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会社概要



学生の皆様ご存知でしたか？



ワールドカップグループは県内有数の
高収益企業です

弊社グループ企業「鳥取ワールドカップ」

2019年度鳥取県内企業

純利益ランキング第1位 （純利益21.6億円）

2020年度は更なる増益が確定しています。

県内業界企業純利益高第1位

県内非製造業純利益高第1位
出展： 今がわかる時代がわかる日本地図2020年版



経営理念

全従業員の物心両面の幸福を追求すると

同時にパチンコを通じてお客様にゆとりと潤いを提供する。



経営理念を実現するために・・・

① 店舗の大型化

② 三本の柱 －他事業展開

③ 高報酬 充実の福利厚生



ワールドカップグループ沿革
1982年12月

個人にて鳥取店を創業

1983年8月

個人にて鳥取店をリニューアル

1986年11月

(株)ワールドカップの設立

1986年12月

備前店開設

1989年11月

米子店開店

1989年12月

倉吉店開店

1990年11月

豊岡店開店

1991年1月

(株)鳥取ワールドカップを設立

個人営業部門を移管



1993年3月

ＴＲ倉吉店開店

1995年1月

鳥取店を増床820台へ

1995年12月

グランワールドカップ鳥取店開店

1997年12月

豊岡店増床 560台へ

2001年5月

鳥取タイガー店開店

2001年12月

グランワールドカップ米子店 改築増床823台へ

2003年5月

グランワールドカップ鳥取店 増床 975台へ

2003年7月

三井住友銀行から保証私募債１億４千万円を発行

2004年8月

グランワールドカップ各務原店開店

2008年12月

グランワールドカップ本巣店開店



2010年4月

グランワールドカップ各務原店 増床 1120台へ

2011年8月

グランワールドカップ本巣店 増床 1160台へ

2011年12月

グランワールドカップ本巣店 増床 1200台へ

2013年5月

グランワールドカップ各務原店店舗屋上に太陽光発電
設置

これより太陽光発電事業を始める

2015年12月

ワールドカップ鳥取店建て替えしグランドオープン

2015年12月

「ホテルリブマックス新橋」取得 東京都港区へ不動
産事業進出

2018年7月

太陽光発電所発電出力合計30MW達成

（約1万世帯分年間消費電力量にあたる発電量）

2019年

太陽光発電所全国150箇所 出力合計35MW突破



店舗紹介

グランワールドカ
ップ鳥取店

ワールドカップ
鳥取店

グランワールドカ
ップ米子店

ワールドカップ
倉吉店

グランワールドカ
ップ各務原店

グランワールドカ
ップ本巣店

４つの都道府県で９店舗を展開中。



中国地方企業トップクラス
総設置台数 6028台



鳥取を代表する企業へ－

• 創業38年目を迎えました

• 従業員数178名(男93名、女性85名)

• 主要取引金融機関：山陰合同銀行、三
井住友銀行、みずほ銀行、オリックス、
野村バブコック＆ブラウン、クレデ
ィ・スイス、島根銀行、鳥取信用金庫、
島根信用金庫

• 年商：356億円
（2019年グループ合計）

• 資本金：1億3700万円



ホールの仕事ってすごく楽しいんです！

• 新入社員から経営数値管理、POP制作、営

業施策立案、広告戦略立案、機械選定立案
など経営に積極的に参加できます！

• 予算管理、マーケティング、マネジメント
などのビジネススキルが身に着きます！

• 弊社には年商約数十億円を上げる高収益店
舗もあり正にビッグビジネスの担い手とし
てダイナミックな仕事ができます。



働く社員の声

• ワールドカップのいいところは？

自分が学生時代は職場とはすごく厳しい
場所だと思っていましたが、スタッフ同士
仲が良く、働きやすい環境だったので驚き
ました。

優しくフォローをしてくれる先輩達が多
いので、楽しく仕事をすることができてい
ます。



働く社員の声
• ワールドカップのいいところは？
休日面も心配かもしれませんが、勤務
はシフト制なのでプライベートの時間
もしっかりとれます。私の趣味は旅行
なので周りが働いている時に旅行に行
くと安いし、空いてるしで一石二鳥で
す。
またワールドカップの給与水準は業

界でもかなり高く、奨学金の返済も負
担なくする事が出来ています。



働く社員の声

• ワールドカップのいいところは？
ワールドカップは仕事も楽しいですが、
社員旅行で色々なところに行けます。入
社するまで海外旅行に行ったことはなか
ったのですが、入社してから、ニューヨ
ーク、ハワイ、ラスベガス、韓国、台湾、
マカオなど色々な国に行くことができま
した。



フィロソフィー活動

週替わりで決めたテーマでお互いを褒め
あいます！

• 最高のバトンタッチ
• 地味な努力を積み重ねる
• 常に明るく前向きに

など！



パチンコ事業以外にも活躍できるフィール
ドを用意しています。



ワールドカップの三本の柱

パチンコホ
ール事業

航空機
リース事業

太陽光発電
事業



太陽光発電事業

当社では、地球温暖化問題への取り組みとして、
太陽エネルギーによる発電事業を展開しています。

2012年度より再生可能エネルギーの固定価格買取制度が
施行されたことを踏まえ、
当社は青森から宮崎まで全国23県、160ヶ所以上で発電所を
開設し、現在では36MW規模になりました。(2020年2月)



現在全国160カ所で太陽光発電所を展開しています。



約１万世帯の電力を発電しています。



航空機リース事業

2020年現在当社はナローボディー機（A320/321/B737)を11機保有し、

世界中のエアラインに向けたオペレーティングリース事業を展開し
ています。



航空機リース事業



不動産事業

当社が保有する資産を有効活用し、賃貸用不動産の運用・管理を
行っています。

鳥取市内での賃貸住宅経営

ホテルリブマックス新橋

ケーズデンキ岐阜本巣店

ゲンキー岐阜本巣店など



給与・賞与

総合職初任給

• 4年制大学卒： 275,000円

• 短大高専専門卒：250,000円

• 高等学校卒： 235,000円（諸手当含む）

• 県内企業最高水準の給与
• 賞与: 年3回

• 昇給：年1回

• 諸手当：交通手当、住居手当



給与比較

鳥取県生活娯楽業産業平均:16.0万円
岐阜県サービス産業平均:16.4万円

ワールドカップグループ

• 4年制大学卒： 275,000円

• 短大高専専門卒：250,000円

• 高等学校卒： 235,000円（諸手当含む）



給与比較（大卒）
鳥取県S社 島根県Ｍ社 業界大手Ｍ社 業界大手D社 中部地区大手

初任給 248,000円 250,000円
（諸手当含む）

229,350円
（諸手当含む）

218,900円
（諸手当含む）

260,000円

賞与回数 賞与 年2回 賞与 年2回 賞与 年2回 賞与 年2回 賞与 年2回

ワールドカップグループ（総合職・大卒）:275,000円



ユニークな福利厚生

• 格安で行ける社員旅行（自己負担はトー
タルの約半額！）

• 行きたい場所を選べます！

韓国ソウル

東京ディズニーランド

北海道

（2019年実施）

過去には台湾、ハワイ、沖縄など

• 研修旅行としてラスベガス、マカオ、ニ
ューヨークなどへの研修も実施していま

す。



ユニークな福利厚生

• つみたてNISA

全従業員の物心両面の幸せを追求する － 社員の資産形成をサポート

• 2018年から新たに始まった社内制度

積立額に10％を会社が上乗せして給料天引きでつみたてNISAを利用する事ができま

す。



奨学金支援制度

• 「全従業員の物心両面の幸福を追求す
る」。その取り組みの一つとして鳥取
県内初の「奨学金返済支援制度」の導
入が決定しました。全国的に見てもほ
とんど例のない、非常に画期的な制度
です。これからも社員や家族の生活の
基盤として、そして社員一人ひとりの
成長と夢の実現に向けて力強くサポー
トしていきます。

• 入社6か月目以降より月額3万5千円の支
援手当が付与されます。



選考フロー

弊社ＷＥＢサイト
でエントリー

一次面接
（ＷＥＢ面接）

適性検査 最終面接

内定！





現在注力している部門

● 人事部門
● 経理・財務部門
● 経営企画・営業管理部門





弊社採用サイトへアクセス！


