MESSAGE

愛される関係をベースに、
「レジャー」の進化をめざす。
どんな時も「夢を持つ人」が時代を動かします。
「未来を考え、未来へ向かい前進し、
夢を持ち続け、夢を達成する」。これこそが、我々ワコーグループの企業理念で
あります。
現代社会において、変化するライフサイクルの中でアミューズメントの在り方は、
その価値を高め、多様化し続けています。お客様のニーズに、深い理解と先見性
を持ち、常にビジネスフィールドの可能性を広げながら邁進していくことが、我々
ワコーグループの提示する夢でもあるのです。
私どものワコーグループは、創業以来、
「誠実」という一貫した姿勢で、サービス
の向上や商品の提供に努めてまいりました。今後も、アミューズメント事業を
はじめ、不動産、マリーナ、ペイント、エネルギー開発、また音楽・多目的ホール
運営に至るまで、多様化するライフスタイルに新しい提案を行う総合企業として、
自由な発想のもと、あらゆる分野における夢の創造と実現を図り、地域社会への
貢献を目指したいと思います。
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テキサスウェイ
Texas way
「私たちは何のために働いているのか？」
「私たちが目指す会社とは何か？」
2010 年、アルバイトスタッフ含め当時の
在籍社員全員約 300 名が企業理念を実現すべく、
この問いに対して何度も議論を重ね、
約 1 年かかって作り上げた言葉。
それは、私たち社員をつなぐ絆であり、
最も根底にある精神です。

イキイキ働く社員が主役。
新しい仲間へ期待すること。
現場が主役。この姿勢は創業以来変わっていません。私の
仕事は、社員の皆さんの力を最大限に活かす仕組み作りに
徹すること。常に現場に立つ社員の皆さん全員が主役であり、

私たちが目指すもの
The Company which we aim at
仲間と支え、協力し合い、みんながイキイキと働き、
社会から必要とされ続ける会社をつくる。

イキイキと輝いてほしい、そしてその姿こそが経営の健全な
形である。これが私の経営信念です。私が当グループの社員
の皆さんに期待をしているのは「自分たちでもっともっと
仕事を面白くしようよ」
ということ。仕事とはやらされていて
は面白くありませんし、成長もしません。自分で考え行動す
る、目標と夢を持ってトライするからこそ面白い。それが成

会社としての心がまえ
Mental attitude as a company
人との繋がりを大切にし、
人で創り上げてきたことを忘れず、
「イキイキ働く社員が主役」であり続けます。

長への一番の近道です。だから、当グループでは、事業責任者

店舗数拡大だけを目指さず、

に経営の全て、つまり財務、システム、育成、開発など全て

1 店舗 1 店舗が地域ダントツ No.1 であり続け、

を任せています。特にアミューズメント事業の面白さは、ダイ

最大化を目指します。

レクトに成果が変わることを日々体感できること。その成果
は億単位で変わることもしばしば。そしてそれだけの経験が

戦略と理念の両方を最大化し、常にまっとうな
「ちゃんとしてあれ」経営を実現します。

30 代までに出来るというのは、このアミューズメント業界
だけではないでしょうか。
これからのワコーグループの新たな仲間に期待すること。
仲間を信じ、自分自身を信じ、未来へとチャレンジする精神。
この情熱さえあれば、道は必ず開きます。創業 1983 年より
事業展開を続け多角的なビジネス企業となりました。これか
らも更に前へ邁進し続ける。そしてそのフィールドの主役は
皆さんです。

基本行動
Basic action
1、わたしたちは、お客様の立場・気持ちになり、
平等で最高の接客をします。
2、わたしたちは、常に目標を高く持ち、
あらゆることにチャレンジし続けます。
3、わたしたちは、本音で話し合い、

代表取締役

金光 栄治

信頼しあえる風土をつくります。
4、わたしたちは、思いやりの気持ちを大切にし、
常に助け合い協力します。
5、わたしたちは、自らの言動・行動に
責任を持った行動をします。
6、わたしたちは、謙虚さを忘れず、
常に勉強・努力を怠りません。
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WAKO GROUP

「夢の創造と実現」
ワコーグループはトータル的総合企業として
その使命を地域と社会に貢献・還元する
Creation and realization of a dream is our company mission.

トータル的総合企業だから
出来ることがある。

新時代へエネルギー基盤を整え、
地域の発展に寄与する。

ワコーグループは創業以来、「地域に根差し地域の方々と共に夢を

現在、日本のエネルギー資源はほぼ 100％輸入に頼っていると

語り続け、地域社会と共に成長発展しよう」という想いを貫き、

言っても過言ではないだろう。つまり、私たちの事業も生活も様々

事業展開を行ってきた。もちろん企業存続のためには、利益の追求

なリスクの上に成り立っている。２０１１年の震災では、そのリスク

はもちろんではあるが、地域社会への貢献還元なしには、大きな

の 1つが現実になったに過ぎない。原子力発電のリスクは、1世紀

発展は見込めないからだ。2011 年 3 月11 日、東北太平洋沖地震

も経たないうちに、私たち広島は経験したはず。しかし、経済成長

で発生した大津波が、福島県沿岸にあった 2 つの原子力発電所を

に伴う便利で快適な生活に慣れ、いつしかこのリスクを直視する

直撃したことで、関東圏のみならず、日本全国で「節電」を余儀

ことが出来なくなっていた。太陽光発電は、そのシェアはまだ僅

なくされた。もちろん、ここ広島においても例外ではない。さら

かであっても純国産のエネルギー資源である。今から 50 年後、

にはパチンコ店が消費する電力は個人宅のそれに比べて非常に大

100 年後も日本が経 済 的 成 長 を 続 け、日本人が物心共に豊かに

きく、実質的にも世論的にも「営業自粛」をせざるを得ない状況下

文化人として生きるためにも、今、太陽光発電を通じてエコ事業

にあった。しかし、楽しみに通ってくださっているお客様がたくさ

へ本格参入することが、私たちワコーグループだから出来ること

んいる、従業員も家族を合わせると 800 人近くになる。これまで、

であり、
やらなければならないことでもあると確信している。また

当たり前のように電気を使い、店舗運営をしてきた私たちにとっ

新たに発電施設の建設や増設を検討しており、電力供給を通じ

て、大きく考えさせられたターニングポイントとなった。私たち

て地域と社会に貢献していきたい。

に出来ることは何か？「節電」ではなく「創電」。それがエネルギー
開発事業の成り立ちだ。

事業内容

ワコーグループは、アミューズメント事業をはじめ、
不動産、マリーナ、ペイント、エネルギー開発などの事業を通じて、
ビジネスを積極展開するトータル的な総合企業として、夢の創造と実現を図ります。

アミューズメント事業

不動産事業

マリーナ事業

AMUSEMENT PROJECT

RE A L E S TAT E

B OAT PA R K HIROS HIM A

ワコーグループの中核を担う事業とし
て広島・山口・福岡エリアに 14 店舗
を展開。パチンコ業もサービス業の一
部であるという理念からお客様中心の
営業を展開している。

山口県を第 1 号として優良建築物等整
備事業に着手。賃貸マンションやビルも
多数所有し、お客様の住空間を快適に
演出するサポート事業も行っている他、
地域に根差した空間作りを目指している。

日常を忘れ余暇を満喫することができ
るボート。広島市中区に位置する「安
全性」「価格性」「利便性」のすべての
理想を形にしたボートパーク広島を運
営している。

ペイント事業

コンサートホール事業

エネルギー開発事業

投資・出資事業

PA IN T DE V E L OP ME N T

HALL MANAGEMENT

MEGA SOL AR

INVESTMENT FINANCING

当事業部は環境の保全、エコロジーを
テーマに未来を見据えた製品開発を
行っており、主力製品であるマリンペ
イントを始め、断熱・遮音といった建
築分野への挑戦も始まっている。

「すべては、
あなたが輝く、この一瞬（ひと
とき）
のために」をテーマとした、本格的な
クラシックコンサートから音楽教室の発表
会、披露宴・ディナーショー等の施設とし
て活用できるホール運営している。

現時点で広島・山口を中心に太陽光発
電を稼働。また新たに発電施設の建設
を検討しています。環境に配慮した事
業として、自然エネルギーを有効活用
する太陽光発電事業を展開している。

確かなオペレーション力や展開力を
ベースに、投資計画の策定、新規事業
開拓を中心に運営を行っています。新
たな雇用の創出と、地域経済強化の支
援を行うのが主な目的である。
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国内初の PFI 事業によるボートパークで、
広島の不法係留対策に寄与。
広島市では生活の場が川に近いことから、多くの市民がボートを

が収容可能な広大な敷地を誇る。マリーナの充実した設備を誇り、

利用してきた。2010 年の調査によると、
県内のプレジャーボート

レストランを始め、釣具・船具店や修理・販売のプロショップ、ボート

の 数 は 1 万 6494 隻 で、 不 法 係 留 は 1 万 1956 隻（ 所 有 数 の

免許やコンビ二が利便性を高めている。

72%）に上っている。ボートの所有数も不法係留数も残念ながら
全国ワースト1であった。
「地域社会に根差し地域社会と共に発展

地域社会への貢献とは何か？それは単なるボランティアではなく、

しよう」という創業当時からの想いから、2006 年から実施され

事業を通じて地域社会の経済の発展に寄与すること。地域で働く人、

ている「私たちの広島湾を次世代へ。広島湾再生プロジェクト」不法

生活する人が物心共に豊かに、余暇を充実させる文化的生活を営む

係留対策に、当グループも 2008 年より参入した。国内初の PFI

ことができるようなサービスや商品を継続的に提供し続ける、これが

事業（ プライベート・ファイナンス・イニシアチブ ）によるボート

ワコーグループの使命であり、私たちはトータル的総合企業として、

パークとして同年10月に開業。広島市中心部から車で15分程度の

常に未来を考え、環境に配慮しながら「夢の創造と実現」に挑み

好アクセス立地で、全体計画約 1080 隻の大型プレジャーボート

続ける。

CSR

環境自主行動計画

が可能な社会を長く残していくためには、あら

現在、地球温暖化がより深刻化しており、早急

ることが必要です。これからもワコーグループ

の環境対策が強く求められております。ワコー

は夢を語る企業であるとともに、あらゆる分野

グループでも環境自主行動計画を策定し、「行動

への貢献を目指したいと考えています。創業以

指針」や「数値目標」を掲げ、地球環境保全に

来、「誠実」という一貫した姿勢で、サービスの

努めています。この地球温暖化は、人々の日常

向上や商品の提供に努めてきました。

生活や経済活動と密接に関わっているため、限定

今後もより良い社会や環境を後世へつなげていく

された国や一部の地域だけで解決できるもので

ため、企業として何ができるかを常に考え、地球

はありません。しかし、全ての生物と共存繁栄

環境や地域社会への貢献を目指していきます。

エネルギー対策への取組み

ルギー事業を立ち上げ、太陽光発電施設第一号

特 に エ ネ ル ギ ー 消 費 の 多 い アミューズメント

ビジョンとして展開を続けていく予定です。

事業を持つワコーグループでは、いち早く全店

地域のエネルギーを地域に還元していく。ワコー

舗の照明を LED へ切り替え、消費電力の削減

グループではこれからのエネルギー消費、そし

を図りました。また今後も逼迫するエネルギー

て生産への考え方を企業として一つの答えを出

需要を鑑み、ワコーグループでも再生可能エネ

し続けていきます。

ゆる主体が環境への負荷低減へ積極的に対応す

を 2013 年 3 月に稼働開始し、今後も長期的

会社概要
グループ名

WAKO GROUP － ワコーグループ －

代表取締役

金光 栄治

本社

広島市中区本川町２―１―１３和光パレス２１

連絡先

Tel. 082―503―1150
Fax. 082―503―1151

グループ企業一覧
株式会社 和光興産
株式会社 栄光商事
株式会社 テキサスカンパニー
株式会社 ピュア
株式会社 WAKO
株式会社 和光開発
合同会社 WAKO エナジー
株式会社 WAKO フロンティア
株式会社 WAKO エコペイント
浦添レジャー開発 株式会社

www.wako-g.jp

グループ企業一覧
< 広島エリア >
・texas 祇園店
・texas 段原店
・texas 白島店
・Slot texas 段原店
・ペペルモコ
・texas 中筋店
・texas 八木店

（広島市安佐南区西原 5-3-1）
（広島市南区段原 3-9-9）
（広島市中区西白島町 22-12）
（広島市南区段原南 1-10-32）
（広島市西区己斐本町 3-13-10）
（広島市安佐南区中筋 2-7-5）
（広島市安佐南区八木 1-28-34）

＜山口・福岡エリア＞
・texas 岩国店
（山口県岩国市今津町 2-7-2）
・texas 山口店
（山口県山口市惣太夫町 2-10）
・texas 長門店
（山口県長門市仙崎 412-2）
・texas 萩店
（山口県萩市土原 611-2）
・Slot texas 萩店 （山口県萩市土原 608）
・texas 周南店
（山口県周南市古泉 3-11-1）
・texas 小倉店
（北九州市小倉北区鋳物師町 3-1）
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TEXAS GROUP

広島・山口・福岡エリアに 14 店舗を展開中

TEXAS GION

TEXAS YAGI

TEXAS NAKASUJI

HIROSHIMA
CITY
AREA

PEPE LE MOKO

TEXAS HAKUSHIMA

TEXAS DANBARA

SLOT TEXAS DANBARA

人間力を高めるテキサスの人財育成
■ キャリアアップ育成制度

・カープチケット
（年間指定席有）
・各種店舗食事会
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経営幹部

担当エリア店舗の執行責任者であるエリア統括部長。チーム次長の良き
アドバイザー＆コンサルタントとして、営業戦略の立案を行う。チーム
次長としての実績はもちろん、人間力や人望が必要とされる。

エリア
統括部長

チーム次長

一国一城の主である店長。店舗の全ての経営と責任、裁量が委ねられる。
店舗の社員教育はもちろん、アルバイトの採用・育成においてもその責
任を担う。

店長

店長代理である主任職。予算管理の手法や店舗マネジメント、
人財育成を専門的に学ぶ。
特に人財育成においては、トップダウン式ではなく、ボトムアップ型の
やる気を醸成する手法を身につける。

主任

現場管理職として、まずその手腕を発揮してほしいホールの司令塔。ア
ルバイトスタッフをチームビルディングする。
スタッフの接客指導・育成からメンタルケア、シフト管理や金銭管理な
ど店舗運営も幅広く行う。

新人職

・接客向上会議
・店長会議
・エリア統括次長会議

実務の最高執行責任者。経営者の右腕として、ワコーグループの経営戦
略を立案・決定後、日々の実務の意思決定及びその責任を担う。

店長とエリア統括部長とのいわばパイプ役、チーム次長。店長と兼務す
ることが多く、自店舗と担当店舗の 2 店舗をチームとし、担当店舗店長
と綿密にコミュニケーションを図り、一緒に詳細な店舗運営戦略を練り、
二人三脚で店舗運営を行う。

現場管理職

・内定者研修
・新入社員研修
・理念研修
・接客研修
・各種外部研修

キャリアアップ制度

管理職

ワコーグループでは、「社員一人一人の成長が
会社の成長を担う」を教育ポリシーとして掲
げ、社員一人一人のポテンシャルを最大限に
引き出し、コミュニケーションスキルを中核
とした人間力を高めるための、様々なキャリア
に応じた教育制度を充実させている。「コミュ
ニケーションの基本は face to face」の考え
から、各キャリア同士の社員間コミュニケー
ションを促進させ、各店舗での課題や成功事例
などのナレッジを共有する会議や個人面談を
定期的に実施している。また、社員同士の絆
を深め企業理念を実現すべく、普段の業務や
キャリアを超えたコミュニケーションを促進
している。

－

副主任

新入社員やアルバイトスタッフの見本手本となる接客のプロフェッショ
ナル。ホールでの接客はもちろん、ワコーグループの理念である「おも
てなしの心」「夢を語る情熱」を先頭に立って実践する。

班長

新入社員研修で基本的なスキルとワコーグループの理念を学んだ後、各
店舗に配属。店舗での実践教育を通じて業務や知識を身につけ、同時に
社会人としての心構えやマナーを習得し、一人前のビジネスパーソンを
目指す。

社員

TEXAS YAMAGUCHI

SLOT TEXAS HAGI

TEXAS HAGI

YAMAGUCHI
FUKUOKA
AREA

TEXAS SHUNAN

TEXAS NAGATO

TEXAS IWAKUNI

TEXAS KOKURA

Pe r s o n n e l t r a i n i n g o f Te x a s w h i c h h e i g h t e n s h u m a n p owe r
店舗運営を機能的に実現する部門・職種
■ 店舗経営部

店舗経営及び管理を担当
現場管理職である副主任・主任から店長。そして管理職である
チーム次長からエリア統括部長へ。店舗経営を担う幹部を目指して頂きます。
各店舗における店舗経営を担う。地元密着型経営を実現するため、各店舗における営業
戦略は様々。各店舗の顧客ニーズ、競合店動向を汲み取り、それぞれの店舗での営業
戦略を立案・実行する。機種選定、イベント企画、人財育成などトータルでのマネジ
メントスキルが必要とされる。
人財採用・育成部、営業企画部と連携しながら「地域ダントツ一番店」を目指す。

■ 人財採用・育成部

新卒中途採用及び人財教育を担当
これからのワコーグループを成長させる人財採用と、
個人のポテンシャルを最大限に引き出し人間力を高める人財育成。
人事部門のエキスパートとして、新卒中途採用の立案から実務の実行を担う。また、
教育トレーナーとして、内定者研修、新入社員研修などで、基本的なマナーや理念研修、
接客研修を実施する。
本社での集合研修の実施はもちろん、各店舗での OJT 研修やフォローアップ研修、
接客向上会議のファシリテーターなど多彩な方面から人財の教育をサポートする。

■ 営業企画部

デザイン・企画広報・情報システム等を担当
中枢・最前線の店舗運営をサポートする縁の下の力持ち。広報宣伝から
チラシ・WEB 制作まで幅広い業務で店舗の円滑な日常業務をバックアップ。
各店舗内外のレイアウトデザインの立案、POP やチラシ、WEB などの各種広報宣
伝媒体の制作を担当。地域一番店となるべく、タイムリーな制作や対応が求められる。
また、企業のブランディング確立やイメージの向上を含めた企業 PR 活動の全般業務
を行っており、社内の店舗運営実務を効率化するためのシステム構築などのサポート
業務まで幅広く担当している。

現在は広島・山口・福岡エリアに 14 店舗
をネットするまでに成長し、ワコーグループ
の中枢を担う事業として夢の実現に向けた
戦略展開を実施しております。当初より、
パチンコ業もサービス業の一部であると
いう理念からお客様中心の営業を展開し
てきました。変化し続けるニーズとリンク
した快適空間をつくり出すため、既成概念
を打ち破り、新しいスタイルの構築に力
を注いでいます。
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＼ 先 輩インタビュー／

STAFF
“VOICE”
人の 数 だけストーリーがある

アミューズメント事業部 店長

河 野

宏 幸

アミューズメント事業部 社員

佐 藤 は づき

アミューズメント事業部 班長

猪 田

美 咲

アミューズメント事業部 副主任

水 上

翔 平

人財採用・育成部

徳 永

有 香

なりたい自分。送りたい自分。成長したい憧れ。 みんなそれぞれ、描く夢は違っていたはず。そんな彼らがテキサスグループに
集った。情熱と飽くなき探究心を持って仕事に真正面から取り組み、
キャリアを重ねてきた。壁にぶつかる、悩む、時には失敗も、
もちろんある。しかし支えてくれる仲間がテキサスにいる。だから毎日成長し続けられる。 そして、常に未来へ向い先進する。
そんな彼らがテキサスで描く「夢とは」？

01

店長のミッションは、利益目標の達成。
仲間のサポートがあったから成功できた。
皆で店の目標をクリアする。
その達成感ほど、気持ちのいいものはない！

2001 年入社

アミューズメント事業部 店長

Hiroyuki Kono

河 野

宏 幸

2013 年にテキサス祇園店の店長に抜擢されました。不安
もありましたが、今から考えても、仲間のサポートがあった
から成功できたことばかりだと思います。予算の立案、数値
管 理、お客様や商圏を踏まえた遊 技機の選 定、競 合対 策、
安 全管理、営業戦略の立案と実行…。店長の仕事はお店の
運営全てを任されているわけですから、多岐に渡ります。
店長のミッションは、利益目標の達成です。そのために、託さ
れた“ヒト・モノ・カネ”という経営資源を自分の裁量で運営
する。まさに、自分がやりたかった“経営”を実践し、
経験を
積むことができています。また、社員やアルバイトの採用や
教育も重要な仕事です。そして、お客様に気持ちよく楽しん
でいただくために、社員を含め、21 名の店舗スタッフに自分
の考えを伝えベクトルを一つにしなければなりません。朝礼
や様々なミーティング、さらに個人面談で 1対1となる機会
など、あらゆる状況を捉えてコミュニケーションを図ってい
ます。店長となると、事務所での仕事が多くなりますが、私は
なるべくホールに出て接客するようにしています。こうして、
店の目標をクリアする。その瞬間の達成感ほど、気持ちのいい
ものはありません！
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02

自然と笑顔が溢れる職場。
少しずつチャレンジできるテキサスだから、
自分に自信が持てるようになる。
やりがいのある毎日です。

2017 年入社

アミューズメント事業部 社員

Hazuki Sato

佐 藤 は づき

私は自分に自信が待てず、就職活動のスタートダッシュに失敗
したことで、なかなか内定をもらうことが出来ませんでした。
悩んでいた時期に出会ったのが WAKO グループです。人事
の方が「内定をもらうことがゴールじゃないよ。将来、幸せ
になる就職活動をしなきゃ」と言ってくださいました。また
WAKO グループでは「楽しみながら働け、自身が成長できる
職に就く」という私の夢を全員で応援してくれました。そうい
うイキイキされている先輩方を見て、こういう「人」たちと働
きたい！と思うようになったんです。しかし社会人として、まし
てや関わったことの無いアミューズメント業界で本当にやって
いけるのか不安でした。ですが、丁寧な研修期間と相談しや
すい環境のおかげで社会人としてのマナーから仕事内容まで
しっかり身に付けることができました。お客様の反応がリアル
に感じられる現場で、私自身が考えて行動し、お客様から「あ
りがとう」を頂けるようになった時は自信に繋がりました。今
では、お客様だけでなく共に働く同僚や上司からも必要とさ
れる存在になれるよう周りを見て動くよう心がけています。働
いてる以上楽しい事ばかりではありませんが、自然と笑顔が
溢れる職場でやりがいのある毎日です。

03

人との繋がりを大切にしている。
従業員は家族、というテキサスらしさが好き。
だから私らしさを大切にしてくれる会社。
自分の個性・特技が活かせる職場です。

2016 年入社

アミューズメント事業部 班長

Misaki Inoda

猪 田

美 咲

実家も大学も関東地方ということで、広島には馴染みがなく、
家族も友達もいない場所で社会人一年目をスタートさせまし
た。学生時代の居酒屋アルバイトの経験から直接お客様と関
わることのできる仕事がしたいと思い就職活動をスタートしま
した。実はアミューズメント業界は全く考えもしなかった業界
だったんです。WAKO グループは、人事の方や現場の社員の
方の丁寧な対応から、人との繋がりを大切にしていると感じ、
この会社の一員として働きたいと思いました。入社後は一つ一
つ段階を踏んで接客・業務を教えて頂きました。現在では接客・
業務はもちろんですが、私の特技「絵を描くこと」を武器に景
品販売の POP 作成や、新人スタッフさんへのウェルカムボー
ド作成など率先して行っています。上司の方々が絶賛してくだ
さった時、
とても喜びを感じ、
私も会社に貢献できているんだ！
と実感できます。また、班長として後輩社員やアルバイトの指
導を任され、やりがいのある日々を送っています。
現在の目標は「この人に教えてもらって良かった」と思われる
指導者になること！私にはそのように思える先輩がたくさんい
ます。私も後輩社員やアルバイトにとって頼もしい存在になり
たい。また最近は女性社員も増えてきているので「この人み
たいになりたい！」と思われる女性を目指します！
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04

憧れの先輩がたくさんいる。
人間力が高い、人として尊敬できる、
仲間の心に火をつけて巻き込んでいく。
目指すは人として魅力的なリーダー。

2014 年入社

アミューズメント事業部 副主任

Syohei Mizukami

水 上

翔 平

私は大学卒業後、WAKO グループではない会社に就職しま
した。入社した直後、その会社が倒産するといったトラブル
があり、今度は安定した職に就こうと、公務員を目指し勉強
をしながらアルバイトを始めました。そのアルバイト先がテ
キサスグループでした。正社員になろうという気持ちはあり
ませんでしたが、少しずつお客様に喜んでいただける幸せや、
働く上でやりがいを感じ始め、この仕事で様々なことにチャ
レンジしてみたいと考えるようになりました。実際に社員と
なり、現在の「副主任」になるまでいろんな壁にぶつかりま
した。アルバイトの時は、
他のスタッフとのコミュニケーション
をそれほど必要と感じていませんでしたが、社 員になると
様々な年代のアルバイトに指導や指示を出す立場となります。
時には思いが上手く伝わらず、ぶつかることもあり、解決する
ために、とにかく何度も何度も話し合いを重ねましたね。ス
タッフ一人一人に個性があり、伝わり方や感じ方が変わって
きます。その中で意識していることは、コミュニケーション
を大切にすること。仲間と信頼関係を築くこと。現在の目標
は、
私が先輩社員や上司に憧れたように、
後輩たちに向け私自
身が魅力的で人間力のあるリーダーになることです！

05

「人財」という会社の財産を育成・サポートする。
社員一人ひとりの成長が私の喜びになる。
働くみんながワクワク出来る環境に・・・。
毎日がチャレンジとワクワクの連続です。

2007 年入社
Y u k a To k u n a g a

人財採用・育成部

徳 永

有 香

「喜びをお客様からもらってくださいね。」私がいつも育成の
ときにスタッフに言っていること。実は、私は入社当時、パチ
ンコを全く知らなかったんです。分からない事がいっぱいで、
お客様の前で失敗してしまうこともありました。でも、お客
様が笑顔や会釈を返してくれたり、「ありがとう」って言わ
れたりすることが嬉しくて。お客様に喜んでいただいたら、
自分自身に喜びが返ってくる！「この仕事の楽しさ、面白さを
伝えたい！知ってもらいたい！」という想いでいっぱいにな
りました。壁にぶつかる、悩む…。みんな入社したばかりの
頃は、そういうこともあります。それでも仲間と一緒に前向
きになっていく…するとお客様から喜びをもらえるようにな
る。彼らが笑顔で「成長」を報告してくれる時、この仕事をやっ
てて良かった！って私も同じ感動をもらえるんですよね。私
も彼女・彼らに負けてられないなってさらに頑張れます！
もっともっと働くみんながワクワクできる環境を作っていき
たい。それには、まず自分から。毎日がチャレンジとワクワク
の連続です。
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そして第二に、何か１つだけ、これだけが出来る！では、パチンコ店

取締役常務

の運営は出来ません。ある意味すべてのことがトータルにバランス
良くできないと運営は出来ないのです。競合店の業績や施策は何を

金光 良樹

しているのかを冷静に分析する、それに対する策を考え実行する。

Yo s h i k i K a n e m i t s u

ワークです。お客様に愛されるお店を、アルバイトさん含めた全員

店舗運営は、店長の力はもちろん大きく影響しますが、基本はチーム
を巻き込んで作っていく。それにはコミュニケーションスキルや人財
育成力、企画推進力などのスキルももちろん必要ですが、それ以上

これから
社会で活躍する
あなたたちへ。

に試されるのが人間力。結局は「尊敬できる人」でなければ、誰も

The message to you who become a member of society

の大部分はいわゆる「監視」。つまりパチンコ店はレジャーではなく

人はついてきませんからね。
第三に、変化を楽しめるかどうかです。私が思うに、一昔前と比べ
てこれだけ変貌を遂げたのはパチンコ業界とインターネット業界だ
けだと思います。一昔前のパチンコ店は今と全く異なります。例えば、
パチンコ店は男性のお客様が圧倒的に多く、
楽しむものではなく「稼ぎに」行くところ。接客という言葉や概念
ですら、この業界ではまだ浸透しておらず、店舗スタッフのする仕事
賭博場に近かったのです。それが今では、シニア層のお客様が毎日

お客様がほっとする
「第二の家」
。
私たちはこれまで、全店が「地域で一番お客様に愛されるお店になる」
を掲げ、チャレンジを続けてきました。おかげさまで、ここ数年全店
が地域№ 1 店になっています。しかし、そこに甘んじているわけで
はありません。目指しているのはさらにもっと上。「地域でダントツ
一番愛されるお店になる」こと。競合他社も同じように接客に力を
入れ、店舗もリニューアルし、お客様が快適に過ごせる空間づくり
に力をいれてきています。ある意味、これからが本当の正念場だと
思っています。お客様が「第二の家」に居るような居心地のよいお店
づくり。これが私たちテキサスが目指すお店です。

楽しみに来てくれる、女性のお客様が趣味の 1 つとしてパチンコを
楽しむ、こんなことは予想もされていませんでした。また、従業員
も女性がその多くを占め、笑顔でにこやかに接客している。これも
一昔前では考えられないことです。つまり、パチンコ店は賭博場か
らエンターテイメント場へ、娯楽の場として変貌を遂げてきました。
そしてこの変化はますます加速していきます。
「大変」なのは、大きく
変わるから。大きく変わる業界を楽しめるか？ だからこそ、面白い
業界でもありますよね。

情熱を持って、がむしゃらに、
ひたむきに「夢」に取り組む。
少子高齢化。グローバル化。環境社会。今、まさしく日本は激動の
時代に突入しています。これから社会に出て活躍される皆さんに期待

試されるのは「人間力」
。
大きく変わる業界を勝ち進む

すること。それは「情熱」を持って「夢」に向かって走り続けること。

パチンコ店の店舗運営は、他の業種とは少し違う、ある種特殊では

えています。しかし、人生の中で、多くの時間を費やす仕事。この

ないかと思うんですよね。まずは 1 店舗で動く金額が大きい。パチ

仕事に「情熱」を持って、がむしゃらに、ひたむきに取り組めるか？

ンコ店の店長が任される業務は、例えば飲食店の約 10 倍位。大型

今の仕事の延長線上に、自分の「夢」を描けるか？「情熱」と「夢」。

店舗になると数十倍にもなります。ということは、中小企業の会社の

この2点は当社のみならず、
この激動の日本で社会人として戦う上で、

年商より大きい、つまりパチンコ店の店長は、ある意味中小企業の

重要な要素だと私は思います。是非、あなたの「情熱」と「夢」を

社長よりも大きなお金を動かす、と言えるでしょう。

聞かせてください。

ワークライフ・バランスももちろん大事だと思います。当社も、働く
皆さんがプライベートも充実出来る様、様々な福利厚生や制度を整
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