
藤田観光グループの営業施設および主な子会社・関連会社（2020年5月21日現在）

WHG事業（総客室数：既存10,476室、新規開業526室、合計11,002室）

　 施設名 客室数

宿泊施設
（36拠点）
※新規開業
予定2拠点
を含む

仙台ワシントンホテル 223
山形七日町ワシントンホテル（FC） 213
山形駅西口ワシントンホテル（FC） 100
会津若松ワシントンホテル（FC） 154
郡山ワシントンホテル（FC） 184
いわきワシントンホテル（MC） 148
新宿ワシントンホテル本館 1,280
新宿ワシントンホテル新館（MC） 337
秋葉原ワシントンホテル 369
東京ベイ有明ワシントンホテル 830
立川ワシントンホテル（FC） 170
横浜桜木町ワシントンホテル 553
横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 399
浦和ワシントンホテル 140
木更津ワシントンホテル（FC） 146
燕三条ワシントンホテル（FC） 103
関西エアポートワシントンホテル 504
宝塚ワシントンホテル（FC） 135
広島ワシントンホテル 266
キャナルシティ・福岡ワシントンホテル 423
佐世保ワシントンホテル（FC） 190
ホテルグレイスリー札幌 440
ホテルグレイスリー銀座 270
ホテルグレイスリー田町 216
ホテルグレイスリー浅草 125
ホテルグレイスリー新宿 970
ホテルグレイスリー京都三条 北館 97
ホテルグレイスリー京都三条 南館※2 128
ホテルグレイスリー大阪なんば 170
ホテルグレイスリー那覇 198
ホテルグレイスリーソウル 336
ホテルグレイスリー台北（2021年開業予定） 248
ホテルフジタ福井 354
ホテルフジタ奈良 117
ホテルタビノス浜松町 188
ホテルタビノス浅草（2020年7月15日開業予定） 278

海外現地法人・駐在員事務所
　 施設名

（4拠点）
上海
広州
北京
台北

ラグジュアリー＆バンケット事業（総客室数：267室）

　 施設名 客室数
宿泊施設
（1拠点）

ホテル椿山荘東京※1 267

婚礼・宴会
（8拠点）

太閤園※1 ̶
桜苑※1 ̶
オペラ・ドメーヌ高麗橋 ̶
マリーエイド ̶
ザ サウスハーバーリゾート ̶
ルメルシェ元宇品 ̶
マリコレ ウェディングリゾート ̶
鞘ヶ谷ガーデン アグラス ̶

レジャー
（1拠点）

カメリアヒルズカントリークラブ※1 ̶

リゾート事業（総客室数：既存381室、新規開業150室、合計531室）

　 施設名 客室数

宿泊施設
（11拠点）
宿泊施設
※新規開業
予定1拠点
を含む

箱根小涌園 天悠※1 150
箱根小涌園 美山楓林※1 15
箱根小涌園 新ホテル（2023年1月開業予定）※1 150
伊東小涌園※1 50
伊東 緑涌※1 7
湯河原温泉ちとせ（MC） 38
ホテルやまなみ（MC） 26
十和田ホテル（業務提携） 50
藤乃煌 富士御殿場 19
Nordisk Village Goto Islands 8
永平寺 親禅の宿 柏樹関 18

レストラン
（3拠点）

レストラン あかしあ亭 ̶
箱根小涌園 蕎麦 貴賓館※1 ̶
箱根小涌園 鉄板焼・しゃぶしゃぶ 迎賓館※1 ̶

レジャー
（3拠点）

箱根小涌園ユネッサン※1 ̶
箱根小涌園 森の湯※1 ̶
下田海中水族館※1 ̶

FC ：  フランチャイズ方式。所有と経営・運営ともにオーナー企業に帰属し、当社
はブランド使用権の貸与と運営指導

MC ：  マネジメントコントラクト方式。所有と経営はオーナー企業に帰属し、当社
は運営を受託

※1 土地・建物とも当社が所有
※2 建物は当社が所有
※3 土地・建物は会員と当社が共同所有
無印の施設は土地・建物とも当社は所有せず、リース方式などにより経営・運営

そのほか、2021年に京都エリア、御徒町エリア、2022年に東日本橋エリア、浅草
橋エリアにてタビノスブランドの開業を予定しています。

藤田観光グループ営業施設一覧

会員制リゾートホテル（総客室数：460室）

　 施設名 客室数

宿泊施設
（7拠点）

ウィスタリアンライフクラブ ヴェルデの森※3 100
ウィスタリアンライフクラブ 箱根※3 18
ウィスタリアンライフクラブ 熱海※3 54
ウィスタリアンライフクラブ 宇佐美※3 58
ウィスタリアンライフクラブ 野尻湖※3 64
ウィスタリアンライフクラブ プロミネント車山高原※3 90
ウィスタリアンライフクラブ 鳥羽※3 76

その他事業（総客室数：214室）

　 施設名 客室数
宿泊施設
（1拠点）

ISORAS CIKARANG（イソラス チカラン）
※インドネシア サービス・アパートメント 214

レストラン
（6拠点）

東京大学伊藤国際学術研究センター内レストラン（MC） ̶
シビックスカイレストラン椿山荘 ̶
明治大学 紫紺館 フォレスタ椿山荘（MC） ̶
和食 折紙 浅草 ̶
エフエム東京 JET STREAM（MC） ̶
エフエム東京 CORNET（MC） ̶

連結子会社（29社）

会社名 主要な事業の内容
札幌ワシントンホテル（株） WHG事業
浦和ワシントンホテル（株） WHG事業
WHG関西（株） WHG事業
WHG西日本（株） WHG事業
リザベーションサービス（株） WHG事業
WHGホテルタビノス（株） WHG事業
WHG KOREA INC. WHG事業
台湾藤田飯店股份有限公司 WHG事業
伊東リゾートサービス（株） リゾート事業
下田アクアサービス（株） リゾート事業
（株）アウトドアデザインアンドワークス リゾート事業
藤田セレンディピティ（株） リゾート事業
太閤園（株） ラグジュアリー&バンケット事業
藤田リゾート開発（株） ラグジュアリー&バンケット事業
藤田観光工営（株） ラグジュアリー&バンケット事業
（株）ビジュアライフ ラグジュアリー&バンケット事業
（株）Share Clapping ラグジュアリー&バンケット事業
（株）Share Clapping Fukuoka ラグジュアリー&バンケット事業
（株）フェアトン その他
藤田グリーン・サービス（株） その他
藤田（上海）商務咨詢有限公司 その他
PT.FUJITA KANKO INDONESIA その他
ほか7社　

主な子会社・関連会社一覧

持分法適用関連会社（1社）

会社名 主要な事業の内容
東海汽船（株） 海運業

その他の関係会社（1社）

会社名 主要な事業の内容
DOWAホールディングス（株） 非鉄金属業

藤田観光株式会社  32


