃⺠党内からも辞任を
促す声が出始めた安倍

⾸相のこれから ⽇本外
交と政治の…⾚かぶ
（3,615）

安倍官邸、稲⽥総⻑潰し
に失敗か＋林⾼検検事⻑
が政治に距離と明⾔＋内
閣に懲戒…笑坊
（3,431）

森友指南役を補助⾦詐取
で告発 ⿊川辞任で核⼼
部分の罪に迫る（⽥中龍
作ジャ…⾚かぶ
（3,016）

⼭本太郎⽒の質疑を聞い
ていたら、背後に怖いも
のを⾒つけてしまった︕
「完全…⾚かぶ
（2,924）

⿊川⽒“桜疑惑”封じに暗
躍か異例の告発不受理が
明るみに（⽇刊ゲンダ
イ）…⾚かぶ（2,858）

親・⽶国CIAの⽂春がま
たも⼤スクープ︓安倍政
権は、コロナ禍の混乱に
乗じ…⾚かぶ（2,084）

＜⾃⺠党が「9⽉⼊学」
で造反＞もはや安倍⾸相
は裸の王様だ（⽇刊ゲン
ダイ）…⾚かぶ
（1,926）

アクセス数ランキング

12:50
 更新



 
▲上へ      
★阿修羅♪  
経世済⺠134掲⽰板  
次へ  
 
 

韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇…
韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇本⼈がゼ
ッタイしない毎晩３秒の習慣

詳細を⾒るPR 株式会社Kanael

「ストロング」炭酸シャンプーで頭を洗…
46歳でバーコード頭。薄⽑の中⾼年男性がやら
ないお風呂の1分習慣とは

詳細を⾒るPR 株式会社ドゥイング



順
位

総合 アクセスランキング（７⽇間）          2020/05/30 12:50更新
アク
セス

  1 安倍晋三⽒が総理の座に居座り続ける“謎”が解けた︕  ⾚かぶ 8,872

  2 命運尽きた安倍⾸相 逮捕か総辞職か野垂れ死にか（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ 8,393

  3
親・⽶国CIAの⽂春がまたも⼤スクープ︓安倍政権は、コロナ禍の混乱に乗
じて、「持続化給付⾦」事業をユウレイ法⼈に769億円で… ⾚かぶ

8,269

  4
＜なんてこった︕︕＞「桜を⾒る会」めぐる⾸相告発を不受理 東京地検
（朝⽇新聞） ⾚かぶ

7,299

  5
スクープ⼊⼿︕１か⽉で922枚の〝報告書〟 ⽟川徹⽒、岡⽥晴恵教授、岩
⽥健太郎教授… 安倍官邸「反政府ニュース監視」の記録… ⾚かぶ

6,407

  6
＜共同通信がスクープ︕ また、また安倍の嘘 発覚︕ ＞⿊川⽒処分、⾸相
官邸が実質決定 法務省は懲戒と判断、軽い訓告に ⾚かぶ

6,023

  7
今の安倍⽒を窮地に追い込んでいる⽂春砲の⿊幕は何者か（新ベンチャー
⾰命） ⾚かぶ

5,576

  8
⼭尾志桜⾥議員、⿊川検事⻑処分を追及︕「森⼤⾂、なぜ懲戒ではなくて
訓告なんですか︖」 松島委員⻑も思わず「その通り」 完… ⾚かぶ

5,549

  9
内閣⽀持率「27%」だけじゃない、“安倍政権は倒れる寸前”を表す2つの数
字︕ “⻘⽊幹雄の法則”でも危険⽔域に（リテラ） ⾚かぶ

5,470

 10 ⿊川弘務⽒⿇雀辞任の背景にあるもの（⼋⽊啓代のひとりごと） ⾚かぶ 4,928

 11
指⽰か忖度か…「⽯破詣で」が始まった／政界地獄⽿（⽇刊スポーツ） ⾚
かぶ

4,876

 12 ⽯破の声にも⾃⺠だんまりか／政界地獄⽿（⽇刊スポーツ） ⾚かぶ 4,872

 13
＜電通とパソナが絡む「幽霊法⼈」 東京新聞が１⾯トップ報道︕＞中⼩企
業給付 遅れ続出 運営団体 実態不透明 電通など設⽴ … ⾚かぶ

4,772

 14
安倍晋三⾸相 盟友たちが反旗の直⾔ 「総理、辞任の決断を︕」（週刊
FLASH） ⾚かぶ

4,647

 15
アイリスオーヤマの炊飯器を他メーカーが警戒するワケ（週刊ダイヤモン
ド） ⾚かぶ

4,628

 16
安倍は森友と桜の2⼤疑惑が同時に司法の⼿にかかり断末魔 永⽥町の裏を
読む（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

4,486

 17 テレビは⾺⿅げたコメントを野放しにしてはならない。（⽇々雑感） 笑坊 4,418

 18 東京都知事候補 当選確実は 前澤友作  ⾚かぶ 4,408

 19
⿊川辞任、実名報道しない理由は何か／政界地獄⽿（⽇刊スポーツ） ⾚か
ぶ

4,302

 20
＜安倍⾸相、森法相の嘘がバレた︕＞稲⽥検事総⻑「法務省側から訓告相
当と⾔われ『懲戒処分ではないのだな』と思った」 ⾚かぶ

4,235

 21 「ご飯論法」⼀点の安倍はもう限界／政界地獄⽿（⽇刊スポーツ） ⾚かぶ 4,201

 22
銀⾏の預⾦封鎖も現実味、過去に⽇本でも実施…⾃分の“資産を防衛”する
具体的⽅法（Business Journal） ⾚かぶ

4,151

 23
⿊川⽒“桜疑惑”封じに暗躍か 異例の告発不受理が明るみに（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

4,122

 24
第⼀次安倍政権が「賭け⿇雀は賭博罪」と閣議決定していた︕︕＆「賭け
⿇雀は刑事罰に加え免職などの懲戒処分」（東京⾼検資料… ⾚かぶ

4,057

 25
”守護神”失脚で安倍官邸崩壊 河井前法相捜査で迫る退陣「Xデー」 〈週
刊朝⽇〉 ⾚かぶ

3,894

 26
⾃分を独裁者と勘違いしている安倍⽒は、逮捕逃れの⼯作にすべて失敗:稲
⽥・林ラインによる安倍事務所へのガサ⼊れが待ち遠しい… ⾚かぶ

3,833

 27
稲⽥検察に重⼤懸念＜本澤⼆郎の「⽇本の風景」（３６９６）＜⿊川訓告
の丸投げに屈し、後任⼈事を⼿にした官邸との裏取引︖＞ ⾚かぶ

3,718

 28
守護神辞任で…官邸が次の検察トップに据えたい“ミニ⿊川”（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

3,690



韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇…
韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇本⼈がゼ
ッタイしない毎晩３秒の習慣

韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇…
韓国⼈に「Aカップ」がいない理由︕⽇本⼈がゼ
ッタイしない毎晩３秒の習慣

「俺がナンパした綺麗な⼥の⼦…51歳…
⺟(51)が「顔に●●しただけでこんなにモテ
る︖///」とシミ消し術が意外過ぎる

詳細を⾒るPR 株式会社ヘルスアップ



順
位

総合 アクセスランキング（３０⽇間）          2020/05/30 04:35更新
アク
セス

  1 ⿊川弘務の正体（⼋⽊啓代のひとりごと） ⾚かぶ 9,214

  2 安倍晋三⽒が総理の座に居座り続ける“謎”が解けた︕  ⾚かぶ 8,828

  3
朝⽇新聞が圧巻の報道︕＜官邸関係者、ため息「保守⽀持層まで離れてき
ている」＞⺠意、⾒誤り打撃 ＳＮＳから批判拡⼤ 検察… ⾚かぶ

8,408

  4 命運尽きた安倍⾸相 逮捕か総辞職か野垂れ死にか（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ 8,384

  5
親・⽶国CIAの⽂春がまたも⼤スクープ︓安倍政権は、コロナ禍の混乱に乗
じて、「持続化給付⾦」事業をユウレイ法⼈に769億円で… ⾚かぶ

7,799

  6
＜⼭岡俊介⽒、拡散乞う︕＞安倍⾸相が逮捕に怯える、河井夫婦公選法違
反事件の闇（１・５億円の⼀部が還流!?）（アクセスジャ… ⾚かぶ

7,763

  7
⼿のひら返し安倍⾸相 “官邸の守護神”⿊川弘務⽒切り捨て（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

7,542

  8
安倍晋三⾸相 盟友たちが反旗の直⾔ 「総理、辞任の決断を︕」（週刊
FLASH） ⾚かぶ

7,288

  9
＜なんてこった︕︕＞「桜を⾒る会」めぐる⾸相告発を不受理 東京地検
（朝⽇新聞） ⾚かぶ

7,282

 10
失態を隠蔽するために、厚労省、専門家会議、感染研が仕組んだ策謀。⾒
事にはまった⾸相 ⻘⽊

7,215

 11
永⽥町古⽼が証⾔ 「⾃⺠良識派が裏技で強⾏採決を防いだ」（⽥中龍作
ジャーナル） ⾚かぶ

7,211

 12
東京郊外の⼤企業社員が風俗・歓楽街で多数感染し３千⼈が⾃宅待機、⼤
企業幹部たちは銀座や六本⽊に繰り出して経路不明の市中… 笑坊

7,208

 13
[CML 058543] 福島みずほ議員、また、グッ・ジョブ!  ナゾノマスク業
者の契約書公開! gataro

7,150

 14
『アビガン、厚⽣省にコネのある⼈はみんな飲んでます』児⽟龍彦（東⼤
先端研がん・代謝PT）20200428 てんさい（い）

7,079

 15
岡江久美⼦さん死去で蒸し返された「原発CM」とは!? はなまる打ち切りの
真の理由だった!? （TOCANA）  魑魅魍魎男

7,020

 16
⽇本滅亡の危機を警告したディレクターたちに圧⼒をかけ権勢欲を剥き出
しにした愚劣な安倍晋三の犯罪と議員⾸相や辞任に⾄る天罰 バルバロッサ

6,930

 17
元官僚が⾒抜いた、東京の新型コロナ本当の死者数が数倍の可能性（⼤村
⼤次郎）新型コロナの死者は2⽉終わりから激増 てんさい（い）

6,835

 18
アベノマスク返品の⼭撮った 新たに国内縫製業者に発注（⽥中龍作
ジャーナル） ⾚かぶ

6,814

 19 頑なにＰＣＲ検査をしない理由とは…＜コラム狙撃兵・⻑周新聞＞ ⾚かぶ 6,771

 20
＜これは芸能⼈の〝⼀揆〟だ＞無能無策に怒りの声が次々 安倍政権は芸能
界を敵に回した（⽇刊ゲンダイ） ⾚かぶ

6,760

 21
検察もア然…安倍⾸相「⾔論テレビ」でついたもう⼀つの嘘（⽇刊ゲンダ
イ） ⾚かぶ

6,524

 22
雅⼦という⼥は凄い⼥ ̲ 気に⼊った相⼿とは⼿当たり次第という感じ ̲ 男
性経験は２０⼈は超えている 中川隆

6,466

 23
スクープ⼊⼿︕１か⽉で922枚の〝報告書〟 ⽟川徹⽒、岡⽥晴恵教授、岩
⽥健太郎教授… 安倍官邸「反政府ニュース監視」の記録… ⾚かぶ

6,404

 24 愛染蔵社⻑⾶び降り⾃殺か 京都・舞鶴のホテルで [共同通信] white 6,388

 25
「公明⽀持辞めます」検察庁法改正案への投稿に反応殺到（朝⽇新聞） ⾚
かぶ

6,345

 26
500万⼈デモに永⽥町界隈 「ツイッター社に圧⼒を掛けてでも⽌めさせ
ろ」（⽥中龍作ジャーナル） ⾚かぶ

6,227

 27
「オマエらバカか︕」＜コロナ緊急事態＞感染研も出勤８割減︖ 厚労省指
⽰ 先⽉中旬５割、「業務に⽀障出ず」（東京新聞） ⾚かぶ

6,081



5秒で始まるシミュレーションゲーム
【⼈気急上昇︕暇つぶしに最適】5秒で始まる超
爽快SLG︕

「太ってる⼈は朝するべき」2秒習慣で…
「太ってる⼈は朝するべき」2秒習慣でガリガリ
に?医師の夫が教えてくれた⽅法が凄い


