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Jisco Group
40th Anniversary

ごあいさつ

代表取締役

　この40年、初めての土地諫早で、右も左も分からないまま、「誠実・努力」だ

けを頼りに不動産の道に踏み出し、ひたすら走り続けて、今日、40周年の節目

を迎えることができましたことは、万感胸に迫るものがございます。

　振り返れば、多くの素晴らしい人々に恵まれて、ときどきにタイムリーなご支

援をいただいて、今日まで来れたことに思い至り、あらためて深い感謝の念を

覚えずにはいられません。

　これからはまた、今まで以上に多難で不透明な時代が来ることと思います

が、しっかりと未来を見すえ、冷静な判断と「人生意気に感ず」の気概と「奇

跡はある」の希望を持って、創立50年に向かって着実に歩を進めて参りたい

と決意を新たにしているところでございます。

　なお、企業活動の傍ら、社会活動にも思いを至し、とりわけ未来を担う子ど

もたちへ、ささやかでも支援の手を差し伸べられればと密かに夢をふくらませ

ているところでもございます。
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「子供たちの
育成・支援事業」に脱帽

　ジスコ不動産株式会社　創立40年に心からお祝い申し上げます。

　顧みれば私は当時、諫早中核工業団地に進出してきたアメリカ半導体企業「フェアチャイルド社」の工

場立ち上げに参加して、社員の募集、採用、教育の担当となりました。工場用地では私を含め、工場長、

建設担当、技術担当の4名でのスタート。そして諫早市役所の近くに仮事務所を設け準備に取り掛かっ

たのでした。工場を作るのには不動産関係の業者が必須とのことで、ジスコ不動産の徳永社長とのご縁

を頂きました。当時のジスコ不動産はこれもまだスタートしたばかりで、一室には社長夫妻と弟さんそして

今なおご健在の鉄屋さんの4名でした。当時のフェアチャイルド社は世界に約15万人を抱える大企業、長

崎県はもとより諫早市も大歓迎、我々は早速その対応に追われました。工業団地もまだ開かれたばかり

で進出企業も数社でした。そしてその5年後フェアチャイルド社はソニーに工場を譲り我々はソニー長崎

の社員となりました。

　我々はその後のソニーの工場の建設に合わせ社員の採用に伴う社員住宅の確保。独身寮の建設・

駐車場の整備に奔走しましたが、その際全面的にご協力を頂いたのが徳永社長でありました。

　そして40年に至る今日、ジスコさんの展開は、賃貸マンション、アパート、住宅などの自社所有物件の拡

大に加え、ホテル部門の新規建設、誘致、拡大で多大の業績を挙げていらっしゃる。そして昨今は社員

数も約130名に増え、新たに社会貢献事業として「子供たちの食堂開設」など、子供支援事業にも着手

されている事実はまさに驚きであり脱帽であります。

　特に、ジスコさんの経営姿勢の一つは「現場主義の徹底」であります。私は先述の通り外資系の企業

で働き、アメリカ、インドなどの海外事業所にも何度も行きましたが、そこで気付いたことの一つは、アメリカ

人のエリート達は其々皆個室を持って、現場に出ない傾向がある。個室の大きさが、ステータスを象徴する

から皆どうしても大きな部屋に入りたがる。本来なら各部門のトップたるものはいつも問題意識を持って現

場の第一線を歩き回り、部下の話に耳を傾け、現場の生の情報に接し、問題点をよく把握、分析し、適切な

指示を出さねばならない筈。更にもう一つは部下との「和の心」である。即ちトップと部下の心のつながりを

重視する経営姿勢だと思います。つまり仕事を通じて広い世界を経験させる機会を作ることでしょう。

その一つが「社員旅行」。平成19年10月ジスコ不動産では社員を二組に分けて社員旅行をしました。行

く先は、韓国の「済州島」2泊3日の旅でした。

元フェアチャイルド（株） 総務部長
前ソニー長崎（株） 取締役 総務部長

臼井 寛

　社員達に広い世界、異国の歴史、文化を経験させる、という社長の配慮から実現した海外旅行でし

た。行く先は、韓国の南端の島「済州島」。私も当時はソニーを定年退職して、ジスコさんの社員教育の

担当でしたので喜んで参加させて頂きました。済州島は長崎県の西北、韓国の南端に位置する観光名

所で広さは香川県と同じ位。全人口も当時は約54万8000人、基幹産業としては一次が農業、畜産、水産

業と第三次産業の観光であります。島は高速道路に囲まれ、約5時間位で一周できる。（行程、内容は省

略）、特に印象に残ったのは、標高350メートルの巨大な岩山の三彦山と洞窟内にある長寿水で有名な

山房窟寺や観徳亭の両側に立つ「トルハルパン」（石のおじいさん）など（写真ご参照）。

　人間は大人でも子供でも、見たい、知りたいという“好奇心”の権化の筈、特に海外に行くとなれば顔色

が変わる。“好奇心”が人間の高い探求心を促進し、果ては科学・文明の発展に繋がる。一行は3日間“済

州島”の旅を通じ心を寄せ合って胸襟を開き、大いに笑い、語り合う機会を得たのですが、この背景には

将に社員同士の「和の心」の育成、視野の拡大、結束力を固める、という社長の確たる信念があったの

では、という感慨を得たものでした。

　ジスコ不動産が今後とも不動産関連部門の発展はもとより、子供たちの健全育成など社会貢献に向

かって更に発展される事を心から祈念したいと思います。

Jisco Group
40th Anniversary

祝  辞

済州観光記念。「トルハルパン」（石のおじいさん）と。
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ジスコ不動産
創立40周年記念祝辞

　この度ジスコ不動産株式会社様の創立40周年誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

　不動産事業の中で諫早南地区区画整理事業の中心的な事業展開や諫早駅前にてのステーションホ

テル事業への進出による諫早駅前地区の活性化に大きく貢献されており、又多くの開発事業に取り組み

本当にめざましいほどの活躍ぶりに日頃より敬意を表しているところです。

　私は長崎県森林組合連合会の者として貝津のインターチェンジにある県林業会館の立地に当って大

変ご協力を賜り、現在6団体100名以上の県林業界の中心としての施設事業に寄与いただいており感謝

しております。

　徳永社長は熊本出身とのことでありますが、わが諫早市においてジスコ不動産グループの事業への活

発な展開は県央の第三都市としての発展に大きく寄与されております。中でも多良見町の喜々津駅うら

開発は誰も手がつけられない物件であった広大な土地に1000人余の人口集積等でまちづくりに大きな事

業展開はさすがジスコ不動産！！と敬意を表するところです。

　徳永社長の持ち前の『するどい』感覚とアイデアで県内外へのホテル事業等の展開はわが諫早市の

企業の躍進への手本となることであり、今後のジスコ不動産グループの飛躍を期待する者です。

　徳永社長はボランティア活動でも精力的な取り組みでは『子ども食堂』等でも県内各地で活発に進めら

れて社会福祉活動にも率先して取り組み又市民に親しみのある事業へ参画し、地域の文化事業の一つ

であるカラオケ大会等音楽を通じて地元へも大きく貢献されており、自ら作詞作曲そしてギターをもって歌

い、親しみやすい人柄で人気者の社長であります。私もそんな徳永社長を尊敬している一人です。今後

の活躍と50周年、100周年に向けて前進に前進を重ねてほしいと期待しております。

　諫早市も新幹線の来年秋の開業、大型産業団地の完成、大型企業の増設と雇用が続き又、待望の大

型商業施設の進出等で100年の大計と言われる変化のときで諫早市の発展が目前であります。徳永社長

の卓越した指導力と地元の企業の結束で夢と希望のある諫早市をめざしましょう。

　最後にジスコ不動産㈱並びに徳永社長様はじめ関係皆様のご活躍とご健勝を心より祈念し祝辞とい

たします。

長崎県県議会議員
 八江 利春

Jisco Group
40th Anniversary

祝  辞

ジスコ不動産
創立４０周年に際して

　創立４０周年を迎えられましたこと、心よりお祝い申し上げます。

　この節目にあたり、僭越ながら一筆寄稿させていただき、お礼申し上げます。

　創立以来、多くの困難を乗り越えられ今日のご隆盛を成し遂げられたのは、ひとえに徳永社長様はじ

め、全社員の方々の素晴らしいご努力によるものだと存じております。

　近来、産業構造の転換、さらに少子高齢化、人口減などの社会問題が取り沙汰されています。加えて、

新型コロナウイルスの全国的な拡大感染等、不透明な時代となっております。このような状況下における

中、貴社の安定した業績及びご発展には、深く敬意を表す次第です。

　不動産業界においても変化のスピードが速い中で、その変化に対応されながら、県内から県外へも

次 と々新しいプロジェクトにチャレンジされ業績を向上させてこられた徳永社長の手腕には目を見張るば

かりです。

　創立40周年の記念事業の一つとして、長崎新聞に連載されている『奇跡はある』も敬服しながら学ば

せて頂いております。

　これからも、４０年の実績と経験を活かし業界の発展・活性化のために、さらに力を尽くし貢献されます

ことと確信しております。

　そして、次の５０年さらに１００周年に向けて、『ジスコ不動産』が躍進されますことを、心より祈念いたし

ております。

　最後に、今後、ますますのご隆盛とご繁栄を祈念いたしまして、創立４０周年のお祝いの言葉とさせてい

ただきます。おめでとうございます。

公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会
副会長
諫早支部長
有限会社ニチエイ地所　代表取締役
敷島 知章
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長崎県県議会議員
 八江 利春
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あれから24年

　「ジスコ不動産」この怪奇小説の主人公みたいな名前の会社とつき合い始めたのは、平成８年、当時の

社員からワンルームアパートの建設を持ち掛けられた事に端を発します。当時の従業員は十名弱で事務

所は上野町「平仙寺」の門前でした。事業はその頃から、マンション分譲、ホテル事業への進出等拡大途

上でした。記憶あいまいな所がありますが多分平成15年だったでしょうか「ジスコ不動産社債」の募集に

ついて説明会の案内通知が届きました。こんな小規模の不動産会社で社債発行？半信半疑で説明会に

出席しました。社長の説明は特に気負うでもなく熱弁をふるうでもなく淡 と々したものでしたが、私は社長の

熱意と誠実さに賭けてみるかとの思いで、帰りに一口申し込んだら後日正式書面で第一号の刻印でした。

その後ファンド、ホテル債へと伸張したのはご承知のとおりです。お陰様でアパートオーナーとしてのつき合

いも継続中です。扨て失礼ながら徳永社長の人物評をしてみます。私は社長を幕末の侍、新選組局長、

近藤勇に連想します。「近藤勇は鬼より恐いニッコリ笑って人を斬る」などと強面ての代表みたいに言われ

ますが、そうではなくカリスマ性とリーダー性を併せ持ち冷静沈着な組織の代表者として評価されます。徳

永社長も会社の代表として相手に向き合う時は難問であっても剽 と々見せながら安易に妥協せず掛け引

き値踏みもなし相手を平等に扱いながら厳しさを感じる姿勢は近藤勇だなと標榜している次第です（ゴメ

ンなさい）。社風としてはスマートな会社と思います。かつて訪問すると飲料メニューを示された時期があり

ました。それ自体は特別な事ではないにしても、ユニークだなと感心していました。多分平成10年の頃で

しょうか。忘年会の案内をもらいました。参加費三千円也で割り勘とはならないにしてもちょっと面白い気分

で参加しました。余興も結構芸達者の方がおられ、私もたまに出演させていただきながら毎年参加してい

ます。参加者の増加もあり年中行事として盛会裏に催され喜ばしい限りです。私は、社長と同年令で「ボ

チボチ人生を畳もうか」と思いながら社長の業務姿勢に触れて何となく積極思考へと変化してしまう自分

が居ます。

　終りになりますが当分ジスコグループの事業拡大は続くでしょうが社内体制の充実を願いながら散文

雑文となりましたが創立40周年記念誌に寄稿出来た事を至上のよろこびと致します。

森山町
松尾 邦章

Jisco Group
40th Anniversary

祝  辞

未来へ“思い”をつなぐ
お手伝い

　ジスコグループ創立40周年誠におめでとうございます。
　私はジスコグループ様の税務代理をさせて頂いております税理士の園田と申します。
　ジスコグループ様と初めての出会いは35年前、私が小学校3年生の時になります。ご長男の哲生さんと
私は同級生で仲良くさせて頂きました。当時の友達の中で家にパソコンがあったのが私と哲生さんだけ
で、おそらくカンフーもののお互いに戦うようなパソコンのゲームで遊んだ記憶があります。まだその当時は
ファミリーコンピュータが出る前でパソコンを保有している家庭はほぼ皆無でしたので、当時から最先端の
技術へ投資をなさってこられていたのだと思います。
　私は東京へ進学し資格を取得して諫早に戻り税理士事務所を開業いたしました。その後、パルファンの
取得を検討されていた時だったと思うのですが、社長と哲生さんに弊所に初めて相談に来て頂きました。
そこから少しずつ相談をして頂くようになりまして顧問をさせて頂くようになりました。哲生さんはホールディ
ングス化が落ち着いてから雑貨店の起業をされ、経営者として日々 成長されており私もサポートさせて頂
いております。
　徳永社長は仕事柄様々な情報が入ってくると思うのですが、その入ってきた膨大な情報を客観的、論
理的に整理されながら“ここぞ”という時には思い切った投資や経営判断をなさるので、グループが大きく
成長されておられるのだと思います。会社が40年成長し続ける事はとても素晴らしいことです。今後とも社
長の経営力でグループの事業は成長されていかれると思うのですが、現状のジスコグループ様にとって
私が必要だと感じているのは事業承継です。今後とも成長しつづけて行くためには次のバトンを受け取る
後継者が必要となります。
　私は３年ほど前から社長と哲生さんの事業承継の“思い”を間に入らせて頂いてバトンを繋ぐお手伝い
をさせて頂いております。私は様々な会社で事業承継のお手伝いをさせて頂いておりますが、私が重要
だと感じるのは代表と後継者が事業承継についてきちんと話し合うことだと思います。親子は血が繋がっ
ているので分かりあえていると思いがちですが、創業社長と後継者の場合、生きてきた時代が大幅に違う
ため考え方も違うことが当然あります。
　そこで、創業社長と後継者が事業承継についてきちんと話し合い、“思い”を共有することがとても重要
です。私も哲生さんも、親が事業の創業者という共通点があり、“思い”を共有できる部分も多くあります。今
後私は哲生さんへの事業承継をサポートさせて頂きながらグループの成長に微力ながら貢献させて頂き
たいと思います。
　今後ともよろしくお願いいたします。

園田辰義税理士事務所
税理士 園田 辰義
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感　　謝

　ジスコ不動産株式会社の創業40周年おめでとうございます。

　私は、平成13年5月に司法書士を開業しましたが、その年からジスコ不動産にはお世話になって

おります。

　私が開業して仕事が少なかったとき、当時、不動産の取引を担当しておられた中村紗奈美さんから声

をかけていただき、その後中原さん（後に中村さんとご結婚、ハウステンボスでの船上結婚式）からも親しく

していただき、中原さんご夫妻が退社後も道原さんをはじめ、現在は、大島さん、松本さん、益田さん、竹内

さん達に大変お世話になっております。

　仕事の方では平成15年にドゥグラン諫早中央から始まり、同永昌東弐番館、グランペール天満、ドゥグラ

ン東望、同幸町、同大村、同天満、熊本菊池住宅、同玉名住宅、喜々津ステーションタウン壱番館、同弐番

館と多くのマンションの登記手続きをさせていただき、車で走っていてもたくさんの思い出が残っておりま

す。中でも、フェリーで長洲まで行き、阿蘇大津、玉名の法務局へ書類を提出した懐かしい思い出がありま

す（現在はオンライン申請ができます）。

　これまでの私の仕事については、大島さんや松本さんはじめ、従業員の皆さんの暖かいご協力はもとよ

り、社長のご理解とご支援によるものと感謝いたしております。

　社長のすばらしい洞察力と決断、そして統率力は、年長の私にして遠く及ばないものがあります。

　ジスコ不動産の最大の事業は、多良見町に大きな団地を造ったことではないでしょうか。まだ、完成中ば

のようですが、完成のあかつきには社長も満足感を味あわれることと信じます。

　まだ、これからも長崎市諏訪町のホテルや、小野町と宗方町の団地造成と大きな事業を進められ、更に

は長年続けられている子ども食堂にも力を注いでおられ、社長の意欲の凄さには驚くばかりです。

　社長には、くれぐれも体調管理に気を配り、目標達成のため鉄屋さんや大島さんはじめ、すばらしいス

タッフと共に頑張ってください。

　最後に、ジスコ不動産がますます栄えますことを祈念します。

　長い間ありがとうございました。

　そして、今後ともよろしくお願いいたします。

元司法書士
山崎 喜右

創業40周年に寄せて

　ほんとに脅威に感じました。2005年、諫早市永昌東町商店街の喉元に2軒目のホテルを開業された時
の事。
　ジスコさん、ホテル業参入は本気なのだ。
　開業後、ニューステーションホテルに宿泊した私共のコンサルタントが
　「建物・設備など全てであなたのホテルは太刀打ちできません。勝ち目はないので違う方向で生きる道を
探しましょう。」と。
　その数年前、諫早ステーションホテル（諫早駅前再開発関連で閉店を余儀なくされました）の経営に不
動産業界から踏み込まれた時点では正直言って「義理かなんかでやむを得ず引き継がれたのだろう」く
らいにしか認識していませんでした。ところが幾多のマンション建設とホテル１号店経営で培われた経験を
見事に体現。
　素晴らしい立地、個別空調、トイレとセパレートのバスルーム、展望大浴場etc。申し分ありませんでした。
間もなく隣地に土地を手に入れられすぐに客室増設。
　その後も、ほぼ毎年のように諫早市内、長崎県内はもとより京都まで出店は広がり、来春開業に向け準
備を進められているステーションホテル長崎諏訪まで含めて合計11ホテル。出店した各地でいずれも地域
一番店。圧倒的な推進力で敬服するばかりです。
　遅くなりました。
　徳永社長、ジスコグループ創業40周年、ほんとうにおめでとうございます。
　長崎新聞に連載されています通り、奇跡を呼び込んだ充実の40年だったのでしょう。
　積極的でスピーディでダイナミックで前向きな判断力。頼まれたら何とかしてあげたいという仁義に篤い
姿勢。それと何よりチャンスとピンチを敏感に察知できる能力。
　これらがうまくミックスしての大成功でしょう。
　この度の記念事業にかける徳永社長ご自身の意気込みをいろいろなことで感じます。
　「もしかしたらこれを機に何かしら爆弾発表があるのかも」と少々期待もしています。
　プライベートで時々お会いします永昌東町のスナックで長崎新聞の紙面以外のお話もお聞かせ願えた
ら幸いです。
　最後に組合長として言いたいことを一つ。
　組合内トップ企業として、これまでにも増して諫早市旅館ホテル業組合の活動にお力添えを賜りますよ
うお願いいたします。

諫早市旅館ホテル業組合
組合長 本田 一修
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　私は、平成13年5月に司法書士を開業しましたが、その年からジスコ不動産にはお世話になって

おります。

　私が開業して仕事が少なかったとき、当時、不動産の取引を担当しておられた中村紗奈美さんから声

をかけていただき、その後中原さん（後に中村さんとご結婚、ハウステンボスでの船上結婚式）からも親しく

していただき、中原さんご夫妻が退社後も道原さんをはじめ、現在は、大島さん、松本さん、益田さん、竹内

さん達に大変お世話になっております。

　仕事の方では平成15年にドゥグラン諫早中央から始まり、同永昌東弐番館、グランペール天満、ドゥグラ

ン東望、同幸町、同大村、同天満、熊本菊池住宅、同玉名住宅、喜々津ステーションタウン壱番館、同弐番

館と多くのマンションの登記手続きをさせていただき、車で走っていてもたくさんの思い出が残っておりま

す。中でも、フェリーで長洲まで行き、阿蘇大津、玉名の法務局へ書類を提出した懐かしい思い出がありま

す（現在はオンライン申請ができます）。

　これまでの私の仕事については、大島さんや松本さんはじめ、従業員の皆さんの暖かいご協力はもとよ

り、社長のご理解とご支援によるものと感謝いたしております。

　社長のすばらしい洞察力と決断、そして統率力は、年長の私にして遠く及ばないものがあります。

　ジスコ不動産の最大の事業は、多良見町に大きな団地を造ったことではないでしょうか。まだ、完成中ば

のようですが、完成のあかつきには社長も満足感を味あわれることと信じます。

　まだ、これからも長崎市諏訪町のホテルや、小野町と宗方町の団地造成と大きな事業を進められ、更に

は長年続けられている子ども食堂にも力を注いでおられ、社長の意欲の凄さには驚くばかりです。

　社長には、くれぐれも体調管理に気を配り、目標達成のため鉄屋さんや大島さんはじめ、すばらしいス

タッフと共に頑張ってください。

　最後に、ジスコ不動産がますます栄えますことを祈念します。

　長い間ありがとうございました。

　そして、今後ともよろしくお願いいたします。

元司法書士
山崎 喜右

創業40周年に寄せて

　ほんとに脅威に感じました。2005年、諫早市永昌東町商店街の喉元に2軒目のホテルを開業された時
の事。
　ジスコさん、ホテル業参入は本気なのだ。
　開業後、ニューステーションホテルに宿泊した私共のコンサルタントが
　「建物・設備など全てであなたのホテルは太刀打ちできません。勝ち目はないので違う方向で生きる道を
探しましょう。」と。
　その数年前、諫早ステーションホテル（諫早駅前再開発関連で閉店を余儀なくされました）の経営に不
動産業界から踏み込まれた時点では正直言って「義理かなんかでやむを得ず引き継がれたのだろう」く
らいにしか認識していませんでした。ところが幾多のマンション建設とホテル１号店経営で培われた経験を
見事に体現。
　素晴らしい立地、個別空調、トイレとセパレートのバスルーム、展望大浴場etc。申し分ありませんでした。
間もなく隣地に土地を手に入れられすぐに客室増設。
　その後も、ほぼ毎年のように諫早市内、長崎県内はもとより京都まで出店は広がり、来春開業に向け準
備を進められているステーションホテル長崎諏訪まで含めて合計11ホテル。出店した各地でいずれも地域
一番店。圧倒的な推進力で敬服するばかりです。
　遅くなりました。
　徳永社長、ジスコグループ創業40周年、ほんとうにおめでとうございます。
　長崎新聞に連載されています通り、奇跡を呼び込んだ充実の40年だったのでしょう。
　積極的でスピーディでダイナミックで前向きな判断力。頼まれたら何とかしてあげたいという仁義に篤い
姿勢。それと何よりチャンスとピンチを敏感に察知できる能力。
　これらがうまくミックスしての大成功でしょう。
　この度の記念事業にかける徳永社長ご自身の意気込みをいろいろなことで感じます。
　「もしかしたらこれを機に何かしら爆弾発表があるのかも」と少々期待もしています。
　プライベートで時々お会いします永昌東町のスナックで長崎新聞の紙面以外のお話もお聞かせ願えた
ら幸いです。
　最後に組合長として言いたいことを一つ。
　組合内トップ企業として、これまでにも増して諫早市旅館ホテル業組合の活動にお力添えを賜りますよ
うお願いいたします。

諫早市旅館ホテル業組合
組合長 本田 一修

Jisco Group
40th Anniversary

祝  辞

1312 Jisco Group 40th Anniversary



ジスコ40周年に寄せて
―コロナ禍を戦うホテル業界の常識を破る戦略 ―

　ジスコ不動産様創業４０周年、おめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。
　弊社はジスコホテル様のＷＥＢ集客支援を約10年お手伝いさせていただいております。
　２０２０年より世界を襲ったコロナ禍において観光産業や宿泊産業は大変苦しい経営状況に陥り、休業
や廃業に追い込まれるホテル旅館が日本中に増えております。そのような中でも営業を続けるホテル旅館
において、外出自粛、さらに企業のテレワーク推進により宿泊者を獲得することは大変至難なこととなり、ホ
テル業界全体の宿泊稼働率は１０％を切り一桁の状態が１年半以上続いているという目を覆いたくなる状
況です。
　しかし、ジスコグループ様の各ホテルには宿泊されるお客様が日々 チェックインされています。もちろんエ
リアによる数字の大小はありますがお客様がご宿泊されているのです。この要因を紐解くキーワードは「ホ
テル業界の常識の上を行く戦略」であると推察します。
　定例会議などでよく、他のホテル様の事例やサービス内容を参考としてお話しすることがあります。いわ
ゆるホテルにおけるおもてなしのサービスなどを実施することで顧客満足を向上させるというご提案です
が、そのサービス採用の物差しとしてジスコホテル様では無駄なものは徹底的に削る、でも今宿泊されて
いるリピーターの方に必要なものは工夫してサービスの向上を目指すというもがあるように感じています。
　通常ホテル業界において顧客満足度を上げていく手法として他ホテルで実施されているサービスを徹
底的に研究してさらに良いものを生み出し口コミなどの評価アップや、新規の宿泊者の取得を増やしてい
きますが、このコロナ禍において新規の観光客のお客様はゼロになりこれまでのホテル業界の常識は通じ
なくなりました。もちろんホテル業界の中でリピーター戦略もきちんと検証して実施されていましたが、コロナ
禍以前の海外からのインバウンド旅行者がたくさん来ていた頃には年に数回のリピーターよりも新規の宿
泊者を獲得することに比重が高い施設が多かったのではないかと考えます。
　しかしジスコホテル様はインバウンド旅行者が多く日本に来ていた頃においても毎月のようにリピートして
ご宿泊される仕事関係などのお客様を第一に考えてサービスの実施をされていた事例などを思い返すこ
とができます。また現在出店されているエリアにおいて現場での確認が必要な遠隔では処理できない出
張ニーズが高いお客様が多いこともリピーター戦略中心に舵を切れる要素であったのではないかと思わ
れます。
　アフターコロナにおいては会社の出張需要が大きく減るのではないかという予測が多いです。特に都
市部においての出張ニーズはテレワークで解決できるということがコロナ禍に実証されました。でもテレ
ワークで解決できない業種も存在します。そのような業種は特に地方の何も観光地がない場所などに多
い傾向があります。上記のような現場へ足を運ばなければならない業種が多いエリアにおいてホテルを展
開するジスコホテル様のエリアの先見性も驚くことが多いです。
　今後開業予定のホテルにおいてもこれまで同様、リピーター満足度向上戦略、エリア一番戦略などな
ど、ジスコホテル様のポジティブな業界の常識を超えたサービスでホテル業界をリードしていただきたいと
強く思っております。

（株）クレサス
代表取締役 高田 修央

Jisco Group
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林田八郎設計室
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テル業界全体の宿泊稼働率は１０％を切り一桁の状態が１年半以上続いているという目を覆いたくなる状
況です。
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が、そのサービス採用の物差しとしてジスコホテル様では無駄なものは徹底的に削る、でも今宿泊されて
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ワークで解決できない業種も存在します。そのような業種は特に地方の何も観光地がない場所などに多
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町長室を訪ねると必ずフットマッサージのお話とジスコ不動産への御礼が有ります。

　私は今でも度々、弊社社員を数人引き連れ被災者へのボランティア活動で行っており、被災者皆さん

から「フットマッサージを今でも愛用しています！ジスコ不動産の皆さんによろしくお伝え下さい」と感謝さ

れています。会社本業務の他においても、福島原発事故発生の10数年前から再生可能エネルギーに取

り組んでいます。クリーンエネルギ―を目指し、業界でいち早く分譲マンションの屋上、会社遊休地、山林

地を利用した太陽光発電を設置、嬉野市太陽光発電所（1MW）を開所しています。また、社内的にも夏

場をエアコン無しで窓からの自然風で節電に全社員で努めていたお話も伺い、社員のみな様に対して

頭の下がる感慨深い思いです。

　この度、ジスコ不動産40周年（ホテル開業20周年）を永きに亘ってお迎えられたことは、その支えは「全

社員一丸」となっての業務遂行並びにお客様に対して誠心誠意で対応した姿勢の結果、勲章であると

強く感じます。どうか、今後も徳永社長を中心に社員みな様が一致団結し、業績拡充に向けてハッピーで

益々の御社御繁栄と御健勝を祈念致します。

ジスコ不動産
創立40周年に寄せて

　この度、ジスコ不動産40周年（ホテル開業20周年）、お目出度い節目を迎えられたことは、徳永社長を

はじめ社員のみな様の粉骨砕身のご尽力のたまものと心からお慶び申し上げます。

　私は徳永社長とは、阿蘇五岳に囲まれた小国町宮原小学校からの「幼なじみ」で草野球、川遊び、相

撲など日暮れまで一緒に遊んだかけがえのない友人です。小国町は、熊本県北東部にある「わいた温

泉郷」で岳の湯温泉、杖立温泉、黒川温泉などの湯けむり町です。近年では、「2024年新千円札」の肖

像となる「日本医学会の父」と知られる「北里柴三郎」の生地であり、近くには「北里柴三郎記念館」、世

界的な抽象画家「坂本善三美術館」があります。

　さて、小学校時代からの徳永社長の印象は、正義感が特に強く、運動神経が才長けており、腕っぷし

も強く友達も多く、今で言うガキ大将で頭脳明晰の智将でした。今でも小学校の同窓生が毎年20数名集

まって、「同窓会」を熊本市内で開催し、必ず徳永社長は参加し中心的メンバーです。お互いに「耕ちゃ

ん（徳永社長の愛称）、「文則ちゃん」「康っちゃん」などとお互いに「ちゃん付」で呼び合い旧交を温め

合って歓談しています。ここ2年はコロナ禍で会合は避けていますが、先般は、久し振りに耕ちゃんに小国

の地を踏んで戴き、少人数で耕ちゃん生家裏の川沿い、街並みを散策した後、三密を避けての同窓生計

ちゃんの自宅で盛ちゃん達も駆けつけて小国地産の郷土手作り料理を戴きながら、小学校時代の懐か

しい想い出にふけりました。現在でもジスコ不動産Grから、私達同窓友人もビジネスの取引、恩恵を受け

ており、心から深く感謝しております。また、或る同窓友人である奥方の亡父葬儀に、「耕ちゃんが参列し

てくれて今でも感謝している」と友人が言われたことも聞き、やはり律儀な面も数多く持ち合せています。

　先ず、社会的道義的にも耕ちゃん、ジスコ不動産の社員みな様に感謝しなければならないことがありま

す。今から5年前の2016年4月「熊本大地震」が発生して多くの家屋倒壊、道路崩壊等で被災者が続出

しました。特に熊本県益城町、御船町は多くの被災者が避難所に殺到しており、ご年配の方が長期滞在

のため運動不足で不自由な日常生活をされて過ごしていました。その地震後の早い時期にいち早く駆け

つけて戴いたのが、耕ちゃん並びにジスコ不動産の社員みな様達でした。益城町、御船町の其々の避難

所に「フットマッサージ機」40数台を寄贈されました。私も立会いましたが、多くの避難者の方から感謝と

数々のお礼が有り、益城町の西村町長、御船町の藤木町長からも直々に深く感謝されており、今でも各

竹馬の友
太田 文則
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写真で振り返る
40年のあゆみ

年表で見る40年のあゆみ

2009
［平成21年］

2010
［平成22年］

2011
［平成23年］

2013
［平成25年］

2012
［平成24年］

ジスコ不動産 ジスコホテル

1982
［昭和57年］

1986
［昭和61年］

1989
［昭和64年］

1995
［平成7年］

1991
［平成3年］

1996
［平成8年］

1997
［平成9年］

1998
［平成10年］

1999
［平成11年］

2000
［平成12年］

2002
［平成14年］

2003
［平成15年］

2004
［平成16年］

2005
［平成17年］

2006
［平成18年］

2007
［平成19年］

2008
［平成20年］

2001
［平成13年］

2019
［平成31年］
［令和元年］

2020
［令和２年］

2021
［令和３年］

2022
［令和４年］

2018
［平成30年］

2015
［平成27年］

2017
［平成29年］

2014
［平成26年］

2016
［平成28年］

18 Jisco Group 40th AnniversaryJisco Group 40th Anniversary

　 ユートピア城見（12戸） 取得　
　 ユートピア真崎（16戸） 取得

上海出張

　 フロンティアTACHIBANA（26戸） 取得
　 パルファン 取得
上海視察

　 パークシティ諏訪、諏訪パーキング 取得
　 ユートピア長与（12戸） 取得
　 小長井太陽光 発電開始
米国出張

　 ドゥグラン天満 分譲
　 唐津太陽光 発電開始
ジスコホールディングス株式会社 持株会社を設立
　 ニューステーションホテル別館・レジデンス（30室） オープン
　 浜観ホテル（87室） オープン

　 ユートピア菊池（70戸） 取得
　 ユートピア荒尾（80戸） 取得
　 ユートピア長洲（80戸） 取得
　 ユートピア玉名（80戸） 取得
　 嬉野太陽光 発電開始
　 菊池太陽光 発電開始
　 ユートピア原口（80戸） 取得
　 ジスコホテル株式会社 設立（ホテル事業を分社化）
米国視察ツアー／ポートランド

　 福田太陽光 発電開始
子ども食堂 開始
オーストラリア出張

　 喜々津ステーションホテル（104室） オープン
ホテル家具買付／タイ

　 喜々津ステーションタウン開発開始
　 ミナトマンションⅠ・Ⅱ 取得
　 ロイヤルビル 取得
　 ユートピア東長崎（150戸） 取得
　 諫早ステーションホテル 閉館

　 ユートピア大村 取得
　 ドゥグラン喜々津ステーションタウン壱番館 分譲
　 ユートピア雲仙 取得
　 ジスコホテル京都御所西（40室） オープン
深圳視察

　 フロンティアききつⅠ 完成
　 貝津ヒルタウン 分譲開始
　 小野アパート村（全7棟） 完成
　 大村ステーションホテル長崎空港（115室） オープン
　 ステーションホテル長崎諏訪 着工

　 フロンティアききつⅡ 着工
　 ユートピア島原 取得
　 ドゥグラン喜々津ステーションタウン弐番館 分譲
　 ジスコホテル西海（61室） オープン
　 ユートピア大村2（52戸） 取得
　 竹の久保ヒルズ（17戸） 取得
　 MCマンション（20戸） 取得
ジスコ子ども支援株式会社設立

　 フロンティアききつⅡ 完成予定
　 ステーションホテル長崎諏訪（97室） オープン予定

　 「ジスコ不動産」 個人創業
　 サニータウン
 
　 「ジスコ不動産株式会社」へ法人改組

　 プチメゾンシリーズ スタート

　 ソニー若葉寮《現：ユートピア若葉》（100戸） 竣工

　 プチメゾン小船越（輸入住宅）完成

　 ドゥペール幸町壱番館 分譲
　 シアトルビレッジ（輸入住宅・２×４工法）

　 ドゥペール幸町弐番館 分譲

　 ドゥペール東長崎 分譲
　 ドゥペール宇都 分譲

　 若葉アパート村 完成
　 オークビレッジ（輸入住宅・２×４工法）

　 ドゥペール東小路 分譲

　 ドゥペール城見 分譲
　 諫早ステーションホテル オープン
瀋陽研修

　 ドゥグラン永昌東 分譲

　 ドゥグラン諫早中央 分譲

　 ドゥグラン永昌東弐番館 分譲
　 フロンティアエム（50戸） 竣工

　 ドゥグラン東望 分譲
　 長崎県下初 不動産証券化事業認可
　 ニューステーションホテル（72室） オープン

　 グランペール天満 分譲（販売提携・代理）　
　 フロンティア八天（18戸） 竣工
　 島原ステーションホテル（52室） オープン
事務所移転（上野町→八坂町）
環境ISO14001認証取得
米国賃貸研修／ポートランド

　 ドゥグラン幸町 分譲
　 ソニー駐車場運用開始
上海出張

　 新社屋完成 事務所移転（八坂町→永昌町）
　 ニューステーションホテル・プレミア（95室）オープン

　 ドゥグラン大村 分譲
　 ユートピア八天（30戸） 取得
　 フロンティア貝津（17戸） 竣工
　 大村ステーションホテル（72室） オープン
中国義烏買付出張
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　6月 「ジスコ不動産株式会社」へ法人改組

◎ソ連チェルノブイリ原子力発電所で爆発事故
◎国鉄分割・民営化
◎大韓航空機爆破墜落
◎東京ドームが完成
◎第24回ソウル五輪開催

　プチメゾンシリーズスタート　3月 「ジスコ不動産」個人創業
　サニータウン

◎長崎大水害
◎グリコ・森永事件
◎第23回ロサンゼルス五輪大会
◎男女雇用機会均等法成立
◎日航ジャンボ機、御巣鷹山に墜落

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

1982-1994

1982［昭和57年］ 1986［昭和61年］ 1989［昭和64年］

　ソニー若葉寮《現：ユートピア若葉》（100戸） 竣工

◎雲仙・普賢岳で火砕流、死者行方不明43人
◎南アフリカがアパルトヘイト撤廃
◎第25回バルセロナ五輪大会
◎日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）開幕
◎大江健三郎氏にノーベル文学賞

1991［平成3年］

1982年 「ジスコ不動産」創業当時。

1990年（平成2年）4月11日（水曜日）付
日本経済新聞 掲載記事より。

ソニー若葉寮（現：ユートピア若葉）
ソニー長崎の依頼を受けて完成した社員寮。今は一般の方々にご利用いただいて
おります。

世
の
中
の
出
来
事

1986年 「ジスコ不動産㈱」社屋。

ソニー長崎㈱
若葉寮竣工記念の様子。

プチメゾンシリーズ スタート
『プチメゾン宇都』を皮切りに現在では約40棟
以上のプチメゾンシリーズが誕生しました。

◎昭和天皇崩御、元号が平成に
◎リクルート事件で逮捕者相次ぐ
◎中国第二次天安門流血事件
◎東京放送の秋山記者、日本人初の宇宙旅行
◎東西ドイツ、45年ぶりに統一

サニータウン
"十円のチップ”がご縁。不動産を
はじめて最初に手がけた大型開
発。現在もたくさんの住宅が建ち
並んでいます。 1993年 当時の社員と社内の様子。
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動
産
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業

ホ
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業
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◎世界・炎の博覧会開催
◎病原性大腸菌「Ｏ157」による食中毒が堺市をはじめ全国各地で発生
◎第26回アトランタ五輪
◎米大統領選挙でクリントン大統領が再選
◎ヨーロッパで狂牛病パニック英国産牛肉の輸出禁止

　ドゥペール幸町弐番館 分譲

◎県営野球場（ビッグNスタジアム）完成
◎消費税率を５％に引き上げ
◎臓器移植法案が成立
◎神戸市須磨区の児童殺傷事件で14歳の少年逮捕
◎香港がイギリスから中国へ返還

　3月 プチメゾン小船越（輸入住宅） 完成

◎阪神・淡路大震災発生
◎地下鉄サリン事件
◎野茂が米大リーグで活躍、新人王も獲得
◎ミャンマーのアウン・サン・スー・チーさん自宅軟禁解除
◎ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結の平和協定

1995-1998

1995［平成7年］ 1996［平成8年］ 1997［平成9年］

　ドゥペール東長崎 分譲
　ドゥペール宇都 分譲

1998［平成10年］

ドゥペール東長崎
3棟目の分譲マンション。初の長崎市進出。

世
の
中
の
出
来
事

ドゥペール幸町壱番館
ジスコ初の分譲マンション。
田園地帯に突如現れた1フロア2戸の画期的なマンション。
売り出し初日から申し込み殺到で、初日から完売の勢いでした。

ドゥペール幸町弐番館
壱番館の好評な売れ行きの波に乗り怒涛の
マンション建設ラッシュが始まりました。

プチメゾン小船越
（輸入住宅）

初めての輸入住宅。
ここから数多くの輸入住宅を
手がけていきました。

ドゥペール宇都
宇都交差点側の市街地を望む眺望の良いマンション。

　ドゥペール幸町壱番館 分譲
　シアトルビレッジ（輸入住宅・２×４工法）

◎第18回冬季オリンピック長野大会
◎第16回サッカーＷ杯仏大会に日本が初出場
◎黒澤明映画監督が死去
◎インド、パキスタンが核実験
◎北朝鮮が日本列島越しに新型ミサイルの発射実験

シアトルビレッジ（輸入住宅・２×４工法） 
県下初の直輸入住宅。全12戸を完成させました。
シアトルビレッジ完成時の式典にはアメリカ大使館からも
参列いただきました。

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

1998年　事務所前にて
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出
来
事
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初めての輸入住宅。
ここから数多くの輸入住宅を
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◎九州・沖縄サミット開催
◎北海道の有珠山が噴火
◎介護保険制度開始
◎白川博士にノーベル化学賞
◎アメリカ大統領選挙でブッシュ氏が当選

◎初の日朝首脳会談、その後拉致被害者が24年ぶりに帰国
◎サッカーＷ杯日韓共同開催
◎ノーベル賞で日本初のダブル受賞
◎住民基本台帳ネットワーク稼動
◎アフガニスタンでカイザル大統領新政権発足

◎大島大橋開通
◎臓器移植法に基づく初めての脳死移植が実施される
◎東海村で国内初の臨界事故発生
◎EUで単一通貨｢ユーロ｣を導入
◎台湾でＭ7.6の大地震

1999-2002

オークビレッジ（輸入住宅・２×４工法）
シアトルビレッジに続き輸入住宅団地の建設に取り組みました。

若葉アパート村
ソニー若葉寮に続き、社員
寮として10棟以上のアパー
トを建設し若葉アパート村
が完成しました。

世
の
中
の
出
来
事

ドゥペール東小路
4棟目の分譲マンション。本諫早駅に隣接。

◎USJ開園
◎小泉内閣発足
◎国内で初の狂牛病確認
◎大リーグでイチロー大活躍
◎アメリカで同時多発テロ発生

ドゥペール城見
5棟目の分譲マンション。
本明川と市街地を見下ろす
眺望の良いマンション。 ドゥグラン永昌東

6棟目の分譲マンション。
駅近で大人気。

諫早ステーションホテル
ジスコ不動産でホテル事業に初進出！！
ジスコホテル第1号。
明るく、機能的にリフォームした
ビジネスホテル誕生です。

2001年 瀋陽研修。

　ドゥペール城見 分譲
　諫早ステーションホテル オープン
◎瀋陽研修（5月）

　若葉アパート村 完成
　オークビレッジ（輸入住宅・２×４工法）

　ドゥグラン永昌東 分譲　ドゥペール東小路 分譲不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

1999［平成11年］ 2000［平成12年］ 2001［平成13年］ 2002［平成14年］
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動
産
事
業

ホ
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ル
事
業

1999［平成11年］ 2000［平成12年］ 2001［平成13年］ 2002［平成14年］
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　ドゥグラン東望 分譲　　ニューステーションホテル（72室） オープン
　長崎県下初 不動産証券化事業認可／関東財務局の承認を受けた公募型の証券発行。

　ドゥグラン諫早中央 分譲 　ドゥグラン永昌東弐番館 分譲
　フロンティアエム（50戸） 竣工

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

2003-2005

ドゥグラン永昌東
弐番館
8棟目の分譲マンション。
駅前はやはり大人気。

ドゥグラン東望
9棟目の分譲マンション。再び長崎市にチャレンジ。

ドゥグラン諫早中央
7棟目の分譲マンション。
当初の分譲マンションで一番広い居室。

フロンティアエム
松下電器（現：Panasonic）より譲り受けた
土地に初のフロンティアシリーズが完成。

『フロンティアエム』の『エム』は、松下の
『M』からとりました。

ニューステーションホテル
ジスコのホテル第2弾！
初の新築ホテル！

◎ながさき出島道路開通
◎北朝鮮の拉致被害者家族が帰国
◎新潟県中越地方でＭ6.8の地震
◎鳥インフルエンザの猛威アジアで広がる
◎スマトラ沖でＭ9.0の大規模地震・津波

◎長崎ゆめ総体開催
◎日本郵政公社発足
◎個人情報関連法が成立
◎有事関連法が成立
◎新型肺炎(ＳＡＲＳ)が世界中で猛威

世
の
中
の
出
来
事

◎女神大橋（めがみおおはし）開通
◎長崎歴史文化博物館開館
◎長崎県美術館開館
◎ＪＲ福知山線脱線事故
◎ロンドン同時爆破テロ

2003［平成15年］ 2004［平成16年］ 2005［平成17年］

2005年（平成17年）、10月14日（金曜日）付
長崎新聞 掲載記事より。

オープン後すぐに忙し
くなったので、慣れな
いながらもやりがいを
感じ、毎日必死にがん
ばりました！　    by島
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　グランペール天満 分譲（販売提携・代理）　　フロンティア八天（18戸） 竣工
土地区画整理事業により上野町から八坂町に事務所移転　　
環境ISO14001認証取得／苦しい勉強の結果、ようやく取得しました！

　島原ステーションホテル（52室） オープン　◎米国賃貸研修／ポートランド（11月）

◎九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の着工が決定
◎諫早湾干拓事業が完成
◎第29回北京五輪開催
◎アメリカ証券大手リーマン・ブラザーズが破綻
◎アメリカ大統領選でオバマ氏当選

◎新西海橋開通
◎秋篠宮妃紀子さま男子ご出産（悠仁親王）、41年ぶりに皇室に男子誕生
◎福岡の飲酒運転事故で3児死亡
◎インドネシアのジャワ島で地震、死者5,700人以上
◎サダム・フセイン イラク元大統領処刑

2006-2008

世
の
中
の
出
来
事

◎伊藤一長・長崎市長銃撃
◎新潟県中越沖地震
◎安倍晋三首相が突然の辞意表明、福田康夫新内閣発足
◎郵政民営化スタート、日本郵政グループ発足
◎ゴア前アメリカ副大統領にノーベル平和賞

グランペール天満
吉川建設が売主で、当社は販売代理。

ドゥグラン幸町
11棟目の分譲マンション。
初めての免震工法のマンション。

ソニー駐車場
津久葉工業団地内に土地を取得し、ソニーに駐車場として貸し出すことになりました。

事務所移転（上野町→八坂町）
上野町の区画整理に伴い事務所を八坂町に移転。

島原
ステーションホテル
島原市内にあった「あじさ
いイン」を譲り受け初の島
原進出！島原城を眺めるこ
とができます。

事務所移転
（八坂町→永昌町）

永昌町に新たに誕生したホテルの1階に
新事務所を移転し現在に至ります。

フロンティア八天
フロンティアシリーズの第2弾。目の前に本明川が
流れる景観豊かな場所に建設しました。

ニューステーション
ホテル・プレミア
諫早市街を一望できる場所に
建てた、当時ではジスコホテル
で最大の客室数となりました。

2007年 上海出張。

　ドゥグラン幸町 分譲
　ソニー駐車場運用開始
◎上海出張（9月）

　新社屋完成 事務所を八坂町から永昌町に移転
　ニューステーションホテル・プレミア（95室） オープン

2006［平成18年］ 2007［平成19年］ 2008［平成20年］

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

2006年 米国賃貸研修
（ポートランド）

10階建て95室の大きな
ホテルで緊張もありまし
たが、隣にジスコ不動産
の事務所がありとても心
強かったです。　by内田
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◎東日本大震災発生
◎九州新幹線が全線開業
◎サッカーワールドカップ「なでしこジャパン」世界一
◎ウサマ・ビンラーディン殺害
◎米アップル社のスティーブ・ジョブズ会長が死去

2009-2011

フロンティア貝津
国道沿いで諫早インターにも
近く便利。

大村ステーションホテル
大村市に初進出！当時のホテルでは珍しく
全室ベランダ付きの客室。リピートしてくだ
さるお客様も多いです。

ドゥグラン大村
12棟目のマンション。
大村ステーションホ
テルの建設と同時期
に、大村にも進出。

ユートピア八天
ユートピアシリーズは国や大手企業から取得し
た物件をリフォームして再活用。現在では長崎県
内にとどまらず熊本県にも所有し、全20棟に拡
大しました。

◎上海出張

2009年 中国義烏買付出張。

　ドゥグラン大村 分譲
　ユートピア八天（30戸） 取得　　大村ステーションホテル（72室） オープン　　　　
　フロンティア貝津（17戸） 竣工　◎中国義烏買付出張　

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

　ユートピア城見（12戸） 取得　
　ユートピア真崎（16戸） 取得

◎島原半島が国内第1号の世界ジオパークに認定
◎プロ野球日本代表チームがＷＢＣ連覇
◎裁判員制度施行
◎新型インフルエンザが猛威。死者1万人を超える
◎マイケル・ジャクソン氏が急死

世
の
中
の
出
来
事

◎宮崎県で口蹄疫の牛を確認
◎菅直人新内閣発足
◎小惑星探査機「はやぶさ」が7年ぶりに帰還
◎服役中の民主活動家、劉暁波氏ノーベル平和賞授賞
◎チリの鉱山落盤事故で33人全員救出

2009［平成21年］ 2010［平成22年］ 2011［平成23年］

ユートピア城見
元NTT社員寮

福田太陽光 桜植樹。

ユートピア真崎
元NTT社員寮。

2011年 上海出張。

九星市場の広さと
品揃えの豊富さに
驚きました。個人的
にもう一度行きた
いです。　  by松本
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◎「三保の松原」を含む「富士山」の世界文化遺産登録が決定
◎長嶋茂雄氏と松井秀喜氏が国民栄誉賞受賞
◎安倍内閣が2014年4月からの消費税率8％への引き上げを閣議決定
◎習近平中国共産党総書記が国家主席と国家中央軍事委員会主席に
◎アメリカ・オバマ大統領の2期目の政権がスタート

◎京都大学の山中伸弥教授にノーベル生理学・医学賞授賞決定
◎東京スカイツリータウンが開業
◎ロンドン五輪で日本人選手が史上最多のメダル38個を獲得
◎アメリカ大統領選でバラク・オバマ大統領が再選
◎北朝鮮の最高指導者、金正恩氏が朝鮮労働党第1書記に就任

2012-2014

世
の
中
の
出
来
事

◎長崎がんばらんば国体開催
◎御嶽山が噴火。死者57人、行方不明者6人
◎青色発光ダイオード（ＬＥＤ）を開発した赤崎勇、天野浩、中村修二の3氏のノーベル物理学賞受賞決定
◎群馬県の「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界文化遺産登録が決定
◎韓国の旅客船「セウォル号」が沈没。死者295人、行方不明者9人

2012年 上海視察。 2013年 米国出張。

ユートピア長与
諫早市外に初めて取得
した賃貸マンション。

パークシティ諏訪・
諏訪パーキング
諏訪神社の参道入り口に位置し、
利便性の良いマンション。

パルファン
映画館として市民の皆さんに愛されたパルファンを取得。

小長井太陽光
東日本大震災を受けて自然エネルギーの活用に取り組み始めました。

　ドゥグラン天満 分譲　　唐津太陽光 発電開始
11月 ジスコホールディングス株式会社／持株会社を設立

　ニューステーションホテル別館・レジデンス（30室） オープン　　浜観ホテル（87室） オープン

　フロンティアTACHIBANA（26戸） 取得
　11月 パルファン 取得
◎上海視察（4月）

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
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業

　パークシティ諏訪、諏訪パーキング 取得
　ユートピア長与（12戸） 取得
　小長井太陽光 発電開始　◎米国出張（10月）　　

ニューステーションホテル・
レジデンス
ホテルとマンションが融合したアット
ホームなビジネスホテル。

ドゥグラン天満
13棟目の分譲マンション。
駅近で中心部にも近い。

フロンティアTACHIBANA
橘湾を望む
オーシャンビューのマンション。

2012［平成24年］ 2013［平成25年］ 2014［平成26年］

温泉があるホテルは初めてだったの
で緊張しました。トラブルも多く苦労
しましたが、小浜町に灯りがつき地元
の方にも喜んでもらえてよかったで
す。とても心強かったです。　by川口

浜観ホテル
雲仙市からの誘致で旧小浜観光ホテルを取得。
橘湾を望む全室オーシャンビューの客室。
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ユートピア菊池（70戸） 取得
ユートピア荒尾（80戸） 取得
ユートピア長洲（80戸） 取得
ユートピア玉名（80戸） 取得

嬉野太陽光 発電開始
菊池太陽光 発電開始
ユートピア原口（80戸） 取得

◎端島炭坑（軍艦島）や三菱長崎造船所を含む、明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業が世界遺産に登録
◎ノーベル医学生理学賞に北里大学の大村智特別栄誉教授の受賞決定、ノーベル物理学賞に東京大学の梶田隆章教授の受賞決定
◎マイナンバー制度関連法施行。「通知カード」の配達開始
◎フランス・パリで同時多発テロ。死者130人、負傷者約400人
◎ミャンマーで総選挙。アウン・サン・スーチー氏が率いる野党・国民民主連盟（ＮＬＤ）が勝利

◎リオデジャネイロ夏季五輪で日本が史上最多のメダル41個を獲得
◎天皇陛下が生前退位のご意向を国民向けビデオメッセージで示唆
◎ノーベル生理学・医学賞に大隅良典東京工業大学栄誉教授が受賞
◎北海道新幹線（新青森－新函館北斗間）が開業
◎アメリカ大統領選で共和党候補のドナルド・トランプ氏が当選

2015-2016

世
の
中
の
出
来
事

◎米国視察ツアー／ポートランド（11月）

ユートピア菊池　元雇用促進住宅。

ユートピア原口　元雇用促進住宅。

ユートピア荒尾　元雇用促進住宅。

ユートピア玉名　元雇用促進住宅。

ユートピア長洲　元雇用促進住宅。

　１０月 ジスコホテル株式会社 設立（ホテル事業を分社化）
　福田太陽光 発電開始
子ども食堂 開始
◎オーストラリア出張（11月）

2015［平成27年］ 2016［平成28年］

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

嬉野太陽光
ジスコの数ある太陽光の中で
唯一のメガソーラ。

玉名・荒尾・長洲・菊池の4ヵ
所、計310戸所有しておりま
す。現地には元気なオンサ
イトマネージャーが日々頑
張っております。　 by奥村

近代的な建築物と風光明媚
な自然が見事に調和してお
り、街作りもですが、原発ゼ
ロという点もたいへん参考
になる出張でした。　by大島

子ども食堂
子ども達に笑顔と温かい
食事をとの思いで子ども
食堂を開始しました。現
在は全7カ所で開催中。

2016年
オーストラリア出張。

2015年 米国視察ツアー（ポートランド）。

福田太陽光
東日本大震災を受けて遊休地として保有していた土地に
活躍の場を与え、現在では毎日黙 と々発電してくれています。

ジスコホテル株式会社
ホテルが分離独立。
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ジスコ不動産
● 賃貸マンション・アパート事業
● 不動産売買・分譲マンション事業
● 管理事業
● 太陽光発電事業

ジスコホテル
● ビジネスホテル事業
● 太陽光発電事業

● 持株会社
● CSR活動(子ども食堂・子ども支援基金）

ジスコホールディングス
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2015-2016

世
の
中
の
出
来
事
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皆様に慣れ親しんで
いただいたホテルで
した。お客様とのお別
れがとてもさびし
かったです。　by河埜

◎天皇退位特例法が成立。2019年4月30日に退位へ。天皇退位は1817年の光格天皇以来、約200年ぶり
◎陸上男子100メートルの桐生祥秀選手が日本選手で初めて10秒の壁を破る9秒98の日本新記録を樹立
◎ドナルド・トランプ氏が第45代アメリカ大統領に就任
◎長崎市出身の日系英国人作家、カズオ・イシグロ氏のノーベル文学賞受賞が決定
◎イラン・イラク国境でM7.3の地震が発生。両国で500人以上死亡

2017-2018

世
の
中
の
出
来
事

ミナトマンションⅠ・Ⅱ
不動産で島原半島に初進出！

ユートピア東長崎
雇用促進住宅を譲り受け、
卸団地の方々に利用してい
ただいております。

諫早
ステーション
ホテル
諫早駅前開発に伴い
惜しまれながら閉館。

◎「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界文化遺産登録
◎長崎県庁新庁舎竣工
◎平昌冬季五輪で日本が過去最多の13個のメダルを獲得
◎女子テニス・大坂なおみ選手が全米オープン優勝。4大大会で日本人初
◎アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が史上初の米朝首脳会談

　喜々津ステーションタウン開発開始
　ミナトマンションⅠ・Ⅱ 取得　　ロイヤルビル 取得
　8月 諫早ステーションホテル 閉館　　11月 ユートピア東長崎（150戸） 取得

　喜々津ステーションホテル（104室） オープン
◎ホテル家具買付／タイ

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

2017［平成29年］ 2018［平成30年］

喜々津ステーションホテル
喜々津ステーションタウン開発の第1弾！ここから
喜々津ステーションタウンが始まりました。

はじめて一から新規立ち
上げを任せてもらいまし
た。社長はじめ色々な方に
アドバイスいただきとても
勉強になりました！　by島

たくさんの家具があり、見て
回るだけでもとても時間がか
かりましたが、みんなで意見
を出し合い良い商品を購入す
ることができました。　 by林

約10 ,000坪と
広大な開発プロ
ジェクトに携り緊
張と勉強の連続
でした。　by松本

2017年 ホテル家具買付（タイ）。

ロイヤルビル
駅近の国道沿いの鉛筆ビル。
広告が良く目立ちます。

喜々津ステーションタウン
神戸発動機より譲り受けた広大な土地に
新たな街づくりを始めました。
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フロンティアききつⅠ
喜々津ステーションタウンの賃貸マンション第一弾。
全74戸入居開始前に満室となるほど人気に。

ジスコホテル京都御所西
ジスコホテル初の京都進出！
京都御所に近くビジネスに観光に最適の場所に位置してます。

ユートピア大村　元サムコ社員寮。

ユートピア雲仙　元九州電力社員寮。

◎新型コロナウイルス感染症発生
◎米大リーグ・マリナーズのイチローが引退を表明
◎パリの世界文化遺産、ノートルダム大聖堂で大火災発生

2019 2020

ユートピア大村 取得
11月 ドゥグラン喜々津ステーションタウン壱番館 分譲
ユートピア雲仙 取得

◎リチウムイオン電池を開発した吉野彰・旭化成名誉フェローの
　ノーベル化学賞受賞決定
◎那覇市の世界文化遺産、首里城で大火災。正殿など主要遺産が焼失
◎イギリスの下院総選挙で20年1月末のEU離脱を掲げる保守党が圧勝

世
の
中
の
出
来
事

2019年 深圳視察。

ドゥグラン喜々津
ステーションタウン
壱番館
喜々津ステーションタウンの
分譲マンション第一弾。
48世帯の新たな家族の生活が
始まりました。

◎深圳視察（9月）　
　9月 ジスコホテル京都御所西 オープン

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

2019［平成31年］ 2019［令和元年］

貝津ヒルタウン
貝津が丘の隣地を諫早市から譲り受け、
貝津ヒルタウンとして36区画を売り出しました。

2月 フロンティアききつⅠ 完成
貝津ヒルタウン 分譲開始

2020［令和2年］
◎新型コロナウイルス感染拡大を受け、政府が緊急事態宣言を発出
◎東京オリンピック・パラリンピックの1年延期決定
◎世界保健機関（WHO）が新型コロナウイルスのパンデミックを宣言

「快適な生活が送れて
います！」とのお客様
からのお声が私達のモ
チベーションアップに
なります。　    by松本

初めての大型新築
物で心配していまし
たが入居開始前に
満室になってよかっ
たです。　   by岩松

京都御所西の閑静な住宅街
にほっそりと佇む和とモダン
が融合するビジネスホテル
です。近隣には警察本部、府
庁がございます。　  by徳永

土地の売買契約を担当させていた
だき、貝津ヒルタウンに住まわれる
お客様と直接お会いすることがで
きました。住みやすい素敵な街に
なってもらいたいです。 　by竹内
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7月 ステーションホテル長崎諏訪 着工
8月 大村ステーションホテル長崎空港（115室） オープン
12月 小野アパート村（全7棟） 完成

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

2020［令和2年］

　3月 フロンティアききつⅡ 着工
　4月 ドゥグラン喜々津ステーションタウン弐番館 分譲

2021［令和3年］

2020-2021

世
の
中
の
出
来
事

◎九州各地で記録的な豪雨。九州5県で77人死亡、行方不明2人
◎アメリカ大統領選。民主党のジョー・バイデン前副大統領が再選を目指す共和党のドナルド・トランプ大統領を破り勝利

◎福島沖で地震、最大震度6強
◎2021マスターズ松山英樹がアジア人初となる優勝
◎東京五輪・東京パラリンピック開催
◎バイデン米大統領就任

大村ステーションホテル 長崎空港
ジスコホテルで最大の客室数を誇るホテル。
長崎空港にも近く好アクセス。

2 0 2 0 年 7月6日にステー
ションホテル長崎諏訪の起
工式がお膝元の「鎮西大社
諏訪神社」に於いて厳かに
執り行われました。　by河野

小野アパート村
市街化調整区域の緩和に伴い、
小野町に全7棟ツーバイフォーの
アパートを建設しました。

初めてのアパート建設で
不安でしたが業者さんに
支えられ、7棟の小野ア
パート村を完成すること
ができました。　  by宇野

喜々津での 分 譲 第 2
弾。引き渡しの際、お客
様の嬉しそうな笑顔が
私のエネルギーとなっ
ています。　    by益田

ドゥグラン喜々津
ステーションタウン
弐番館
壱番館の好評につき、全42戸
の分譲マンションを建設し
完売しました。

ステーションホテル長崎諏訪　諏訪神社参道入口に位置する長崎市初のホテル。

40 Jisco Group 40th Anniversary 41



7月 ステーションホテル長崎諏訪 着工
8月 大村ステーションホテル長崎空港（115室） オープン
12月 小野アパート村（全7棟） 完成

不
動
産
事
業

ホ
テ
ル
事
業

2020［令和2年］

　3月 フロンティアききつⅡ 着工
　4月 ドゥグラン喜々津ステーションタウン弐番館 分譲

2021［令和3年］

2020-2021

世
の
中
の
出
来
事

◎九州各地で記録的な豪雨。九州5県で77人死亡、行方不明2人
◎アメリカ大統領選。民主党のジョー・バイデン前副大統領が再選を目指す共和党のドナルド・トランプ大統領を破り勝利

◎福島沖で地震、最大震度6強
◎2021マスターズ松山英樹がアジア人初となる優勝
◎東京五輪・東京パラリンピック開催
◎バイデン米大統領就任

大村ステーションホテル 長崎空港
ジスコホテルで最大の客室数を誇るホテル。
長崎空港にも近く好アクセス。

2 0 2 0 年 7月6日にステー
ションホテル長崎諏訪の起
工式がお膝元の「鎮西大社
諏訪神社」に於いて厳かに
執り行われました。　by河野

小野アパート村
市街化調整区域の緩和に伴い、
小野町に全7棟ツーバイフォーの
アパートを建設しました。

初めてのアパート建設で
不安でしたが業者さんに
支えられ、7棟の小野ア
パート村を完成すること
ができました。　  by宇野

喜々津での 分 譲 第 2
弾。引き渡しの際、お客
様の嬉しそうな笑顔が
私のエネルギーとなっ
ています。　    by益田

ドゥグラン喜々津
ステーションタウン
弐番館
壱番館の好評につき、全42戸
の分譲マンションを建設し
完売しました。

ステーションホテル長崎諏訪　諏訪神社参道入口に位置する長崎市初のホテル。
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◎岸田文雄氏が第100代首相に就任。岸田新内閣が発足
◎真鍋淑郎氏が2021年ノーベル物理学賞を受賞
◎タリバンがアフガン政権掌握。大統領府を占拠

2022［令和4年］
世
の
中
の
出
来
事

2021-2022

2021［令和3年］

　5月 ジスコホテル西海（61室） オープン
　ユートピア島原（80戸）取得
　ユートピア大村2（52戸）取得　　
　竹の久保ヒルズ（17戸） 取得
　MCマンション（20戸） 取得
ジスコ子ども支援株式会社設立

　5月 フロンティアききつⅡ 完成予定
　ステーションホテル長崎諏訪（97室）
　オープン予定

2021年5月コロナ禍にオープン
し、予約が入るか不安もありま
したが、ビジネスでのご利用もと
ても多く、たくさんの方にご利用
していただいております。　by林

フロンティアききつⅡ
2022年の完成目指して現在建設中！全95戸の賃貸マンションとなります。

ジスコホテル西海
西海市の誘致で新たに建てたホテル。
全室オーシャンビューで五島灘に沈む夕日を
眺めることができます。

完成が待ち
遠しくてワク
ワクしていま
す。　by堀田
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ジスコグループ
部署紹介
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　竹の久保ヒルズ（17戸） 取得
　MCマンション（20戸） 取得
ジスコ子ども支援株式会社設立

　5月 フロンティアききつⅡ 完成予定
　ステーションホテル長崎諏訪（97室）
　オープン予定

2021年5月コロナ禍にオープン
し、予約が入るか不安もありま
したが、ビジネスでのご利用もと
ても多く、たくさんの方にご利用
していただいております。　by林

フロンティアききつⅡ
2022年の完成目指して現在建設中！全95戸の賃貸マンションとなります。

ジスコホテル西海
西海市の誘致で新たに建てたホテル。
全室オーシャンビューで五島灘に沈む夕日を
眺めることができます。

完成が待ち
遠しくてワク
ワクしていま
す。　by堀田
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本社

『住生活満足宣言』をモットーにジスコグループの中枢を
担っております。
ジスコ不動産では売買・賃貸管理・工務・IT・経理・総務の
各部署でお客様のご希望に添える物件の提供や、家主
様や借主様に信頼いただけるよう努めております。
また、ジスコホテルでは全10施設の円滑な運営に加え、新
規ホテルの準備などを行っております。
今後もさらなる高みを目指し、お客様に「ちょっとだけいい
気分」になっていただけるよう、社員一同邁進してまいりま
す。

長崎 熊本

長崎市の中心部、諏訪神社の参道入口に位置する

「パークシティ諏訪」「諏訪パーキング」をはじめ、その

他長崎市の２物件「長崎ビル」「竹の久保ヒルズ」を所

有しております。

2022年には隣に「（仮称）ステーションホテル長崎諏訪」も

オープン予定で、ますます長崎市内でも「ジスコ」の活

躍の場を広げられるよう目指しております。

諏訪パーキングでは現地の管理人が毎日笑顔でご利

用の皆様をお迎えしております。

熊本県の荒尾・玉名・長洲・菊池に旧雇用促進住宅を

活用したユートピアシリーズ全310戸の賃貸物件を所有

しております。

取得後に室内のリフォームを行い、現在は社宅でのご

利用などで入居率が全物件80％以上と多くの方にご

入居いただいております。

現地のオンサイトマネージャーを中心に入居者の皆様

に快適に生活していただけるように日々活動しておりま

す。

　ジスコグループ
組織図 ジスコ

ホールディングス㈱

〒854-0072 長崎県諫早市永昌町4-26
　 0120-203-777  TEL0957-27-1112  FAX0957-26-1777
http://jisco-group.net/

〒854-0072 長崎県諫早市永昌町4-26
　 0120-203-777  TEL0957-27-1112  FAX0957-26-1777
http://jisco-group.net/

● 賃貸マンション・アパート事業
● 不動産売買・分譲マンション事業
● 管理事業
● 太陽光発電事業

● ビジネスホテル事業
● 太陽光発電事業

● 子ども食堂
● 子ども宅食
● 子ども無料塾

ジスコ
不動産㈱

ジスコ
ホテル㈱

ジスコ
子ども支援㈱

【社員行動規範】

【基本理念】

『住生活満足宣言！』
住環境ビジネスに携わる企業としての責任を自覚し、より良い住まいの提供をします。

◎愚直にお客様サービスに徹する
　うそのないオープンな会社

◎環境への取り組み　  『地球愛する宣言！』
　次の世代への責任を考える

◎消費者革命　  消費者至上主義『住生活満足宣言！』
　消費者のニーズを真剣に把握、即実行

ジスコ不動産
“消費者革命”を深く自覚し、
愚直にお客様サービスに徹します！

1

約束した事柄と時間は必ず守ります！2

報・連・相は確実に、タイムリーに実施します！3

大きな声と笑顔で、明るく挨拶をします！4

ムリ・ムダ・ムラをなくし、
コスト削減と省エネ・合理化につとめます！

5

安全運転とよいマナーで模範運転をします！6

集客・物件・営業の
3つのコンビネーションを大切にします！

7

ジスコホテル
笑顔とアイコンタクトでお客様をお迎えしましょう！1

お客様に“チョットだけいい気分”に
なっていただくようきがけましょう！

2

清掃・清潔を徹底しよう！3

大きな声と笑顔で明るく挨拶をしよう！4

報・連・相は確実にタイムリーに実施しよう！5

ムリ・ムダ・ムラをなくし、
コスト削減と省エネ・合理化につとめよう！

6

コストパフォーマンスが“日本一”のホテルを目指そう！7
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入居いただいております。

現地のオンサイトマネージャーを中心に入居者の皆様
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【社員行動規範】
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『住生活満足宣言！』
住環境ビジネスに携わる企業としての責任を自覚し、より良い住まいの提供をします。

◎愚直にお客様サービスに徹する
　うそのないオープンな会社

◎環境への取り組み　  『地球愛する宣言！』
　次の世代への責任を考える

◎消費者革命　  消費者至上主義『住生活満足宣言！』
　消費者のニーズを真剣に把握、即実行

ジスコ不動産
“消費者革命”を深く自覚し、
愚直にお客様サービスに徹します！

1

約束した事柄と時間は必ず守ります！2

報・連・相は確実に、タイムリーに実施します！3

大きな声と笑顔で、明るく挨拶をします！4

ムリ・ムダ・ムラをなくし、
コスト削減と省エネ・合理化につとめます！

5

安全運転とよいマナーで模範運転をします！6

集客・物件・営業の
3つのコンビネーションを大切にします！

7

ジスコホテル
笑顔とアイコンタクトでお客様をお迎えしましょう！1

お客様に“チョットだけいい気分”に
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2
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コスト削減と省エネ・合理化につとめよう！

6

コストパフォーマンスが“日本一”のホテルを目指そう！7

44 Jisco Group 40th Anniversary 45



ニューステーションホテル＆別館・レジデンス
ニューステーションホテルは2005年にジスコグ
ループの2店舗目としてオープンいたしました。
諫早駅東口から徒歩5分の好立地に恵まれ
たアクセスの良いホテルです。シングル65室ダ
ブル5室ツイン2室の全72室で8階には本明川
を眺めながら入れる展望浴場もあります。裏に
は諫早神社が控え、横には本明川が流れ表
の喧騒と対照的に諫早の情緒を感じることが
できます。徒歩圏内にたくさんの飲食店もあり
ビジネス、観光のお客様はもちろんですが地
元の方にもご宿泊いただいております。

島原ステーションホテル

ニューステーションホテル・プレミア

大村ステーションホテル

日本初のキリシタン大名「大村純忠」によりキリスト教とと
ても縁が深い大村市にジスコホテル5番目のホテルとして
2009年3月にオープンいたしました。長崎空港やＪＲ大村
駅、新大村駅、2つのインターチェンジから車で10分以内
とアクセスが良い立地です。展望浴場からは大村湾に沈
む夕陽や飛行機の離発着を見ながらの入浴は大好評で
す。「一期一会」の気持ちを込めて温かみがあるおもて
なしでお迎えいたします。

〒856-0828 長崎県大村市杭出津3丁目385-6
　 0120-５２７-５２８ TEL0957-52-7777 FAX0957-52-7756
http://www.jisco-group.net/osh/

〒856-0828 長崎県大村市杭出津3丁目385-6
　 0120-５２７-５２８ TEL0957-52-7777 FAX0957-52-7756
http://www.jisco-group.net/osh/

ニューステーションホテル 別館・レジデンス
〒854-0061 長崎県諫早市宇都町2-26
　 0120-９４７-３０２ TEL0957-23-6985 FAX0957-23-6986
http://www.jisco-group.net/nshr/

ニューステーションホテル 別館・レジデンス
〒854-0061 長崎県諫早市宇都町2-26
　 0120-９４７-３０２ TEL0957-23-6985 FAX0957-23-6986
http://www.jisco-group.net/nshr/

ニューステーションホテル
〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町5-4
　 0120-242-166 TEL0957-22-1113 FAX0957-35-1006
http://www.jisco-group.net/nsh/

ニューステーションホテル
〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町5-4
　 0120-242-166 TEL0957-22-1113 FAX0957-35-1006
http://www.jisco-group.net/nsh/

〒855-0046 長崎県島原市今川町930
　 0120-７１１-1６３ TEL0957-65-0666 FAX0957-65-0065
http://www.jisco-group.net/ssh/

〒855-0046 長崎県島原市今川町930
　 0120-７１１-1６３ TEL0957-65-0666 FAX0957-65-0065
http://www.jisco-group.net/ssh/

島原市の中心街にあり島原駅や島原港にも近く、ビジネ
スの拠点に最適です。島原の乱の舞台として有名な島
原城を望む好立地にあり、商店街もすぐ側ですので観光
のお客様にも大変ご好評いただいております。水の都と
呼ばれ清らかな湧水に恵まれ、新町一帯には錦鯉が優
雅に泳ぐ姿が見られます。雲仙温泉や小地獄へも車で
30分、世界遺産に登録された原城跡地まで40分ですの
で、少し足を延ばしての観光も楽しめます。

〒854-0072 長崎県諫早市永昌町4-26
　 0120-７９７-１１２ TEL0957-27-1122 FAX0957-27-1800
http://www.jisco-group.net/nsh-p/

〒854-0072 長崎県諫早市永昌町4-26
　 0120-７９７-１１２ TEL0957-27-1122 FAX0957-27-1800
http://www.jisco-group.net/nsh-p/

ニューステーションホテルプレミアは、2008年7月にオープ
ンしました。最上階にある展望浴場は、広い窓から諫早
市街が一望でき、旅の疲れを癒すことができます。また、
ビジネスホテルには珍しいバストイレ別々のセパレートタイ
プのお部屋は、我が家のように過ごせると、お客様より大
変ご好評いただいております。居心地のよい環境づくりと
温かみのある接客を心がけ、これからもがんばってまいり
ます。
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ニューステーションホテル＆別館・レジデンス
ニューステーションホテルは2005年にジスコグ
ループの2店舗目としてオープンいたしました。
諫早駅東口から徒歩5分の好立地に恵まれ
たアクセスの良いホテルです。シングル65室ダ
ブル5室ツイン2室の全72室で8階には本明川
を眺めながら入れる展望浴場もあります。裏に
は諫早神社が控え、横には本明川が流れ表
の喧騒と対照的に諫早の情緒を感じることが
できます。徒歩圏内にたくさんの飲食店もあり
ビジネス、観光のお客様はもちろんですが地
元の方にもご宿泊いただいております。

島原ステーションホテル

ニューステーションホテル・プレミア

大村ステーションホテル

日本初のキリシタン大名「大村純忠」によりキリスト教とと
ても縁が深い大村市にジスコホテル5番目のホテルとして
2009年3月にオープンいたしました。長崎空港やＪＲ大村
駅、新大村駅、2つのインターチェンジから車で10分以内
とアクセスが良い立地です。展望浴場からは大村湾に沈
む夕陽や飛行機の離発着を見ながらの入浴は大好評で
す。「一期一会」の気持ちを込めて温かみがあるおもて
なしでお迎えいたします。

〒856-0828 長崎県大村市杭出津3丁目385-6
　 0120-５２７-５２８ TEL0957-52-7777 FAX0957-52-7756
http://www.jisco-group.net/osh/
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　 0120-５２７-５２８ TEL0957-52-7777 FAX0957-52-7756
http://www.jisco-group.net/osh/

ニューステーションホテル 別館・レジデンス
〒854-0061 長崎県諫早市宇都町2-26
　 0120-９４７-３０２ TEL0957-23-6985 FAX0957-23-6986
http://www.jisco-group.net/nshr/
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http://www.jisco-group.net/nshr/

ニューステーションホテル
〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町5-4
　 0120-242-166 TEL0957-22-1113 FAX0957-35-1006
http://www.jisco-group.net/nsh/

ニューステーションホテル
〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町5-4
　 0120-242-166 TEL0957-22-1113 FAX0957-35-1006
http://www.jisco-group.net/nsh/

〒855-0046 長崎県島原市今川町930
　 0120-７１１-1６３ TEL0957-65-0666 FAX0957-65-0065
http://www.jisco-group.net/ssh/

〒855-0046 長崎県島原市今川町930
　 0120-７１１-1６３ TEL0957-65-0666 FAX0957-65-0065
http://www.jisco-group.net/ssh/

島原市の中心街にあり島原駅や島原港にも近く、ビジネ
スの拠点に最適です。島原の乱の舞台として有名な島
原城を望む好立地にあり、商店街もすぐ側ですので観光
のお客様にも大変ご好評いただいております。水の都と
呼ばれ清らかな湧水に恵まれ、新町一帯には錦鯉が優
雅に泳ぐ姿が見られます。雲仙温泉や小地獄へも車で
30分、世界遺産に登録された原城跡地まで40分ですの
で、少し足を延ばしての観光も楽しめます。

〒854-0072 長崎県諫早市永昌町4-26
　 0120-７９７-１１２ TEL0957-27-1122 FAX0957-27-1800
http://www.jisco-group.net/nsh-p/

〒854-0072 長崎県諫早市永昌町4-26
　 0120-７９７-１１２ TEL0957-27-1122 FAX0957-27-1800
http://www.jisco-group.net/nsh-p/

ニューステーションホテルプレミアは、2008年7月にオープ
ンしました。最上階にある展望浴場は、広い窓から諫早
市街が一望でき、旅の疲れを癒すことができます。また、
ビジネスホテルには珍しいバストイレ別々のセパレートタイ
プのお部屋は、我が家のように過ごせると、お客様より大
変ご好評いただいております。居心地のよい環境づくりと
温かみのある接客を心がけ、これからもがんばってまいり
ます。
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浜観ホテル

浜観ホテルは、ジスコホテルグループ7番目に誕生しまし
た。旧小浜観光ホテルを引き継ぎ、天然の温泉と橘湾に
沈む夕日がご覧になれる観光ホテルです。お部屋のタイ
プも用途に合わせて、シングルルーム、ツインルーム、トリプ
ルルーム、和室、バリアフリールームがございます。島原半
島の各観光地へも移動が便利なホテルです。是非ともご
利用をお待ち申し上げております。

喜々津ステーションホテル

2017年11月にＪＲ喜々津駅からほど近い場所にオープン
致しました。部屋数104室。最上階には大浴場もございま
す。喜々津駅からは長崎駅まで最短16分。また、国道34
号線からも程近く、諫早市内は勿論長崎市内までのアク
セスも良好です。60台以上の平置きの駐車場も完備して
おり、駐車場代金は普通車無料としておりご好評いただ
いております。地元在住のスタッフも多く、アットホームな雰
囲気で皆様のお越しをお待ちしております。

ジスコホテル京都御所西

ジスコホテル京都御所西は当社初となる京都の地に
2019年9月にオープンしました。場所は京都市の中心にあ
る京都御所から徒歩1分の好立地で、京都駅まで電車7
分、その他の主要観光地へは四方30分圏内です。客室
数40室、収容人数90名のこぢんまりとした当館は、和風の
門構えや中庭を配置しており京を感じる佇まいとなってい
ます。皆さまに快適に過ごしていただける空間を提供でき
るよう努めております。

大村ステーションホテル長崎空港

大村市では2店舗目となる大村ステーションホテル長崎空
港は、2020年8月にオープンいたしました。長崎の空の玄
関口長崎空港からも、高速大村インターチェンジからもア
クセスが良く、ビジネス、観光にも適した利便性を持ちま
す。客室には50型大型テレビを設置し、お仕事や旅の疲
れを癒す大浴場も備え、お客様の快適な空間づくりを目
指してまいります。皆様のお越しをスタッフ一同お待ち申
し上げております。

〒854-0514 長崎県雲仙市小浜町北本町1681
　 0120-９４７-８５３ TEL0957-74-2222  FAX0957-74-4611
http://www.jisco-group.net/ｈｋｈ/

〒854-0514 長崎県雲仙市小浜町北本町1681
　 0120-９４７-８５３ TEL0957-74-2222  FAX0957-74-4611
http://www.jisco-group.net/ｈｋｈ/

〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋331-1
　 0120-４３７-７７６ TEL0957-43-7722 FAX0957-43-7733
http://www.jisco-group.net/ｋsh/

〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋331-1
　 0120-４３７-７７６ TEL0957-43-7722 FAX0957-43-7733
http://www.jisco-group.net/ｋsh/

〒602-8013 京都市上京区下立売通烏丸西入五町目町177-1
　 0120-800-156 TEL 075-441-8001　FAX 075-441-8009
http://jisco-group.net/jhk/

〒602-8013 京都市上京区下立売通烏丸西入五町目町177-1
　 0120-800-156 TEL 075-441-8001　FAX 075-441-8009
http://jisco-group.net/jhk/

〒856-0814 長崎県大村市松並2丁目922
　 0120-217-317 TEL0957-52-7151 FAX0957-52-7121
http://www.jisco-group.net/osh-2/

〒856-0814 長崎県大村市松並2丁目922
　 0120-217-317 TEL0957-52-7151 FAX0957-52-7121
http://www.jisco-group.net/osh-2/
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ジスコホテル西海

ジスコホテル西海は2021年5月にオープンしたばかりのジ
スコホテルグループ最新のホテルです。シングル52室、ツイ
ン8室、バリアフリールーム1室の合計61室。全客室オー
シャンビューとなっており、昼は真っ青な海、夕刻は真っ赤
に染まる夕陽が一望でき、リゾートホテルと変わらない眺
望がお楽しみいただけます。松島行きフェリー乗り場もす
ぐ側にあり、ビジネス利用でも多くの方にご利用していた
だいております。

ステーションホテル長崎諏訪は、現在建築中で、2022年春頃オープン予定で
す。シングル86室、ツイン10室、バリアフリールーム1室の計97室です。長崎市の
中心部に位置し、諏訪神社電停のすぐそば。どちらに行くにもアクセス抜群！周
りには諏訪神社をはじめ、歴史的にゆかりの深い史跡もございます。駐車場を
ご利用の方は、隣接する諏訪パーキングをご利用ください。

〒857-2302 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2502－11
　 0120-708-877 TEL0959-23-0070 FAX0959-23-0071
http://jisco-group.net/jhs/

〒857-2302 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2502－11
　 0120-708-877 TEL0959-23-0070 FAX0959-23-0071
http://jisco-group.net/jhs/

〒856-0006 長崎県長崎市上西山町159番地
　http://jisco-group.net/shn/
〒856-0006 長崎県長崎市上西山町159番地
　http://jisco-group.net/shn/

2022年春
オープン予定
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ジスコグループ
事業・活動
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2016年（平成28年）6月15日(水曜日)付
読売新聞 掲載記事より。

子ども支援事業

こども食堂

成長期にある子どもたちの食育知育体育の促進や就学進学支援のため
ジスコ不動産、ジスコホテルでは、子どもたちのために少しでも役に立てばとの思いから
「子ども食堂」・「子ども支援基金」・「子ども宅食」・「子ども無料塾」の活動を行っております。

子どもたちの未来のために
活動趣旨

2016年（平成28年）6月7日(火曜日)付
長崎新聞 掲載記事より。

2016年（平成28年）6月15日(水曜日) 付　西日本新聞 掲載記事より。
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2020年（令和2年）5月17日（日曜日）付　長崎新聞 掲載記事より。

こども食堂

2018年（平成30年）6月8日（金曜日）付
長崎新聞 掲載記事より。

2021年（令和3年）7月5日（月曜日）付
長崎新聞 掲載記事より。

2019年（令和元年）6月23日（日曜日）付　長崎新聞 掲載記事より。

子ども支援基金

2019年（令和元年）5月26日（日曜日）付　長崎新聞 掲載記事より。

マスク寄付

子ども宅食子ども無料塾
創立40周年記念事業
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社内旅行
香 港 2005年

台 湾 2006年9月29日～10月1日、
2006年10月5日～7日

シンガポール 1993年11月8日

タ イ 1994年11月21日

ベトナム 2003年11月１３～１６日

今 は 亡 き 父 母
や義父母、そし
て弟も…あのと
きの皆の笑い声
が…      by徳永

社長おすすめの特大
シャコを初体験‼見
た目はグロテスクで
すが、たいへん美味
でした。　     by大島

2006年社内旅行。台湾に
人 生 はじめ ての 海 外 旅
行♪忠烈祠のピクリとも動
かない衛兵さんがとても印
象的でした！              by島

社長と奥さんのご
両 親も一 緒で家
族旅行みたいにタ
イ観光を楽しみま
した。        by鉄屋
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マカオ 2009年7月5日～7日、
2009年7月12日～14日

グアム 2010年6月20日～22日、
2010年6月27日～29日

済 州 2007年9月23日～25日、
2007年10月10日～12日

上 海 2008年10月12日～14日、
2008年10月18日～20日

美しい風景や興味惹かれ
る建物、疲れを忘れ、歩き
まわりました。好きな色を
選んだチマチョゴリもいい
思い出です。　 　 by渡邊

入社して初めての社内旅
行が、グアムでした。今で
もとても鮮明に記憶して
います。大変楽しかった
です。　  　　　 by 山本

ジスコ不動産、ホテ
ルスタッフとの年1
回の交流会。社内旅
行のおもいで、いっ
ぱいです。　by河埜

初めてのカジノ！
い ろ ん な 種 類 が
あってビックリ！な
かなか勝てないも
のです…　by鉄屋
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台 湾

タ イ 2013年6月28日～7月1日、
2013年7月12日～15日

2014年6月20日～22日、
2014年6月27日～29日

東 京 2011年6月25日～27日、
2011年7月2日～4日

ソウル 2012年9月1日～3日、
2012年9月8日～10日

銀座・浅草を巡りディズニー
ランドへ！ディズニーの素晴
らしい接客を体感しました。
最終日は鴨川シーワールド
で癒されました。　   by内田

煌びやかな寺
院 めぐりと、
〝初〟象乗り
が楽しかった
です。 by松本

観光、ショッピ
ング、食事、どれ
も充実して楽し
い時間を過ごせ
ました。　 by林

初の行先「台湾」では飲茶を堪能し夜は
九份へ。提灯が灯り、幻想的な雰囲気で
した。夜市では仲間とはぐれて1人で電車
に乗ってホテルに帰るハプニングも旅の
楽しい思い出です。                       by中村
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済 洲

西 安

2017年10月12日～14日

2019年9月7日～9日、
2019年9月14日～16日

香 港 2015年7月3日～5日、
2015年7月24日～26日

ベトナム 2016年7月30日～8月1日、
2016年8月4日～6日

2018年10月5日～7日、
2018年10月12日～14日台 湾

料理が美味しく
て食べすぎまし
た。高層ビルから
の夜景は圧巻で
した。　   by松本

社長が雑談の中で「古いパスポートがあると今のと間違うもんな～」と
話しているのを聞きながら「パスポート間違うわけがない」と思い自分
のパスポートを確認してみると、まさかの古いパスポートを持ってきて
いました…コントのようなやり取りがありましたが、皆さんに遅れなが
ら台湾に到着し、生涯忘れられない社内旅行となりました。   　by大島

たくさん食べて、たくさん歩い
て、初めての海外は貴重な経
験になりました★なかなか会
えないホテルスタッフとの交
流にもなりました‼　by田端

中国の広大さを
感じました。食
事は日本の方が
美味しいと思い
ます。　　 by林

2016年の社員旅行は2班に分か
れてベトナムホーチミンに行って
きました。サイゴン大聖堂等の市
内観光やメコン川クルーズを楽
しんできました。　　　   by河埜
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2006

2005

2004

2008

2009

2002
2007

2003

ジスコ忘年会

この人は誰ですか？
（現在体重90㎏）

by大島

家主さんや業者さん
との年1回の楽しい
ひととき！余興、楽し
んでもらえたかな？
　　　　　by鉄屋
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2017

2015

2014

2013

2011

2019

ジスコ忘年会

2010

2016

2018

毎年盛大に行われる忘年
会では社員の仮装や余興
で大盛り上がり！いろん
な方と触れ合える貴重な
時間です！　　　by内田

忘年会恒例の社員余興
「のんのこ踊り」来賓の
皆様に音頭をとってもら
い、楽しいひとときをす
ごしました。　    by奥村

2017年忘年会の社員余興は
AKB48「365日の紙飛行機」な
ど♪鉄屋さんのセーラー服姿も
バッチシでとても良い思い出の1
ページになりました。　  by佐藤

普段接すること
のないお客様に
お会いして楽し
くお話しできま
した。　 by加藤
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歌謡大会歌謡大会
第1回
2015年5月

第2回
2015年12月

第3回
2016年6月

第4回
2016年12月

趣味の範囲を超えた素晴らしい歌唱力や
演奏を披露し、子供から大人まで楽しめ
る一大イベントになっています♫次回開
催は未定ですが、ぜひ社長の深く情緒の
ある歌声もお楽しみください！　   by吉岡

自 作 の 歌 を 野
田 秀 之 先 生 の
ギ ター 演 奏 で
歌う贅沢なひと
とき。　by徳永

歌と衣装、皆さん
プロ級！熱気ムン
ムン！毎回、出演者
にパワーをもらっ
てます。　  by鉄屋
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第7回
2018年9月

第8回
2019年9月

第5回
2017年6月

第6回
2017年12月

歌謡大会

皆さんの豪
華な衣装に
圧倒されま
した。
　  by前田

早くも第7回目♪歌にダン
スに楽器演奏と盛りだく
さん★毎年八江議員にも
素敵な歌唱を披露いただ
いております‼　  by田端

大盛況の歌謡大会で
すがコロナ禍で2年開
催できていないので、
来年は開催できたら
いいですね☆　by山内
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川祭り

2009

2010

2012

2013

2015

2016

毎年着ぐるみで参加して
おり、子供達に好評でし
たが着ぐるみの中は灼熱
地 獄で 毎 回しにそうに
なっていました。　by大島

プレミアの屋上から見る花
火は大迫力でとても綺麗で
した。笑顔と歓声であふれ
るあの時間をまた体験でき
ますように♪　       by渡邊

2013年川祭り、妊娠中！お
腹が大きい中浴衣を着て
苦しかったけど、お客様や
社員と交流でき、楽しかっ
た思い出です☆　　  by島

屋 上 から見える
大花火！来ていた
だいた方々と楽し
い時間をすごしま
した！　   by奥村
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　創立４０周年の節目の年を迎え、ここに記念誌を発行できますことを、大変嬉しく思っております。
無事に記念誌の発行ができ、ご協力いただきました皆さまに感謝しております。
　制作にあたっては、写真集めからスタートし、懐かしい写真が出てくるたびに作業の手が止まり、
その時々のことを思い出しました。できるだけ写真を多く掲載し、皆さまにジスコの歩みを分かり易く、
また懐かしんでいただきながら読んでいただけるよう心がけました。実施してきたすべての業務を盛
り込むことができず、不十分な点もあるかと存じますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
　最後に、本誌発行に際し、お忙しい中ご寄稿をお寄せいただきました皆さま方、編集にご協力い
ただきました多くの方々に心より感謝申し上げます。
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