
サープラVtuberの
サプラスです

わたしに会いに来て
くださいね！

COMPANY PROFILE  ｜  株式会社 サードプラネット

会社名 株式会社サードプラネット

役　員 代表取締役社長　児玉 篤
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横浜本社　〒 224-0003　神奈川県横浜市都筑区中川中央 1 丁目 25 番 1 号　ノースポート・モール 6F

事業内容 ゲーム＆アミューズメント施設の企画、運営・パートナー店舗展開・ゲーム機器レンタル

設　立 2015 年 10 月 19 日

資本金 3 億 8,323 万 2,000 円

従業員数（連結） 411 名（パート・アルバイト含む）

グループ会社 スタンバイ株式会社（アミューズメント機器、景品の企画・製造・販売、ゲーム機器レンタル、メンテナンス）

主要取引銀行 株式会社西京銀行

URL https://3rd-planet.jp/
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SNS

COMPANY PROFILE

YouTuber さんとのコラボ動画を YouTube にアップしたり、LINE でのクーポン配信や
Twitter の RT キャンペーンなど、SNS を活用した取り組みにも力を入れています。

YouTube Twitter

@3rd_official 3rdplanet_official@3rdplanet_official

LINETik TokInstagram

サープラ公式Web
サイトから、各店舗
を友だち登録してく
ださい！

Web サイトは
こちら

会社情報の
詳細はこちら
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ゲームセンター ゲームで遊ぶ
だけの場所

2020 年入社
M・N さん01

2020 年入社
K・S さん03

サープラ公式 Vtuber　
サプラス04

2022 年入社
Y・H さん05

2021 年入社
R・F さん06

2021 年入社
R・I さん02

ゲームセンターは、
　　アミューズメントからエンターテインメントへ！

親愛なる
お客様第一！

笑顔が
あふれる職場！

挑戦しつづけることが
できる場所！

得意が
見つかる場所！

自分らしく
働ける場所！

「やりたい！」を
応援してくれる！

お客様と共に
「楽しい」を
作れる場所！

サードプラネットは、 ゲームやイベントなど様々な取り組みで
「楽しい」があふれる場所を目指しています。
若手社員が考える「あなたにとってサードプラネットとは？」をご紹介します！

とにかく
楽しい

ダンジョン♪
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TOP MESSAGEPHILOSOPHY

一般的なアミューズメント施設は、お客様とお店とで＂楽しむ側と楽しませる側 " に 
分かれていると思います。しかし、人が心から楽しいと感じられる場所は、誰かに 
与えられるものではなく、仲間と一緒に苦労しながら創り上げていくもの。私たちサード 
プラネットは、そんな誰もが楽しいと感じる居場所を提供してまいります。人と夢が 
繋がる場所を創り、日本を代表するアミューズメント企業になりたいと考えています。

気持ちの良い挨拶やちょっとした心配りなど、誰にでも出来ることを徹底する。目の前
のお客様のために全力で取り組む。その姿勢はどこにも負けていません。“サードプラ
ネットの財産は人”だと胸を張って言い切れます。ありがたいことにこの姿勢をお客様
に信頼していただき、着実に成長してまいりました。これからも、自慢のスタッフたちと
日本中を元気に！ 親愛なるお客様を笑顔にできるよう顔晴ります。

ゲームセンターにはまだまだ、治安や環境面で良くないイメージが残っています。しかし、
そんな現状を私は変えていきたい。学校に禁止されず、お母さん達に反対されない 
場所となるためにも、先ずは私たちのお店から変えていく。しかしながら、今までと 
同じやり方では実現が難しいでしょう。変革の必要性を全員が感じとり、イメージを 
払拭できるよう各自が行動していかなければなりません。仮説を立て、失敗を恐れず
実行し、問題があればその場で修正する。この小さなチャレンジの積み重ねが近い 
将来周りを巻き込み、やがて化学反応を起こし、最終的には業界を変えることに繋が
ると私は信じています。

日本を代表するアミューズメント企業を目指して

テーマは『親愛なるお客様第一主義』

サードプラネットがこの業界を変えていく

代表取締役社長

Fun with Fan
私たちサードプラネットは

仲間の『楽しい』を応援します

私たちサードプラネットは
あなたにとっての身近な

『サードプレイス』であり続けます

私たちサードプラネットは

遊びの持つ力で日本中を『笑顔』にします

児玉 篤

サードプラネットグループは、時代や環境の変化に合わせて常に変化することを恐れず、自らの 
存在意義を含む社会的使命を果たすため「親愛なるお客様第一主義」の下、人を幸せにし、自ら
も幸せになる努力を惜しまず、地域に愛され、地域のお役に立てるお店作りを続けてまいります。

 ビジョン
私たちサードプラネットは、人を信じ、人を育み、人の力によってたくさんのお客様とつながる
業界ナンバー1のエンターテインメント企業を目指します。

 行動指針

安全と安心 挨拶と笑顔 素直で誠実に共感接客 挑　戦仲間を大切に 楽しむ
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BUSINESS

子どもから大人まで大人
気のクレーンゲームがずら
りと並んだ「クレーンゲー
ム商店街」。
初 心 者 の方にも 優しい 

「 爆 獲 横丁」を はじ め、 
人気のプライズ景品が並
ぶ「トレンド＆シネマ街」、可愛いぬいぐるみがたくさんの 

「クレーンゲーム動物園」などなど、賑やかなクレーンゲーム
商店街が各地に誕生しています。

タウンの 中 の 商 店 街を 
イメージして、いろんな 

“あそび”を詰め込んだ 
「あそびタウン」。オリジ
ナルクレーンゲーム「十手 
観 音 」 を はじ め「 音 楽 
ゲーム」「メダルゲーム」

「キッズカード・キッズメダルゲーム」も大人気です。ひと 
休みできる「みらい公園休憩所」にはお子様向けの乗り物や
くつろげるスペースも設置。ご家族で楽しめる“あそび”を
たくさんご用意しています。

子供も楽しい、
　大人はもっと楽しい

を体感できる、居心地の良い空間

 店舗事業
当社はお客様に楽しんでいただくこと、笑顔に 
なっていただくことが最も大切だと考えています。
プライズゲーム、メダルゲーム、アーケードゲーム、
キッズカードゲーム、音楽ゲームなど、人気のエン
ターテインメント機を多彩に取り揃えています。
地域に密着し、キッズ、カップル、ファミリー、 
シニアと幅広い世代のお客様に安心して遊んで 
いただける店舗運営を行っています。

 パレット事業
色とりどりのパレットのように、当社のノウハウを
ちりばめた様々なコンテンツを施設のスペースに合
わせてご提案します。イベントなどの短期間から、
遊休スペースなどへの
長期間のご提案まで、
幅広く対応いたします。

【パレットのコンテンツ】

 レンタル事業
当社のオリジナルクレーンゲーム機をはじめ、人気
のカプセルトイ、小さなスペースに設置可能なミニ
クレーンゲーム機などのレンタルを行っています。
施設やお店の入口付近、エスカレーター付近、 
店舗の軒下など屋内の様々な遊休スペースを、 
アミューズメント施設の店長経験者をはじめ、 
経験豊富な仕入れ担当者がお客様をサポートし 

「有益スペース」に変えるご提案を行っています。
レンタル期間は「長期・短期レンタル」「イベント 
催事」などお客様の
ご希望の期間でご対
応いたします。

クレーンゲーム商店街 あそびタウン

クレーンゲーム

カプセルトイ

イベント催事

遠隔管理（IP カメラ）

プリントシール機

キャラクタービジネス

キッズパーク

「親愛なるお客様第一主義」テーマは

Amusement

詳しくは 8 ページをご覧ください ▶
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BUSINESS

静岡県清水市をホームタウ
ンとする「清水エスパルス」
のクラブパートナーとして、
ホームゲームでイベントを
行うなど、地域に密着した
活動を行っています。

子どもたちに大 人 気の
「カブト虫」や「クワガタ
虫 」と実際にふれあえ
るイベントを実施。毎年
15,000人を超える方々に
ご来場いただいています。

企業が行政や大学と共に実践的な人材育成をするプロジェ
クトとして、山口県下関市の梅光学院大学と 2019 年より 

「PBL＊」の取り組みを行っています。下関の「ゆめタウン下関
長府店」と湯田温泉にある「山口店」を舞台に、地域の方々
が交流をはかれる場所を作るというテーマを軸に活動を継続
しています。
＊PBL＝ Project Based Learning（課題解決型学習）

神奈川県横浜市をホームタウンとする 
「横浜ビー・コルセアーズ」のオフィシャル
パートナーとして「横浜あそびタウン」で
はオフィシャルグッズのクレーンゲームや 
サイン入りユニフォームの展 示など 

「ビーコルコーナー」を設置して応援しています。

うさぎやモルモット、ハムスター、ボールパイソン、
コーンスネーク、レオパードゲッコーなど約 20 種類

の動物たちとふれあえるイベント
を開催。一緒に記念撮影をしたり、
おやつをあげたりできる、子ども
たちに大人気のイベントです。

『げんき大明神』は世界で一番⁉  
お客様を応援してくれる大明神！ 
ご来店されたお客様全員が幸せに 
なれるように祈願しています！

神奈川県でも最大級のメダルコー
ナーを展開しています！

小さなお子様連れのお客様も遊びや
すいように、キッズスペースを設置
した休憩所を展開しています。

ゲームセンターとプライズメーカー
が強力タッグ！世界最大級のクレーン
ゲームコーナーにメーカーの全商品
を投入しました！ 地域のスポーツクラブとの取り組み

 店舗でのイベント

 大学との取り組み『梅光学院大学 PBL』

プロサッカーチーム「清水エスパルス」

カブト・クワガタふれあいの森

プロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」

あにまるパーク

Event & Others
「サープラ横浜あそびタウン」は、2022 年にリニューアルオープンを行い、クレーンゲーム機を大幅に増台し、 
合計555台以上を設置しています。中でも 『爆獲横丁』はクレーンゲーム初心者のお客様でも袋いっぱいの景品を 
お持ち帰りいただき、「楽しかった、また来よう」と思っていただけるようなコーナーを目指しています。
また、クレーンゲーム機の台数を増やすことで人気景品からレアなアイテムまで様々な商品を提供することが 
でき、たくさんのお客様にお楽しみいただいています。
クレーンゲームの他にも「メダルゲーム」や「アーケードゲーム」「キッズゲーム」など様々なジャンルのゲーム機も 
展開しており、幅広い年代の方に楽しんでいただくことができる店舗です。
たくさんの“あそび”を詰め込んだ店舗が「サープラ横浜あそびタウン」です。

世界最大級のクレーンゲーム街

サープラ横浜あそびタウン　ご紹介！

パワースポット2FANS Forest1

みらい公園休憩所3 メダル街4

ゲームセンターの枠にとらわれない、
様々な“あそび”をお届けします！

あそびの持つ力で日本中を「笑顔」にしたい。サードプラネット 
では、店舗でのイベントや地域のプロスポーツクラブ、教育 
機関と共に地域に密着した様々な取り組みを行っています。 
これまでに実施したイベントや取り組みの一部をご紹介します。

Town Map
「サープラ横浜あそびタウン」
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当社の経営理念を体現するために常に意識しながら、一緒に働く社員や
アルバイトスタッフを巻き込み日々の業務を行っています。仲間とは意見
交換や相談がしやすい関係性を築けているので、「やりたい」と思う企画 
を実現できる環境にあり、自分のスキルアップにつながっていると思い 

ます。自らの企画がお客様の喜びにつながり、一緒
に働く仲間が笑顔を見せてくれたときには、とても
うれしい気持ちになります。
今後も、持ち前の明るさや周りを巻き込む力を活 
かしてより明るい雰囲気のお店をつくり、さらに私 
自身に会いに来てくださるお客様を増やし、キャリ
アアップを目指していきたいと思っています。

レンタル事業グループは、ゲーム機のレンタルに関する実務全般を担う 
部署です。私はグループ長として経営資源の管理やお客様との商談、 
マシンの設置など幅広い業務を行っています。一緒に仕事をする仲間が
業務において困ることがないよう、決断・決定をし、上役との折衝も行い
ます。その際、“できるだけ早くクオリティの高い仕事をすること”を心がけ、
作業や人とのコミュニケーションをスムーズに行うために、常に現場を 
把握し、正確な情報を共有できるように意識
しています。
今後は自分自身やこの仕事についてできる 
だけ多くの人にも知ってもらえるよう、仕事の
幅を広げていきたいと思っています。

当社の旗艦店でもある「サープラ横浜あそびタウン」で副店長をして 
います。お客様に楽しんでいただくのはもちろん、一緒に働くアルバイト
スタッフにも楽しんで仕事をしてもらえるよう、働きやすい雰囲気づくり
や環境づくりを意識しています。
入社直後は大変な思いをした記憶がありますが、その気持ち以上に、 
お客様のうれしそうな顔を目にした時や、自分が選定した商品に対して 

『この景品欲しかったんだよね』などの声
が聞こえてきた時に、自分の仕事がお客様
の喜びにつながっていると実感でき、やり
がいを感じます。
今後も、一緒に働く全員が楽しいと思える
お店を作っていきたいと思います。 人事総務部で主に新卒のリクルーティングを行っています。人事グループ

への配属は入社して一番驚いた出来事であり、不安な気持ちも大きかっ
たのですが、若手のうちから管理部門の仕事に携われるという貴重なチャ
ンスをいただき、日々やりがいを感じながら仕事をしています。
また業務を通してたくさんの学生に会う機会が増え、以前より人前で話
すことや苦手としていたプレゼンテーションが得意になり、多くのスキル

が身についたと感じています。
今後の目標は、与えられた仕事だけではなく
自ら積極的に行動を起こし、様々な業務に 
挑戦していきたいと考えています。

お客様の「楽しい」をつくる
プロとして

サープラ京都あそびタウン
主任
2012 年入社
A・I さん

レンタル事業グループ
グループ長
2021 年入社
T・N さん

サープラ横浜あそびタウン
副店長
2011 年入社
D・T さん

横浜本社
人事総務部
2021 年入社
R・N さん

WORKS
&

STAFF サードプラネットの社員は、お客様はもちろん一緒に働く仲間の幸せ
のために自らも幸せになるための努力を惜しみません。日々仕事に 
真摯に向き合い仲間と切磋琢磨しながら現場で活躍している社員の
声をご紹介します。

業務内容

■ 新人、アルバイトスタッフの指導（挨拶・経営理念）
■ SNS 更新（ツイッター、TikTok などの告知・宣伝）
■ フロア業務（プライズ側でフォロー、サポート）
■ 店舗企画（キャンペーン、イベントの企画や準備）

業務内容

■ レンタルマシン設置店舗の巡回／集金／補充／新規設置
■ 顧客との商談／契約の締結／内容調整
■ 経営資源の管理（人材・物資・金銭・時間・情報）
■ グループ内業務の配分と調整

業務内容

■ 店舗運営に関わる業務全般
■ プライズ業務  
（景品の発注、入替、在庫管理・月末予測・棚卸など）

■ フロア業務（接客・マシンや両替機の対応・清掃など）
■ アルバイトスタッフの面接

業務内容

■ 新卒採用・新卒社員研修に関する業務
■ アルバイトスタッフ求人・労務管理業務
■ 社会保険関連業務
■ 総務庶務本社業務（支払・電話応対・備品発注・管理など）

 ある一日のながれ　D・T さんの一日に密着。仕事のイメージを膨らませてみてください。

9:00 18:0010:00 13:00 14:00

出勤

9:30 マシン電源 ON、マシン稼働チェック

休憩 ■ フロア業務
入れ替えや補充を行い
ながら付近のお客様の
応対を行います。

■ フロア業務
司令塔として全体を見ながら、余裕が
あるときは景品の入荷処理や入荷状況
確認、売り上げ報告などを行います。

■ 事務業務
・売り上げ日報の作成
・ラインシートの作成
・金庫実査


