万葉倶楽部 会社案内
2017 年 12 月

COMPANY DATA

商号

万葉倶楽部株式会社

本社

（登記本社）
〒 250−0011 神奈川県小田原市栄町１丁目１４番４８号 ジャンボーナックビル８階
経営企画部直通 TEL.0465-22-6665
管理部直通
TEL.0465-20-2400 FAX.0465-24-5900
URL http://www.manyo.co.jp/

資本金

30,000,000 円

代表者

代表取締役会長

高橋

弘

代表取締役社長

高橋

理

法人設立

平成 9 年（1997 年）2 月 3 日

決算期

毎年９月末日（年１回）

取引銀行

静岡銀行（小田原支店）
三井住友銀行（静岡支店）
商工組合中央金庫（沼津支店）
三菱東京UFJ銀行（沼津支店）
川崎信用金庫（本店）
日本生命保険相互会社（横浜支社）

主要取引先

（株）熊谷組
清水建設（株）
（株）白洋舎

みずほ銀行（小田原支店）
横浜銀行（町田支店）
りそな銀行（小田原支店）
横浜信用金庫（本店）
神奈川銀行（本店）

村本建設（株）
五洋建設（株）
川本工業（株）
（株）竹中工務店

（株）ハシモト
（株）アクト企画室

役員

従業員
（平成２7年１２月末日現在）

代表取締役会長

高橋

代表取締役社長

高橋 理

専務取締役

高橋 眞己

（新規開発担当）

常務取締役

池内 浩二

（管理部部長）

常務取締役

高橋 剛司

（小田原館支配人）

取締役

高橋 洋一

（日本ジャンボー（株）代表取締役）

取締役

米岡 功樹

（横浜みなとみらい館支配人）

取締役

目黒 俊男

（新規開発担当）

取締役

関根 俊幸

（新規開発担当）

正社員
嘱

弘

242 名

託

68 名

パート

1,562 名

従業員計

1,872 名
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COMPANY DATA

営業種目

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

損害保険代理業
旅館業
不動産の売買・賃貸・仲介並びに管理業務
温泉供給業
公衆浴場の経営
食料品・酒類の販売
旅行業法に基づく旅行業
レストラン・飲食店の経営
観光土産品の製造・販売
コンビニエンスストアの経営
建築設計事務所の経営
ホテル及び保養所並びに研修所の経営
体育施設･健康ﾄトレーニング施設･遊技施設並びに公衆浴場の経営及び賃貸
ビル総合管理及び保守に関する事業
ビル清掃に関する機器及びその機材の販売
建築物・催物の警備保安管理に関する業務
一般日用品雑貨の販売及び輸出入
マンション管理業務
コンピュータ及びその周辺機器の製造販売
広告代理店
投資を目的とする不動産の取得・運用並びに有価証券の運用
前各号に付帯する一切の業務

万葉倶楽部グループの売上推移
（金額）
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資本金

資本の推移
平成 ９年２月 ３日
平成１７年９月３０日
平成１８年２月 １日

(株式分割)

株式数

９，
８００万円

１，
９６０株

９，
８００万円

１９，
６００株

第三者割当増資
7,700株×100,000円

平成２１年７月３１日

2016
（年度）

資本金に 3億8,500万円を組入れる。

減資
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４億８，
３００万円

２７，
３００株

３，
０００万円

２７，
３００株

COMPANY DATA

保有不動産

源泉

町田館

東京都町田市鶴間7-3-1

土地5,112.00㎡ / 建物 7,833㎡

小田原館

神奈川県小田原市栄町1-5-14

土地 1,875.74㎡ / 建物 11,570㎡

博多館

福岡県福岡市博多区豊2-3-66

土地 13,263.62㎡ / 建物 10,423.5㎡

ふとみ館

北海道石狩郡当別町太美町1695-67

土地 8,413.94㎡ / 建物 7,400㎡

はだの館

神奈川県秦野市河原町5034-1

土地 8,607.40㎡ / 建物 6,830.31㎡

沼津館

静岡県沼津市岡宮1209-1-2

土地 6,184.9㎡ / 建物 7,788.4㎡

静岡県沼津市岡宮字上荒狗1207番1

土地 1,081.44㎡ / 建物 604.10㎡

旭川館

北海道旭川市高砂台1丁目131-5

土地 46,457.48㎡ / 建物 6,770.04㎡

横浜館

神奈川県横浜市中区新港2丁目7番1

土地 4,130.40㎡ / 建物 20,573.48㎡

神戸館

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-1

土地 4,201.20㎡
（持分）/ 建物 37,178.93㎡

町田社宅

東京都町田市鶴間字7-4-34

土地 90㎡ / 建物 143.79㎡

はだの社宅

神奈川県秦野市河原町5043-4

土地 370.17㎡ / 建物 243.46㎡

旭川社宅

北海道旭川市忠和8条6丁目33-239

土地 278.19㎡ / 建物 155.52㎡

横浜社宅

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町8-17 土地 288.03㎡ / 建物 218.02㎡

城山社宅

神奈川県小田原市城山3丁目718番40

土地 408.75㎡

武雄土地

佐賀県武雄市武雄町武雄7411

土地 1,523.60㎡

由布院土地

湯布院町大字川上字重見1273-4

土地 145.00㎡

湯河原土地

湯河原町宮上字尾畑下759-160

土地 11,811.04㎡

湯河原土地

湯河原町宮上字古腕ヶ沢

土地 4,706.41㎡

湯河原土地

湯河原町宮上字古腕ヶ澤760番

土地 332.00㎡

湯河原土地

湯河原町宮上字古腕ヶ澤760番96

土地 5,061.29㎡

湯河原温泉ターミナル 湯河原町宮上字古腕ヶ澤760番253

土地 988.12㎡ / 建物 390.00㎡

合計

土地 122,575.44㎡ / 建物 106,885.7㎡

湯河原泉

神奈川県足柄下郡

湯河原122号泉

湯河原町宮上字古腕ヶ澤760番-30

土地 3.30㎡

湯河原158号泉

湯河原町宮上字池峯803番69

土地 3.50㎡

湯河原166号泉

湯河原町宮上字尾畑下759イ号6

土地 3.50㎡

湯河原176号泉

湯河原町宮上字尾畑下759イ号

土地 3.50㎡

湯河原183号泉

湯河原町宮上字池峯803番91

土地 3.50㎡

湯河原184号泉

湯河原町宮上字池峯803番70

土地 3.50㎡

由布院源泉

大分県大分郡
湯布院町大字川上字重見1273-4

武雄源泉

武雄町大字武雄字柄﨑7412-1
太美源泉

土地 4.00㎡

北海道石狩郡
当別町太美町1695-67

土地 3.30㎡

合計

所属団体

土地 4.00㎡

佐賀県武雄市

9源泉

神奈川県小田原市法人会

小田原箱根商工会議所

東京都町田市商工会議所

神奈川県観光協会

神奈川県小田原市観光協会

福岡県福岡市商工会議所

福岡県福岡市観光協会

横浜市商工会議所

横浜コンベンションビューロー

日本サウナ・スパ協会

万葉倶楽部 会社案内
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東京・町田館（１号館）

ACHIEVEMENT

万葉の湯
（温浴施設）
東京・湯河原温泉 万葉倶楽部

全国へ万葉倶楽部はくつろぎネットワーク
万葉倶楽部は「上質の温泉・食・憩い」を提供する万葉の湯を
中心とした創造性ゆたかな施設を全国に展開しております。

小田原館
（2号館）

小田原お堀端 万葉の湯
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-5-14
TEL.0465-23-1126
（代） FAX.0465-23-1122
TEL.0465-23-8000
（総務直通）
mail : odawara@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/odawara/
【
（2001）
平成13年 1月 1日オープン】

はだの館（5号館）

はだの 万葉倶楽部
(はだの・湯河原温泉 万葉の湯)
〒257-0032 神奈川県秦野市河原町2-54
TEL.0463-85-4126
（代） FAX.0463-85-4144
TEL.0463-84-4188
（総務直通）
mail : hadano@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/hadano/
【
（2003）
平成15年 9月20日オープン】

沼津館 沼津ぐるめ街道の駅（7号館）

沼津ぐるめ街道の駅 竜宮海鮮市場
〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1208-1
TEL.055-927-1188
（代） FAX.055-927-0030
mail : numazu@gourmetclub.co.jp
URL http://www.gourmetclub.co.jp
【
（2004）
平成16年 9月 1日オープン】
【
（2013）
平成25年11月 1日リニューアルオープン】

博多館
（3号館）

ふとみ館
（4号館）

博多 由布院・武 雄温泉 万葉の湯
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-3-66
TEL.092-452-4126
（代） FAX.092-452-2641
TEL.092-452-4141
（総務直通）
mail : hakata@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/hakata/
【
（2001）
平成13年 7月18日オープン】

旭川館
（6号館）

北海道 ふとみ銘泉 万葉の湯
〒061-3776 北海道石狩郡当別町太美町1695-67
TEL.0133-26-2130
（代） FAX.0133-26-3213
mail : futomimeisen@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/futomi/
【
（2002）
平成14年 1月14日オープン】

沼津館
（7号館）

旭川高砂台 万葉の湯

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

〒070-8061 北海道旭川市高砂台1-1-52
TEL.0166-62-8910
（代） FAX.0166-62-8564
mail : asahikawa@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/asahikawa/
【
（2003）
平成15年10月16日オープン】

横浜みなとみらい館（8号館）

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1208-1
TEL.055-927-4126
（代） FAX.055-926-8000
mail : numazu@manyo.co.jp
URL http://www.gourmetclub.co.jp
【
（2004）
平成16年 3月 1日オープン】

プロメナ神戸館
（9号館）

横浜みなとみらい 万葉倶楽部
〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1
TEL.0570-07-4126
（代） FAX.045-671-1188
mail : minato-mirai@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/mm21/
【
（2005）
平成17年 6月25日オープン】

万葉倶楽部 会社案内

〒194-0004 東京都町田市鶴間7-3-1
TEL.042-788-4126
（代） FAX.042-796-5556
mail : machida@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/machida/
【
（1997）
平成 9年 4月21日オープン】
【
（2011）
平成23年4月20日全面新築オープン】
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神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部
〒650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-1
プロメナ神戸７階〜１６階
TEL.078-371-412
（代） FAX.078-360-6006
TEL.078-360-1426
（総務直通）
mail : kobe@manyo.co.jp
URL http://www.manyo.co.jp/kobe/
【
（2010）
平成22年7月23日オープン】

企業の統合表（26.9.1現在）

万葉倶楽部株式会社

旭川高砂台

万葉の湯

サンミ倶楽部株式会社（昭和倶楽部）
北海道 ふとみ銘泉

万葉の湯

株式会社ニュー八景園
株式会社天成園
ニューウエルシティ湯河原株式会社

神戸ハーバーランド温泉

万葉倶楽部
東京・湯河原温泉

万葉の湯
小田原お堀端

万葉の湯

はだの・湯河原温泉

万葉の湯
箱根湯本温泉

天成園
博多 由布院・武雄温泉

万葉の湯

横浜みなとみらい

沼津・湯河原温泉

湯河原温泉

万葉の湯

ニューウェルシティ湯河原

万葉倶楽部

熱海温泉

ホテル・サンミ倶楽部 本館・別館
熱海温泉

昭和倶楽部
伊豆長岡温泉

ニュー八景園

MANYO GROUP

万葉倶楽部グループ 関連会社

サンミ倶楽部（株）

昭和倶楽部

サンミ倶楽部別館

〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町5-8
TEL.0557-81-8000
（代） FAX.0557-81-8277
TEL.0557-81-3384
（総務直通）
mail : front@sunmi.co.jp
URL http://www.sunmi.co.jp/

〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町14-66
TEL.0557-81-8000
（代） FAX.0557-82-019
mail : bekkan@sunmi.co.jp
URL http://www.sunmi.co.jp/bekkan/
【
（2006）
平成18年 4月 29日オープン】

〒413-0022 静岡県熱海市昭和町17-31
TEL.0557-81-3333 FAX.0557-81-1616
mail : showa@summi.co.jp
URL http://www.showaclub.jp/
【
（2015）
平成27年 4月 1日オープン】

代表取締役会長 高橋
弘
代表取締役社長 目黒 俊男
取締役 森 真 / 監査役 池内 浩二
【
（2000）
平成12年 7月 9日オープン】

（株）ニュー八景園

代表取締役会長 高橋
弘
代表取締役社長 目黒 俊男
取締役 岡本 隆弘 / 監査役 杉山
【
（2006）
平成18年 7月 21日オープン】

ニューウエルシティ 湯河原（株）

（株）天成園

〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡211
TEL.055-948-1500
（代） FAX.055-948-1234
mail : front@hakkeien.jp
URL http://www.hakkeien.jp/

嘉一

〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本682
TEL.0460-83-8500 FAX.0460-83-8512
TEL.0557-81-3384
（総務直通）
URL http://www.tenseien.co.jp/
代表取締役社長 目黒 俊男
取締役 高橋 理 ・ 増渕 正明
監査役 池内 浩二
【
（2009）
平成21年 12月 16日オープン】

万葉倶楽部 会社案内
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〒430-0001 静岡県熱海市泉107
TEL.0465-63-3721 FAX.0465-63-6401
URL http://www.welcity-yugawara.co.jp/
代表取締役会長 高橋
弘
代表取締役社長 目黒 俊男
取締役
廣澤 俊美
【
（2009）
平成21年 11月 1日オープン】

COMPANY HISTORY

その他の関連会社

日本ジャンボー（株）
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-48
ジャンボーナックビル8階
（登記本社 神奈川県小田原市栄町1-14-48）
TEL.0465-20-1500 FAX.0465-21-0108
URL http://www.jumbo.co.jp/
代表取締役社長 高橋 洋一
取締役 高橋
理 ・ 関根 俊幸
監査役 池内 浩二

（株）エス・ビー・エム
〒424-0837 静岡県静岡市清水区桜橋町4-7
TEL.0543-64-7690 FAX.0543-61-1161
URL http://www.soujiro.jp/
代表取締役社長 村松
潔
取締役
塚本 將人

万葉倶楽部 会社案内
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COMPANY HISTORY

年表

昭和32年8月（1957）

創

業

熱海市伊豆山浜576において、現非常勤取締役が満22才
の時アルプス写真を創業。カメラ及び付属品の販売･現像･
焼付･撮影の業務を開始。
（資本金200万円）

昭和35年12月（1960）

会 社 設 立

熱海市伊豆山仲道463-4において現非常勤取締役を中心
に友人8名が出資、アルプス写真のDP部門を独立させ日本
ジャンボー株式会社を設立。
（資本金150万円、株主9名）

昭和37年1月（1962）

カラー処 理開始

この頃よりカラー写真が目立って普及、当社もいち早くカ
ラー写真の現像焼付を開始。

昭和38年8月（1963）

別会社設立

静岡市馬淵2-12-29において株式会社ジャンボーを設立。
（資本金400万円、株主8名）

昭和39年10月（1964）

湯河原工場に移転

東京オリンピックを記念して、神奈川県足柄下郡湯河原町
土肥4 -3 -12に湯河原総合現像所を完成、設備一切を移転。

昭和49年8月（1974）

別会社設立

受付から仕上げ、事務処理までを全く新しい方法で行う
システムを考案し、その関連商品の開発・販売を目的とし
エフエル株式会社を設立。（資本金1,000万円）

昭和50年4月（1975）

別会社設立

アメリカで人気のスーパーマーケットの来店客を対象とした
ポートレート撮影・仕上げ・販売業務を目的に、株式会社
大沢商会及びマミヤ光機株式会社と共に株式会社ジャパン
・ビックストアーフォトを設立。（資本金1,000万円、現在持株なし）

昭和53年7月（1978）

別会社設立

清水市桜橋4-7 株式会社エス・ビー・エムに当社系列会社
のエフエル株式会社より資本を出資し、静岡県中西部でカ
ラー写真の現像焼付を開始。（資本金1,650万円）

昭和55年10月（1980）

湯河原新現像所

神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-3-12に鉄筋コンクリー
ト造り一部3階建の現像所が完成。
平成元年9月、泉現像所へ統合。

別会社設立

東京都清瀬市に株式会社東京アフターケア研究所を設立。

旧工場取り壊し前の風景

昭和56年5月（1981）

（資本金500万円）

昭和57年2月（1982）

別会社設立

日本システム株式会社を設立。（資本金2,000万円）

万葉倶楽部 会社案内
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昭和60年10月（1985）

調布現像所開設

東京都調布市に調布現像所を開設。東京西部方面の現像
焼付を開始。昭和63年11月湯河原現像所に吸収統合。

伊那現像所開設

しなのカラー株式会社の営業権を取得し、長野県伊那市に
伊那現像所を開設。長野県南西部方面の現像焼付を開始。

別会社出資

富山県高岡市の株式会社富山カラー現像所に当社より資
本金を出資し、北陸方面の現像焼付を開始。

昭和60年の忘年会風景

昭和61年12月（1986）

（資本金 2,600万円）

昭和62年1月（1987）

伊那新現像所開設

長野県南西部地域の営業拡大に伴う生産体制確立を図る
ため、新現像所を設立。

昭和62年3月（1987）

大阪現像所開設

大阪府吹田市に大阪現像所を開設。

昭和62年6月（1987）

千葉現像所開設

千葉県流山市に千葉現像所を開設。東 京・千葉方面の
現像焼付を開始。

昭和63年5月（1988）

RV事業部設立
ロス支 店 設 立

当グループのエフエル株式会社にて外国製モーターホーム
の輸入販売を目的にRV事業部を設立し、米国ロサンゼル
ス市郊外に土地・建物を購入、支店を設置。U．S．A．ウイ
ンバーゴ社製［ラシェーロ、エランダン］などのモーターホ
ームの輸入販売を開始。

名古屋現像所開設

愛知県大口町に名古屋現像所を新設。

新社屋建設・

熱海市泉に新社屋を建設し、1階には日本では初めての
現像所によるペーパースリット加工を開始。2階には、当
社の営業部・管理部・経理部を集結。3階には日本初の
イタリア・グレゴリー社製、マキシラボシステムを導入。

及

昭和63年9月（1988）

び

開設当初の工場の風景

本

平成元年3月（1989）

社

第三者割当増資

安定株主確保の為、金融機関・キャピタル会社等の出資を
受け第三者割当増資を実施。また初めて転換社債を発行。

万葉倶楽部 会社案内
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平成元年10月（1989）

グループ4社合併

当社及び株式会社シンエイカラー、エフエル株式会社、エフ
エル株式会社を合併。清瀬営業所及び高崎現像所は日本ジ
ャンボー株式会社として経営を始め、北関東方面に営業エリ
アを拡大。

平成2年7月（1990）

千葉新現像所開設

東関東地域の営業拡大に伴い生産体制の確立を図るため
新現像所を開設。

平成2年8月（1990）

北陸現像所開設

北陸3県のカラーDPサービスの向上を図るため、石川県金
沢市に北陸現像所を開設し併せて営業部門の強化を図る。

平成3年7月（1991）

株 式 上 場

資金調達の多様化、知名度の向上による人材確保、経営
基盤の強化及び企業内容の充実を目的として日本証券業
協会に株式を店頭登録する。
尚、上場価格は1株額面50円に対し3,090円、それに対し
初値は4,640円であった。

平成3年10月（1991）

厚木現像所開設

神奈川県厚木市に当社で最大規模の現像所を開設。
又、当工場の開設により泉現像所の入荷分の約2/3を引き
受ける。

平成6年1月（1994）

岩槻現像所開設

関東北部における生産の拠点、及び東京近郊におけるよ
り一層の競争力向上のため埼玉県岩槻市に岩槻現像所を
開設。

平成6年3月（1994）

公 募 増 資

増大する写真需要への対策として羽田現像所・大阪現像所
等の大型現像所の開設が急務とされ、この資金需要に対処
するため公募増資を実施。尚、新発行株式数は115万株で、
これにより発行済株式総数は6,860,560株となり新資本金額
は42億6,269万円となる｡尚、公募価格は1株5,630円。この増
資により、当社の純資産は100億円を超えた。

平成6年7月（1994）

新大阪現像所

当社の全国営業展開の柱として関西への進出が必要不可
欠となり、大阪府摂津市に新大阪現像所を開設。尚、当現
像所は当社としては最大級の現像所となり、また3階には
子会社の株式会社エス･ビー･エム大阪現像所が移転。

当時の役員記念撮影

開

平成6年10月（1994）

設

羽田現像所
開

設

新製品開発

首都圏営業戦略の核として生産性を確保する為、東京都
大田区に羽田現像所を開設。また地方都市への進出の為、
エアー便によるフイルム集荷体制を整備。

新製品ネガポジプリント開発、試験販売を開始。

万葉倶楽部 会社案内
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平成7年2月（1995）

福岡現像所
立

当社が現像所用土地建物を取得し、株式会社ミヨシ福岡
現像所として5月より稼動。名称を「福岡空港西門ビル」と
する。

平成8年4月（1996）

A P S カラ ー
フイルム処理

新写真システム・APS（アドバンスト･フォト･システム）の開発に伴
い、泉事業所にAPSフイルムの処理機械を設置。

平成9年2月（1997）

万葉倶楽部

温泉事業の開始に伴い湯河原町に100％子会社の万葉倶
（資本金9,800万円）
楽部株式会社を設立。

設

設

平成9年4月（1997）

立

東京・湯河原温泉
「万葉の湯」開業

子会社の万葉倶楽部株式会社が東京都町田市に「東京・
湯河原温泉 万葉の湯」を開業。

平成9年8月（1997）

現像料0円開始

現像料0円、プリント1枚20円で営業展開を開始。

平成10年3月（1998）

厚 木 事 業 所・
岩槻事業所統合

生産効率の追求から泉事業所に厚木事業所を、また千葉事
業所に岩槻事業所をそれぞれ統合し大規模事業所が誕生。

平成12年11月（2000）

小田原お堀端

小田原市栄町1-5-14に「小田原お堀端 万葉の湯」が完成。
12月26日よりプレオープン、13年1月1日より正式営業を開
始する。

万葉の湯完成

平成13年7月（2001）

博多由布院・武雄
温泉 万葉の湯開業

平成13年9月（2001）

別会社出資

万葉の湯第3号館として、福岡市博多区に「博多由布院・
武雄温泉 万葉の湯」を開業。13年7月19日より正式営業を
開始する。

万葉倶楽部株式会社より静岡県熱海市にてホテルを経営
するサンミ倶楽部株式会社に出資。
（資本金8,200万円）

平成14年1月（2002）

北海道ふとみ銘泉
万葉の湯開業

平成14年2月（2002）

業 務 提 携

万葉の湯第4号館として北海道太美町に「北海道ふとみ
銘泉 万葉の湯」を開業。14年1月15日より正式営業を開
始する。

コダック株式会社と業務提携を発表。DPEラボ事業にお
いて提携し共同出資による新会社「ケイジェイイメージング
株式会社」を14年3月に設立、共同でラボ事業を展開する
ことを発表する。
（資本金13,000万円）

平成15年1月（2003）

別会社出資

サンミ倶楽部株式会社より静岡県伊豆長岡町にてホテルを
経営する株式会社八景園に出資。
（資本金1,000万円）

万葉倶楽部 会社案内
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平成15年9月（2003）

はだの・湯河原
温泉万葉の湯＆
ホ テ ル 万 葉

万葉の湯第5号館として神奈川県秦野市に「はだの・湯河
原温泉 万葉の湯＆ホテル万葉倶楽部」を開業。15年9月20
日より正式営業を開始する。

倶 楽 部 開 業

平成15年10月（2003）

旭川高砂台
万葉倶楽部開業

平成16年2月（2004）

沼津・湯河原温泉

万葉の湯第6号館として北海道旭川市に「旭川高砂台 万
葉の湯」を開業。

万葉の湯開業

万葉の湯第7号館として静岡県沼津市に「沼津・湯河原温
泉 万葉の湯」を開業。

平成17年4月（2005）

新商品発売

デジタルアルバムを新発売する。

平成17年6月（2005）

横浜みなとみらい

万葉の湯第8号館として神奈川県横浜市に「横浜みなとみ
らい 万葉倶楽部」を開業。

万葉倶楽部開業

平成17年7月（2005）

営 業・生 産
拠 点 移 動

平成18年4月（2006）

ホ テル・サ ンミ
倶楽部別館開業

平成18年9月（2006）

デジタルプリント
受 付 機 ・フ ォ ト

ケイジェイイメージング株式会社が営業拠点を東京都江東
区に、生産拠点を埼玉県さいたま市に移動する。
サンミ倶楽部株式会社が、日本ジャンボー株式会社の熱海
サンビーチジャンボーを買い取り、ホテル・サンミ倶楽部別
館として営業を開始する。

デジタルプリントの拡販を目指し、無人デジタルプリント受
付機（フォトキャッチャー）を当社取扱店に1,000台設置。

キャッチャー 導 入

平成19年4月（2007）

デジタル印刷機
導

入

Kodak NexPress 2500をフォトグッズ事業部に導入し、
Photo Bookの作成を開始する。

万葉倶楽部 会社案内
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平成20年9月（2008）

公 開 買 付
(MBO)の実施

当社の企業価値の向上を目的に、経営陣による迅速かつ機動
的な意思決定の必要性に伴い、タカハシ計画有限会社による
当社普通株式に対する公開買付を1株につき1,300円にて実施。
【買付総数：4,113,144株（53億4700万円）】
結果、ジャスダック証券取引所の株式上場廃止基準に該当
し、平成21年1月に上場を廃止する。

平成21年4月（2009）

本社機能移転

日本ジャンボー株式会社及び万葉倶楽部株式会社の本社
機能をグループ全体の本部として集約するため、神奈川県
小田原市の本社ビル（ジャンボーナックビル）8階へ移転する。

平成21年10月（2009）

会社分割及び

日本ジャンボー株式会社を分割会社、100％出資子会社で
あるケイジェイイメージング株式会社を承継会社として会
社分割（吸収分割）を行い、日本ジャンボー株式会社の写
真の現像、プリント等に関する写真事業を承継する。
同時に、分割会社の商号を「ジャンボーホールディングス株
式会社」に変更し、承継会社の商号を「日本ジャンボー株
式会社」に変更する。

商 号 変 更

平成21年11月（2009）

ニューウェル
シティ湯河原
開

平成21年12月（2009）

業

株 式 会 社
天成園開業

平成22年4月（2010）

新規事業の
営 業 開 始

平成22年7月（2010）

神奈川県足柄下郡湯河原町に、
「ニューウェルシティ湯河
原」を開業する。

神戸ハーバー
ランド 温 泉

神奈川県足柄下郡箱根町湯本に「箱根湯本温泉
園」を全面リニューアルしオープンする。

天成

神奈川県小田原市の本 社ビル６階に新規事業の会員制
フィットネスクラブ「four-b」、インドアゴルフ「DIGITAL
Golf Park」をオープンする。

万葉の湯９号館として兵庫県神戸市の神戸ハーバーランド
内に「神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部」を開業。

万葉倶楽部
開

平成23年4月（2011）

業

万葉の湯 町田館
リニューアル

東京都町田市に、東京・湯河原温泉万葉の湯（１号館）が
全面リニューアルオープンする。

オ ー プ ン

平成25年9月（2013）

万葉プレミア
倶
開

楽

部

ご利用頻度の高いお客様により満足感を深めてもらうこと
を目的とした会員制度「万葉プレミア倶楽部」を開始。

始

万葉倶楽部 会社案内
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平成26年4月（2014）

新千歳空港温泉
万 葉 の 湯
フランチャイズ

万葉倶楽部のフランチャイズとして、北海道千歳市の新千
歳空港国内線ターミナルビルの「新千歳空港温泉 万葉の
湯」を契約解消する。

契 約 解 消

平成26年8月（2014）

焼 津・ホテル
三景苑閉館

平成27年4月（2015）

昭和倶楽部
開

平成27年4月（2015）

静岡県熱海市昭和町に「昭和倶楽部」を開業する。

業

T T O 卓 上
テ ー ブ ル

温浴施設全館に「TTO」卓上テーブルオーダーシステムを
導入。

オ ー ダ ー
システム導入

平成29年3月（2017）

小 田 原 駅
東 口 お 城

小田原市と小田原駅東口お城通り地区再開発事業『広域
交流施設ゾーンの基本協定を締結』

通り地区再
開 発 事 業

平成29年12月（2017）

ホテル京 都

ホテル京都エミナース取得

エ ミ ナ ース
取得

万葉倶楽部 会社案内

13

http://www.manyo.co.jp/

万葉倶楽部株式会社
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-48 ジャンボナックビル8F
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