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 Ｅスポーツ事業始動 

 

私たちアプリイネットワークは、将来の事業展開をスタッフ一人一

人のアイデアで事業提案できるアントレプレナー(起業家)育成制

度を導入しており、将来起業家(事業社長)を目指したいという意

思の高い人材を社内はもちろんのこと、社外からも広く発掘してい

ます。私たちは、これからもアグレッシブで、自立した社員の集団に

進化し、日本一幸せな会社を目指します。 
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新卒新入社員レシピ「チームビルディング」 



アプリイネットワークは、静岡県内を拠点に、人材力と事業

開発力と業界の常識を超える発想と行動力で、パチンコビ

ジネスの新しいスタンダードを創造し、カタチやライフスタイル

に左右されない安定的なビジネスモデルを確立していきます。 
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戦略 
人材戦略 

 

人の力で業界を 

一歩先をリード 

ワンストップ 
サービス  

お客様満足度と収益率

を高める内製化戦略 

事業戦略 
 

多様なスタイルで 

事業展開 
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数で約9,800店舗あるようですが、

この中にはいろいろな会社があるけど、

その中でもアプリイはパチンコ事業の

他に、介護事業や生活応援事業、

ｅスポーツ事業など展開していてい

い意味で期待を裏切ってくれる会社

でした。 

 来春から、娘２人がお世話になり

ますが、お給料はもとより将来性、

安定性などからも、日本一を目指し

ているんだなと感じています。私は介

護の仕事をしていますが、娘２人に

は幸せになって欲しいと思います。 

 
私の娘たち2人がこれからお世話にな

るアプリイさんはＴＶＣＭなどでその存

在は以前から知っていました。最初は

パチンコ屋さんというイメージしかなかっ

たけど、娘がホテルや化粧品会社など

数社の説明会に参加した結果、アプリ

イさんに就職したいと相談してきて、正

直どうして！と考えちゃいましたね。でも、

色々娘から話を聞いた上で、一緒に

娘と会社にお邪魔した時の職場の雰

囲気の良さに、今までのイメージとは正

反対でした。娘から聞きましたが、パチ

ンコ業界は全国で約3500社、店舗 

母 市川よしみさん 静岡市内介護施設勤務 

次女 市川えな 2019年4月入社 

 
 

アプリイさんの他にも異業種の会社説明会にも

参加しましたが、社内の雰囲気や福利厚生、そ

して何よりも心から楽しく仕事をしているのが他の

会社に比べてダントツで伝わってきました。パチン

コのイメージを変えていきたいという強い意志も

感じられて、私の母のことまでも、家族の一員の

ように接してくれて、とても温かい会社なんだと確

信しました。母はパチンコをしませんが、アプリイさ

んのことを理解した母は、私がアプリイさんで働き

たいと言ったら笑顔で背中を押してくれました。 

想 
 

長女 市川めい 2019年4月入社 

 
 

就活ではホテルや金融、医療など、色々な業種

業態問わず、活動しました。アプリイさんの存在

は知っていたけど、妹から紹介され、入社を決め

ました。他の会社と違い、働いている方々がとて

も明るくアットホームな雰囲気だと感じ、社内の

雰囲気の良さが伝わってきました。職場見学で

も自分の想像とは違った清潔感のある明るい企

業だと感じたのが率直な感想でした。パチンコに

対する周囲の人たちの偏見がありますが、今回

のインターンシップや職場見学や感じたことを周り

にも伝えていきたいと思います。 
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常葉大学付属橘高等学校卒業 

静岡城南高等学校卒業 



社風 
定着率９５％  

業界初、静岡初の褒める文化推進のた

めに、スタッフ同志で相手のことを褒めるメ

ダルを送りあうＳＮＳアプリ「ＨＯＭＥＴ

Ｅ」を導入しています。 

週休３日制  
変形労働時間制を導入しており、更に

業界初、静岡初のスタッフ個々のワークラ

イフ型勤務形態も導入。週3日の休暇が

可能となる働き方を重視する制度を導入

しています。 取得率１００％  
実はスタッフの７０％は女性。多くの女性

が「ありがとう」をカタチにする仕事に従事。

だから、産前産後休暇・育児休業の取

得率は１００％。育児が終えた後も、

育児短時間勤務制度を利用し、子育て

と仕事を両立できる職場環境なのです。 

年間３４１日活動  
社内ではほぼ毎日、各店舗で自主的に行わ

れる地域の清掃活動や地域の学校の旗ふり、

震災に対するボランティア活動をはじめ、耳の

不自由な方々の生活を支える身体障害補

助犬「聴導犬」の育成を応援しています。また、

世界遺産である富士山清掃や地域密着の

為のタオル寄付や地域のイベントに積極的に

参加しています。 4 

ＳＮＳアプリ「ＨＯＭＥＴＥ」 



 
リファーラル  

 この業界で働くまでアプリイの存在は全く知りませんで

した。学校の軽音サークルのコーチから就職を考える

ならアプリイがいいよと勧められ、この会社の存在を知

り、採用ホームページや会社見学に来た際とても雰囲

気がいいと感じアプリイに。友だちにアプリイにいこうと思

うって相談したら、え！パチンコ屋さんにいくの？ってい

われましたが、イメージとは全く正反対で入社して良

かったと感じています。パチンコ屋さんというと怖いイメー

ジがありましたが、やさしいお客様が多く、先輩社員の

方々もやさしくて、ユーモアがあってとても毎日があっと

いう間に過ぎています。 

杉﨑いおな  
2017年４月入社 

静岡西高等学校卒業 

 

 

 
給料が高い  

 アプリイはダントツ給料が高い分、仕事がきついんだろ

うなとも正直思いましたが、4月1日から楽しくアクティブ

で自分の殻を破る3週間のレシピ(新入社員研修)を

経て入社式。入社してはや２年。自分でいうのも変で

すが、自分の成長度合いが早く感じます。同業他社と

違い、アプリイの全店舗は機械化されており、私たちの

仕事は、ホテルのコンシェルジュみたいに、お客様と関

わったりとコミュニケーションをとることなんです。今の目標

は役職者になることです。役職者になることで、後輩に

対して良き先輩、良きマネージャーになりたいと考えてい

ます。その為にも、色々なことにチャレンジしていきます。 

入社
動機 

 浮田まい  
  2018年４月入社 

   清水国際高等学校 
    都留文科大学卒業  

 
職場の雰囲気  

 大学３年から就活をはじめ、パチンコ店で働くことを

最初から決めていたわけではありませんでした。 

 きっかけは説明会です。人事の方がとても明るく惹か

れるものがありました。実は内定をいただいた時から、

当社で８ヵ月アルバイトをはじめ、マナーオブザイヤー

MVPにも選ばれ、パチンコをやっていなくても仕事がで

きることは魅力的でした。カジノも日本上陸で、これか

ら注目を浴びる業界だと感じます。 

谷口さき  
2018年４月入社 

清水国際高等学校卒業  
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 事業の拡大  
 今、アプリイというとパチンコ屋さんと思われるかもしれ

ませんが、実は、訪問看護事業、通所介護事業、

フードサービス事業、クリーンサービス事業、生活応援

サービス事業、Ｅスポーツ事業、教育サービス事業な

どの周辺ビジネスを中心に事業展開しています。もし

かすると数年後は今とは全く違う事業展開をしている

かもしれません。 

新しいチャレンジ  
 私たちの想いは、アプリイ＝パチンコ屋のイメージか

ら脱却したい。だから、中核事業のパチンコ事業を

もっと強固な収益基盤にし、どこにも負けない財務

体質を武器に、将来の事業展開が可能なビジネス

モデルを確立します。 

 その為に、私たちは、友好的Ｍ＆Ａ(企業の吸収

合併)や社内外のアントレプレナー(起業家)の発

掘・育成も推し進めます。 

 個人も企業も10年後、20年後、30年後の未来

を予測し、いつでもフレキシブルに適応できるよう組

織態勢を整備しています。 

  日本一幸せな会社   
 もちろん、人事制度や教育制度、福利厚生制度の整

備を通して健康経営にチャレンジしています。 

 お客様、取引先、社員とその家族の為にも、社員、アル

バイトスタッフ含む全社員がいい仕事ができる環境で、自

由でフラットで表裏がない、かつ自立した社員の集団に

進化し、日本一幸せな会社を目指します。 

未来 

CEO最高経営責任者 山本 芳司 
 

 

加藤みな 
 

2016年4月入社 

裾野高等学校卒業 
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掛川西高等学校 

同志社大学卒業 



※1 弊社では研修の持つイメージを一新する為、「レシピ」と呼んでおります。 
  

※2  教育コースは、新入社員レシピ等、必修教育コース/自主参加レシピ/目的別レシピ 

    /ラスベガス、マカオ等の海外レシピ/各種教育支援 

 
※3 海外レシピは入社３年後にラスベガス派遣。以降は個人の働き方やニーズ対応の    
     コースを整備しています。 
     

能力 
開発 
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アプリイの人材育成の基本的な考え方

は、教える側と教えられる側の立場、役

割を固定化せずお互い保有する知識や

技能を伝えあい、与え合う教育です。だ

から体験学習がほとんどです。楽しくなけ

ればレシピじゃないを具現化します。 

新卒新入社員レシピ「チームビルディング」 



人材 

  
今までと違う選択を 
とれる柔軟性をもつ 

   
自ら限界を設定せず、 

積極的に未知に立ち向かう 

自分を信じて勇気を 
もって一歩踏み出す 

 

どのような環境下でも 
自己の感情をコントロールする 

常に目的を意識し、 
明確に目標を持ち続ける 

熱意をもって 
あきらめずにやり抜く 
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2016年4月以降の入社実績  
 
 
●大学・専門学校の部 
 
都留文科大学・文教大学・東京工科大学・埼玉大学・城

西国際大学・神奈川大学・静岡福祉大学・静岡大学・
常葉大学・富士常葉大学・静岡理工科大学・静岡産業

大学・立命館大学・大原簿記情報医療専門学校・静岡

デザイン専門学校 

 
 
●高等学校の部 
 
星陵高等学校・清水桜が丘高等学校・清水東高等学

校・静岡城北高等学校・静岡商業高等学校・静岡西高

等学校・静岡北高等学校・清水国際高等学校・相良高

等学校・誠恵高等学校・静岡女子高等学校・静岡城南

高等学校・常葉大学付属常葉高等学校・小笠高等学

校・藤枝順心高等学校・学校法人倉橋学園キラリ高等

学校 

 

アプリイという社名はアピエルという古代文明に

も記述のある幻の生き物。ヒラメキとシゲキをも

たらし、幸せへと導く不思議なチカラをもってい

たとされています。特技は、人をビックリ＆スッキ

リさせること。チャームポイントは人の心と未来

を見抜く目と幸福センサーを装着。アピエルの

力で成功を収めていく、人が主役のさまざまな

領域の周辺事業を創造していきます。 



01 結婚祝金支給制度 
   10万円支給・特別休暇5日間 

初任給・賞与  
【営業事務職】 大学卒業  262,000円 

          短大・専門 261,000円 

          高校卒業 260,000円 

            早番８:００～１７:００ 
            遅番１５:００～２４:００ シフト制              
            ※土日祝日も事前申請で取得可能です。 
 

【本社事務職】 スキルにより優遇  212,500円～ 
         ９:００～１８:００ 日祝日公休、隔週土曜日出勤   
     ※1 賞与は7月、12月の年2回。別途業績連動型決算賞与あり。  
     ※2 初任給内訳 営業手当     50,000円 
                 シフト手当     10,000円 
                        その他は職能給  200,000円～  
     ※3 時間外残業手当は実績支給となります。 

        【参考】2018年月間実績平均 6時間～10時間 
 

 

 

 

健康 
経営 06 ワークライフバランス型勤務形態あり 

02 出産祝金支給制度 
   子供１人につき20万円支給 

11 給与前払制度 上限7割まで 

03 年１のインフルエンザ予防接種制度 

04 歯科検診、家族の健康診断、 
   婦人科検診 

07 確定拠出年金制度 
   運用会社はＳＢＩ証券 

10 アピエル記念日取得制度 
   特別休暇一日取得可 

08 年１回のキックオフ大会 

    

09 家電付き社員マンション完備 

     

12 財形貯蓄制度 

 

 
05 永年勤続表彰ならびに年齢に 
   応じた各種ドック受診制度 
     勤続年数により特別休暇もしくは旅行券取得可 

福利厚生 
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※社会保険・雇用保険・労災保険・厚生年金あり。 

 

私たちアプリイネットワークは、日本の将

来的な労働人口の減少を見越し、労働

生産性の向上が重要と認識。従業員へ

の健康配慮の必要性から健康経営を導

入しています。具体的には、メンタル面、

フィジカル面の双方の状態を改善する取

組を全社的に行い、従業員の健康増進

を図ることで企業の生産性の向上につな

げています。 



結束 

アミューズメントユニット 

チーム中原    チーム新伝馬   チーム沓谷      チーム千代 

  チーム菊川     チーム瀬名川   チーム富士見台   チーム塩町 

  チーム富士川   チーム袋井      チーム伊豆の国 

                                                           カード会員約25,000名 

 

 経営戦略ユニット  
 経営企画チーム 

 情報戦略チーム 

 営業戦略チーム 

人事総務ユニット  
 総務チーム 

 人事チーム 

 採用・教育チーム 

 

アプリイ 

財務経理ユニット  
 財務会計チーム 

 税務会計チーム 

 給与チーム 

アクア 

生活応援ユニット  
  チーム ベンリー 
 チーム ペットの旅立ち 
 チーム クリーンサービス 

フードサービスユニット  
   チーム あづきてい。 

  カメリアケア 
 訪問看護ユニット 

   チーム ケアーズ 

 

通所介護ユニット  
   チーム カラダラボ 

【会社情報】 
 

●設  立:1956年４月 

●資本金:９,９５２万円 

●売  上:３１６億円 2017年12月決算 

●従業員:５０４名 
            正社員168名/ｱﾙﾊﾞｲﾄｽﾀｯﾌ336名 

●事業内容:パチンコホール11店舗の経営・管理と 

            グループ事業の経営・管理 

●取引銀行:静岡銀行/三井住友銀行等   
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  チアープロジェクト 
 

カタチのあるものには、トレンドがあり、そ

れは必ず変化する。私たちはカタチあるも

のによる競争優位性の限界を長期的成

長の阻害要因と捉え、高いヒューマンスキ

ルと人の成長を事業ドメインとする投資

が少なくても高いお客様満足度を獲得で

きるオペレーションノウハウが吸収できるフ

レキシブルな組織態勢を目指します。 



 
   〒420-0841 
   静岡県静岡市葵区上足洗1-6-37  

   アプリイネットワーク 
              採用・教育チーム  

         代表電話  ０５４‐２４８‐７１２２ 

       ＦＡＸ   ０５４‐２４８‐７１２５ 

                ０１２０-１３７-７７２ 
 

「学生と企業は対等」。ありのままのアプリイをありのままに。 


