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平成24年1月1日〜平成24年12月31日

2013年1月1日誕生
◎ 椿山荘とフォーシーズンズホテル椿山荘東京は、
2013年1月1日より「ホテル椿山荘東京」に名称が変わりました。

世界をもてなす、日本がある。



株主の皆様へ To Our Shareholders

ごあいさつ

瀬川 章代表取締役社長

株 主の 皆 様には、 益々ご 清 祥 のことと
お慶び申し上げます。
平成25年3月26日付で、代表取締役社長
に就任いたしました瀬川章でございます。
設立より半世紀以上にわたる伝統をもつ
藤田観光の社長という重責を担うこととな
り、身の引き締まる思いがしております。
引き続き「中期経営計画」の実現を目指し、
株主の皆様のご期待に応えるべく全力を
尽くしてまいります。

　平成24年度における我が国の経済は、年度末
に一部好転の兆しがみえたものの、総じて先行き
不透明な状況が続きました。観光業界におきまし
ても、デフレの継続、個人消費の低迷、不安定な
国際情勢等による外国人旅行者数の伸び悩みな
ど、当社を取り巻く事業環境は厳しい状況が続き
ました。

　そのような状況のもと、当期は、将来に向けた
投資や顧客ニーズに対応するための施設改装などを
積極的に実施しました。平成25年1月1日、新たに
スタートした「ホテル椿山荘東京」では、庭園を一
望できる「セレニティ・ガーデン」を新設しました。
そして、最新の婚礼情報を発信する「フォーウエデ
ィング ラウンジ」をオープンするなど、営業力強化
に向けた設備投資や広告宣伝を積極的に行いまし
た。また、ワシントンホテルでは、禁煙、レディス
フロアを増設するとともに、観光目的による宿泊需
要の高まりに合わせ、ツインルーム等への改装・増
設工事を実施しました。さらに箱根小涌園ユネッサ
ンの「森の湯」では、ゆったりと温泉を満喫してい
ただけるよう「エステ」や「お休み処」などを新設
しました。
　一方で、当社のこれまで培ってきた「ノウハウ」を
生かし、4月より東京大学本郷キャンパス内「伊藤

平成24年度の取り組みと概況について
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平成25年度の取り組みについて

　平成25年度は、「中期経営計画」に掲げた投資を
進めるとともに、各分野におきまして、さらなる事業
基盤の強化を図ります。3月に箱根小涌園ユネッサン
の屋外ゾーン「湯〜とぴあ」をリニューアルしました。
また、太閤園では9月にプライベートな空間をお過ご
しいただける邸宅風宴会場「桜

おうえん
苑」をオープンします。

ワシントンホテルでは、ビジネス・レジャー双方の需
要が見込まれる広島（10月）、仙台（12月）へ出店し
ます。そして、4月よりホテル椿山荘東京にて、新し
いフラワーアレンジメントのテイストを取り入れた

「The House of Camellia Hills Flower School」
を開講します。また、海外4拠点目となるシンガポー
ル駐在員事務所を2月に開設いたしました。
　一方、各施設で使用している営業系システムの更
新を予定しており、業務の効率化・合理化も併せて
進めてまいります。
　以上の施策をスピーディーに実施することにより、
昨年度からスタートした「中期経営計画」で掲げた

「サービス立社」の実現を目指してまいります。

「ＹＥＳから始まるサービス」「美味しいから始まる
料理」「快適から始まる施設」を実現すべく、全社
一丸となって努力を重ねてまいります。株主の皆様
におかれましても、今後ともより一層のご支援とご
鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

国際学術研究センター」のレストラン・会議場・ホー
ル運営を開始しました。さらに7月に株式会社エフ
エム東京のレストラン、11月に東京エレクトロン株
式会社の保養所など運営受託事業の拡大も進めて
まいりました。
　また、海外事業の基盤強化へ向け、韓国のソウ
ル、台湾の台北にそれぞれ駐在員事務所を開設し
たほか、中国の上海駐在員事務所を現地法人化し、
海外顧客の取り込みと海外事業の展開を視野に活
動を開始しています。

　以上のような取組を行った結果、平成24年度の
売上高は、前期比31億円増収の604億円となりま
した。営業費用は、ホテル椿山荘東京やワシントン
ホテルの開業準備など将来に向けた投資等を積極
的に行ったこと、また、前期に実施した東日本大震
災発生に伴う緊急コスト削減策を解除したことか
ら、一時的な費用が増加しました。
　一方で、人員配置の見直しや省エネ機器導入によ
るエネルギー使用量を削減するなど、営業費用の
増加を最小限に留めました。結果として、営業利益
は前期比４億円減益の８億円、経常利益は前期比
４億円減益の６億円となりましたが、当期純利益
は、前期比で３９億円改善し、３億円を計上するこ
とができました。これは、前期に計上した特別損失
が大幅に改善したことが主因であります。
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山縣有朋公が、当地（つばきやま）を購入

自然を生かした林泉廻遊式庭園と本邸を建築し「椿山荘」と名付ける

藤田平太郎男爵へ譲渡。邸宅を建設、随所に文化財を配す

空襲で発生した火災により一部を除き焼失

藤田観光へ譲渡。初代社長小川栄一のもと復旧を開始

レストラン「椿山荘」開業

結婚式場や宴会場を備えた本館が完成。本格的に営業を開始

新館（現プラザ棟）完成

料亭「錦水」開業

「フォーシーズンズホテル椿山荘 東京」開業

「椿山荘」「フォーシーズンズホテル椿山荘 東京」から「ホテル椿山荘東京」へ

1877
1878
1918
1945
1948
1952
1953
1983
1987
1992
2013

特集

ミシュランガイド東京・横浜・湘南2013にて
最高位のファイブレッドパビリオンを獲得
お客様から更なる高い評価を
いただけるようサービス品質の
向上に励みます。

ホテル椿山荘東京誕生までの足跡

2013年1月1日より、椿山荘とフォーシーズンズホテル椿山荘 東京はホテル椿山荘東京に生まれ変わりました。
都心にありながら四季の移ろいが感じられる庭園、歴史的建造物や史跡は他にはない当ホテルの財産です。

料理やサービス、施設、イベントに磨きをかけ、さらなる「上質な時間」をご提供いたします。

ホテル椿山荘東京 開業！
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ビューバスルーム
庭園を眺めながら、ゆったりとご入浴いただける客室「ビューバ
ススイート」「ビューバススーペリア」を新設いたしました。「ホテ
ル椿山荘東京」ならではの贅沢な時間をお過ごしください。

フォーウエディング ラウンジ
「フォーウエディング ラウンジ」は
2010年よりインターネット上で運営
している、結婚準備応援サイト「for 
wedding」を現実化したもので、ブ
ライダルコンシェルジュによる無料相
談をはじめ、結婚に関するあらゆる
情報をご提供します。予約なしで、
どなた様でもお気軽にご利用いただ
けます。

カフェ フォレスタ
「カフェ フォレスタ」では、ご注
文を受けてからフルーツをカッ
トし、お作りする旬のフルーツ
タルトや自然・健康にこだわっ
た15種類の紅茶をご用意してお
ります。

セレニティ・ガーデン
新設した空中庭園「セレニティ・ガーデン」では約1,500㎡のオープンエ
アーを活かしたウエディングセレモニーなど、今後、様々な演出をご提
案してまいります。

日本伝統文化の発信
庭園内の登録有形文化財を生
かした「茶道」や「苔玉づくり」
など、日本文化を体験していた
だけるアクティビティを充実さ
せ、日本のおもてなしの心を世
界に発信してまいります。

住 所
客 室 数
レストラン
そ の 他

http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/

東京都文京区関口2-10-8
260室
12店舗
SPA施設、各種ショップなど

ホテル椿山荘東京施設概要

電話番号
挙 式 場
宴 会 場

03-3943-1111（代表）
5会場（チャペル3、神殿2）
36会場
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2012年 TOPICS
ホテル椿山荘東京開業へ！ 
将来に向けての先行投資

運営受託先を拡大！ 
当社のサービス・料理を幅広くご提供します！

中期経営計画（2012年～2014年）について

2013年1月の開業に備え、ホテルの庭園を一望できる「セレニティ・ガー
デン」や婚礼に関する様々な最新情報を発信する「フォーウエディング ラ
ウンジ」を新設するなど将来的な競争力強化のための設備投資や広告宣
伝を積極的に行ってまいりました。

4月には、東京大学内「伊藤国際学術研究センター」のレストラン・
会議場・ホール、7月には株式会社エフエム東京が保有するレストラ
ン2店舗、11月には東京エレクトロン株式会社の保養所の運営を開
始いたしました。

箱根小涌園ユネッサンの「森の湯」では、10月に「エステ」や「お休み処」を
新設するなど快適にお過ごしいただけるようリニューアルをいたしました。

「サービス立社」の実現に向けて
１.事業構造の強化　２.お客様のニーズを捉え、それに応える技術・技能の強化を柱とし、「サービス立社」＝「お客様1人ひとり
が期待し、望まれる一段上のサービスを提供するために、高いサービス力と魅力ある施設を確保し、維持し、徹底した効率化に
より生産性の向上を基盤に、改革、成長し続ける企業」の実現に向け、2012年から3ヶ年の中期経営計画を推進しております。

お客様のニーズと事業の特性別に事業グループ
を区分し、それにあわせて顧客に近い現場へ
権限を委譲することで、施策実行のスピード
アップと的確な事業所運営を図ってまいります。

お客様に近い現場が主導となり、施策実行のスピードアップを図ります 事業グループ

小涌園
事業グループ

ワシントンホテル
事業グループ

椿山荘・太閤園
事業グループ

ノウハウ
事業グループ

国際
事業グループ

東京大学本郷キャンパスの
伊藤国際学術研究センター

箱根小涌園「森の湯」をリニューアル！
温泉で癒し、くつろぎのひとときを

ソウル、台北に駐在員事務所を開設！
海外ネットワークをさらに加速

2010年の中国の上海駐在員事務所開設に続き、8月には韓国のソウル、
12月には台湾の台北に駐在員事務所を開設いたしました。

エフエム東京の会員制レストラン
「ジェットストリーム」
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2013年TOPICS

9月に太閤園に新たなおもてなしの空間「桜
おうえん

苑」が誕生いたします。
木の温もりを感じる大空間チャペルとナチュラルモダンな2つの宴会
場が完成いたします。

太閤園に邸宅風宴会場「桜
おうえん

苑」がオープン！

シンガポールに駐在員事務所を開設！
2月にシンガポールに海外4拠点目となる駐在員事務所を開設いたしま
した。海外拠点のネットワークの充実により、アジア諸国から増加す
る訪日外国人に対し、当社施設の認知度の向上と現地での事業展開
を視野に活動しております。

箱根小涌園「湯～とぴあ」をリニューアル！
3月に箱根小涌園ユネッサンの

「湯〜とぴあ」をリニューアルい
たしました。幸運をもたらすと言
われるバラ輝石を使用した「縁む
すび風呂」や、箱根神社のご分
霊を祀った「箱根温泉神社」を
建立するなど、新たな箱根のパ
ワースポットを目指します。

「The House of Camellia Hills Flower School」開校！

お問い合わせ
スクール事務局：03-6690-8888

4月にホテル椿山荘東京内に、
庭園を臨むプライベート空間で
学ぶフラワースクールを開校い
たします。経験豊かな講師陣に
よる卓越したセンスときめ細や
かな指導で、森や花と過ごす極
上のひと時をお届けします。

次世代型ワシントンホテルが広島・仙台にオープン！

10月に広島、12月に仙台にワシントンホテルがオープンいたします。シ
ングルルームでも18㎡を確保、ゆとりと快適性を重視した客室に加え、
今回新たな試みとして地域の誇る文化や風情などを客室でもお楽しみ
いただけるよう広島ワシントンホテルでは「ひろしまルーム」、仙台ワシ

ントンホテルでは「みやぎルーム」を設けます。
また両ホテルとも最新鋭の「対面型セルフチェッ
クイン機」を導入いたします。「藤田グループメ
ンバーズカードWAON」をお持ちのお客様は
電子サインのみでチェック・インいただけます。

広島ワシントンホテル完成イメージ 仙台ワシントンホテル完成イメージ
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連結財務諸表 Consolidated Financial Statements

当第３四半期連結累計期間より、セグメント区分を変更しております。
調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

連結貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円）

科　目 当 期
平成24年 1月 1日〜
平成24年12月31日

前期比
増減

売上高 60,498 3,127
営業費用 59,620 3,568
営業利益 877 △ 440
営業外収益 639 54
営業外費用 887 25
経常利益 630 △ 411
特別利益 516 273
特別損失 564 △ 4,327
税金等調整前当期純利益 583 4,189
税金費用 187 87
少数株主損益調整前当期純利益 395 4,102
少数株主利益 27 189
当期純利益 368 3,913

科　目 当 期
平成24年12月31日現在

前期末比
増減

資産の部
流動資産 10,672 △ 1,604
固定資産 86,354 2,712

有形固定資産 58,933 △ 120
無形固定資産 741 101
投資その他の資産 26,679 2,731

資産合計 97,027 1,108
負債の部

流動負債 21,717 516
固定負債 53,950 △ 512
負債合計 75,668 3

純資産の部
資本金 12,081 ─
剰余金その他 10,286 △ 111
自己株式 △ 912 △ 1
株主資本合計 21,455 △ 112
その他の包括利益累計額 △ 262 1,198
少数株主持分 165 18
純資産合計 21,358 1,104
負債・純資産合計 97,027 1,108

連結損益計算書

科　目 当 期
平成24年 1月 1日〜
平成24年12月31日

前期比
増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,886 727
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,407 607
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,371 △ 1,923
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 2
現金及び現金同等物の減少額 △ 1,889 △ 585
現金及び現金同等物の期首残高 6,961 △ 1,303
現金及び現金同等物の期末残高 5,071 △ 1,889
フリー・キャッシュ・フロー △ 521 1,335

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

その他の財務情報、決算短信などはホームページに掲載しております。
http://www.fujita-kanko.co.jp/ir/

事業別の概況
売上高

椿山荘・太閤園事業 258.6億円 2.5億円

営業利益

ワシントンホテル事業 241.0億円 4.1億円

小涌園事業 72.3億円 2.3億円

ノウハウ事業 74.0億円 2.9億円

その他（調整額含む） △41.1億円 △3.1億円

事業別売上高
構成比

椿山荘・太閤園事業
40%

ノウハウ事業
12%

小涌園事業
11%

ワシントンホテル事業
37%
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会社概要／株式の状況 Company Profile & Situation of the Stocks

■ 個人・その他

■ 証券会社
■ その他国内法人
■ 外国法人等

11,107名
■ 金融機関 38名

20名
308名
69名

■ 自己名義株式 1名

0.33%
2.67%0.17%

0.60%
0.01%

■ 自己名義株式

■ 個人・その他

■ 証券会社
■ その他国内法人
■ 外国法人等

15,523,303株
■ 金融機関 30,475,195株

116,260株
52,347,437株
21,457,448株
2,154,600株

96.22%

0.10%
42.88%

12.72%

1.76%

17.58%

24.96%

所有者別
株主数

所有者別
株式数
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■ 個人・その他

■ 証券会社
■ その他国内法人
■ 外国法人等

15,523,303株
■ 金融機関 30,475,195株
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所有者別
株主数

所有者別
株式数

株式の状況（平成24年12月31日現在）

大株主

発行可能株式総数 440,000,000株
発行済株式の総数 122,074,243株
株　主　数 11,543名

株主名 当社への出資状況
所有株式数 議決権比率

ＤＯＷＡホールディングス株式会社 38,143千株 31.80%
シージーエムエル－アイピービーカスタマー
コラテラルアカウント 17,346 14.46
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4,883 4.07
株式会社みずほコーポレート銀行 4,611 3.84
常和ホールディングス株式会社 3,521 2.93
明治安田生命保険相互会社 3,008 2.50
日本生命保険相互会社 2,729 2.27
三井住友信託銀行株式会社 2,428 2.02
清水建設株式会社 1,842 1.53
アサヒビール株式会社 1,811 1.51
※自己株式  2,154千株　議決権総個数  119,444個 ※小数点第3位以下は切り捨てて表記

会社の概要（平成24年12月31日現在）

設 立 年 月 日 昭和30年11月7日
（登記上は昭和21年6月12日）

資 本 金 12,081,592,677円

本 社 所 在 地
〒112-8664　東京都文京区関口2-10-8

（03）5981-7700
ホームページアドレス http://www.fujita-kanko.co.jp/

おもな営業種目 ホテル・旅館業、飲食店業他

従 業 員 数 1,171名（男959名、女212名）

取締役および監査役（平成25年3月26日現在）

執行役員（平成25年3月26日現在）

執行役員社長 瀬　川　　　章（前出）

執行役員副社長 佐々木　　　明（前出）

常務執行役員 菊　永　福　芳（前出）

常務執行役員 山　田　健　昭（前出）

常務執行役員 八丁地　園　子
執 行 役 員 浦　嶋　幸　一（前出）

執 行 役 員 都　築　輝　己（前出）

執 行 役 員 北　原　　　昭（前出）

執 行 役 員 牧　野　龍　裕

代表取締役社長 瀬　川　　　章（新任）

代表取締役副社長 佐々木　　　明
常 務 取 締 役 菊　永　福　芳
常 務 取 締 役 山　田　健　昭
取 締 役 浦　嶋　幸　一
取 締 役 都　築　輝　己（新任）

取 締 役 北　原　　　昭（新任）

社 外 取 締 役 残　間　里江子

執 行 役 員 藁　科　卓　也

執 行 役 員 富　田　秋　雄
執 行 役 員 山　石　靖　男
執 行 役 員 木　村　修　二
執 行 役 員 山　足　　　徹
執 行 役 員 加　賀　和　広
執 行 役 員 村　田　茂　樹
執 行 役 員 中　村　雅　俊

常 勤 監 査 役 濵　松　　　修
常 勤 監 査 役 山　口　正　三

社 外 監 査 役 佐　藤　金　義
社 外 監 査 役 吉　井　　　出
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藤田観光グループ施設一覧 Business Lineup

首都圏

東北

宿泊施設
藤田観光ワシントンホテル旭川 （0166）23−7111（北海道）
帯広ワシントンホテル （0155）23−5111（北海道）
ホテルグレイスリー札幌 （011）251−3211（北海道）

宿泊施設
浦和ワシントンホテル （048）825−4001（埼玉県） 
ホテル椿山荘東京（※2） （03）3943−1111（東京都）
秋葉原ワシントンホテル （03）3255−3311（東京都）
新宿ワシントンホテル本館・新館 （03）3343−3111（東京都） 
ホテルグレイスリー田町 （03）6699−1000（東京都） 
ホテルグレイスリー銀座 （03）6686−1000（東京都）
ホテルアジュール竹芝 （03）3437−2011（東京都） 
東京ベイ有明ワシントンホテル （03）5564−0111（東京都）
立川ワシントンホテル （042）548−4111（東京都）
千葉ワシントンホテル （043）222−4511（千葉県） 
横浜桜木町ワシントンホテル （045）683−3111（神奈川県） 
横浜伊勢佐木町ワシントンホテル （045）243−7111（神奈川県）

婚礼・宴会・レストラン施設
ホテル椿山荘東京（※2） （03）3943−1111（東京都）
シビックスカイレストラン椿山荘 （03）5800−5500（東京都）
東京大学伊藤国際学術研究センター内レストラン （03）3812−2766（東京都）
紫紺館 椿山荘 （03）3296−4739（東京都） 
CONVIVION （03）5771−4122（東京都） 
CORNET （03）3288−8731（東京都） 

ゴルフ場
カメリアヒルズカントリークラブ （0438）75−4111（千葉県） 

宿泊施設
青森ワシントンホテル （017）775−7111（青森県）
八戸第１ワシントンホテル （0178）46−3111（青森県）
八戸第2ワシントンホテル （0178）46−3111（青森県）
十和田ホテル（※1） （0176）75−1122（秋田県）
山形七日町ワシントンホテル （023）625−1111（山形県）
山形駅西口ワシントンホテル （023）647−1111（山形県）
鶴岡ワシントンホテル （0235）25−0111（山形県）
郡山ワシントンホテル （024）923−1311（福島県）
いわきワシントンホテル （0246）35−3000（福島県）
会津若松ワシントンホテル （0242）22−6111（福島県）

婚礼・宴会・レストラン施設
レストラン　あかしあ亭 （0186）29−4247（秋田県）

私たち藤田観光グループは日本全国、
様 な々場所で、心に残るサービスをご提供し、
お客さまに新しい出会いや感動をお届けします。

北海道

ホテル椿山荘東京の庭園では、例年5月下旬から7月上旬までほたるの飛翔がご覧いただけます。
その見頃に合わせ今年も「ほたるの夕べディナービュッフェ」を開催します。
庭園に光輝く、ほたるの舞と共に、お食事をお楽しみください。

下記施設においても「ほたる鑑賞」をお楽しみいただける期間限定の特別プランをご用意しております。

Hotaru

予 告

神奈川・箱根

華やかに光る、幻想的なほたるの舞い

庭園のせせらぎで自生するほたるは、毎年幻想的な光
を放ちます。ご夕食は、和食処紅葉にて季節の和会席

「ほたる」をご用意。初夏の訪れをご堪能ください。

ほたるの夕べご宿泊プラン

箱根ホテル小涌園
美しいほたるの光と温泉を堪能

伊東で毎年開催される「ほたる観賞会」の会場までの
ご送迎付プラン。ほたるの美しい舞と、伊東随一の泉質
を誇る温泉で、優雅なひとときをお過ごしください。

静岡・伊東 伊東小涌園

ほたる鑑賞ご宿泊プラン［ 6/1（土）〜6/8（土） ］

ほたるの夕べ ディナービュッフェ［ 5/18（土）〜7/15（月） ］

初夏の味覚と、ほたるの幻想的な世界

癒しをテーマに、庭園でのほたる鑑賞、初夏を彩るお料
理、懐かしの縁日をお楽しみいただけるイベントです。

ほたる物語

太閤園 

［ 5/18（土）〜6/30（日） ］

※ プランの詳細につきましては、各施設までお問い合わせください。

大阪

ホテル椿山荘東京

6/10（月）〜7/19（金）
除外日：7/13・14

東京

9 FUJITA KANKO INC.



甲信越・北陸

伊豆・箱根・東海 近畿

九州・沖縄

宿泊施設
箱根ホテル小涌園 （0460）82−4111（神奈川県） 
箱根小涌園ユネッサン イン （0460）82−4141（神奈川県）
Ｂ＆Ｂパンシオン箱根 （0460）87−7800（神奈川県）
ウィスタリアンライフクラブ ヴェルデの森（0460）82−2266（神奈川県） 
ウィスタリアンライフクラブ箱根 （0460）82−4453（神奈川県）
湯河原温泉ちとせ（※3） （0465）63−0121（神奈川県）  
伊東小涌園 （0557）37−4131（静岡県）
ウィスタリアンライフクラブ熱海 （0557）82−2053（静岡県） 
ウィスタリアンライフクラブ宇佐美 （0557）47−2661（静岡県）

婚礼・宴会・レストラン施設
箱根茶寮 椿山荘 （0460）82−8050（神奈川県）

レジャー施設
箱根小涌園ユネッサン・森の湯 （0460）82−4126（神奈川県）
下田海中水族館 （0558）22−3567（静岡県）

宿泊施設
京都国際ホテル （075）222−1111（京都府）
宝塚ワシントンホテル （0797）87−1771（兵庫県）
関西エアポートワシントンホテル （072）461−2222（大阪府）
ホテルフジタ奈良 （0742）23−8111（奈良県）
ホテル鳥羽小涌園 （0599）25−3251（三重県）
ウィスタリアンライフクラブ鳥羽 （0599）26−4821（三重県）

婚礼・宴会・レストラン施設
太閤園 （06）6356−1110（大阪府）

宿泊施設
キャナルシティ・福岡ワシントンホテル（092）282−8800（福岡県）
長崎ワシントンホテル （095）828−1211（長崎県）
佐世保ワシントンホテル （0956）32−8011（長崎県）

宿泊施設
燕三条ワシントンホテル （0256）66−1111（新潟県）
ウィスタリアンライフクラブ野尻湖 （026）255−5091（長野県）
ウィスタリアンライフクラブプロミネント車山高原（0266）68−3770（長野県）
ホテルフジタ福井 （0776）27−8811（福井県）
ホテルやまなみ （055）262−5522（山梨県）

ゴルフ場
能登カントリークラブ （0767）28−3155（石川県）

※2 椿山荘およびフォーシーズンズホテル椿山荘 東京は
　　平成25年1月1日よりホテル椿山荘東京となりました。
※3 神奈川県市町村職員共済組合員様のご予約が優先となります。

※1 平成25年度営業期間 4月下旬〜11月中旬
　　（ 冬期営業等についてはお問い合わせください。 ）

当社の4ホテルが「ミシュランガイド」に快適なホテルとして選ばれました

100年以上の歴史を誇り世
界中で発行されているミシュ
ランガイドに快適なホテル
として「ホテル椿山荘東京」

「ホテルグレイスリー田町」
「ホテルグレイスリー札幌」
「ホテルフジタ奈良」が選ば
れました。お客様のご利用、
心よりお待ち申し上げてお
ります。

ホテル椿山荘東京 ホテルグレイスリー田町 ホテルグレイスリー札幌 ホテルフジタ奈良

   ＝株主優待券がご利用いただける施設
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この報告書は、FSC®認証紙と、
環境に優しい植物油インキを
使用して印刷しています。

〒112-8664　東京都文京区関口2-10-8
電話  （03）5981-7700
HPアドレス　http://www.fujita-kanko.co.jp/

事 業 年 度 1月1日から12月31日まで
定 時 株 主 総 会 3月下旬

基 準 日 12月31日
その他必要があるときは取締役会の決議により
あらかじめ公示して設定

株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主さまは、特別口座の
口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株主メモ
郵 送 物 送 付 先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120–782–031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

公 告 方 法 電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載します。

藤田観光ポイントを
利用券に交換！！

利用金額
100円につき

藤田観光ポイント

藤田観光グループ
共通利用券

WAONポイント

4ポイント

2,000
藤田観光ポイント

500
藤田観光ポイント

3,000円分

500

藤田観光グループで貯まる！！使える！！

藤田観光グループ・メンバーズカードWAON

WAON（電子マネー）は、藤田観光グループのホ
テルやレストランはもちろん全国のWAON加盟店
でご利用できます。

WAON(電子マネー）でお支払いいただくと
200円につき1WAONポイントが貯まります。

藤田観光ポイントが
貯まる！！ 全国で使える！

WAONでのお支払いで
さらにお得！！

藤田観光ポイントを
WAONポイントに交換！！

藤田観光ポイントは、グループ施設の宿泊券やお食
事券・藤田観光グループ共通利用券に交換できます。

藤田観光ポイントは、500ポイントから500WAONポイントに交換できます。
※WAONポイントはWAON（電子マネー）に交換できます。

1.5倍

1 4

5

2

3

POINT POINT

POINT

POINT

POINT

http://www.fujita-kanko.co.jp/fcard/http://www.fujita-kanko.co.jp/fcard/

藤田観光グループ・メンバースカードセンター

9：00〜21：00  月曜日〜土曜日
（日曜・祝日・年末年始を除く）

0120-636-353

お問い合わせ

詳細は当社ホームページでご確認ください。

営業
時間

平成25年5月31日（金）まで
新規入会キャンペーン実施中！

上記キャンペーン期間内に藤田観
光グループ・メンバーズカード
WAONにご入会いただくと、通
常300円のカード発行手数料が

無料になります！


