
株式会社 三城ホールディングス 会社案内

経営理念

第一に お客様とその未来のために
Firstly, For customer and their future.

第二に 社員とその未来のために
Secondly, For our associates and their future.

第三に 企業とその未来のために
Thirdly, For company and its future.



Corporate Profile
株式会社 三城ホールディングス会社概要

（2021年6月25日現在）

【商号】 株式会社 三城ホールディングス
PARIS MIKI HOLDINGS Inc.

【創業】 1930年10月10日

【設立】 1950年1月27日

【本店所在地】 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号

【本社所在地】 東京都港区海岸1丁目2番3号

【資本金】 59億107万5千円

【上場証券取引所】 東京証券取引所 市場第一部
（証券コード 7455）

【役員】

代表取締役会長 多根 幹雄

代表取締役社長 澤田 将広

取締役副社長 中尾 文彦

社外取締役 岩本 章子

社外取締役 仁野 覚

常勤監査役 永田 俊郎

社外監査役 西村 善朗

社外監査役 佐田 俊樹

執行役員 営業担当 恒吉 裕司

執行役員 海外戦略・東アジア担当 棚田 真文

執行役員 財務経理担当 加山 雄治

執行役員 能力引出し担当 富永 良一

【主要株主】 株式会社ルネット 21,323千株 (41.97%)

※主要株主については2021年3月31日現在の株主情報であります。

https://www.paris-miki.com/

本社住所・電話番号
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング 10階
電話（代表）：03-6432-0711



Corporate Profile
株式会社 三城 会社概要

（2021年6月16日現在）

【商号】 株式会社 三城
PARIS MIKI Inc.

【設立】 2009年1月15日

【事業内容】 眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う
眼鏡専門店チェーン、郊外型店舗、テナント型
店舗およびビルイン型店舗を国内に展開

【本店所在地】 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号

【本社所在地】 東京都港区海岸1丁目2番3号

【資本金】 1億円
（株式会社三城ホールディングス 100％出資）

【役員】

代表取締役社長 澤田 将広

取締役 加山 雄治

取締役 恒吉 裕司

取締役 吉川 賢二

監査役 小島 典彦

監査役 佐田 俊樹

執行役員 吉田 公彦

執行役員 徳岡 清和

執行役員 正城 幸二郎

執行役員 筒井 嘉一

執行役員 富永 良一

執行役員 清水 伸生

【営業店舗数】 国内店舗 642店舗（2021年3月31日現在）

※のれん自立店97店舗を含む

【従業員数】 2,981名（2021年3月31日現在）

https://www.paris-miki.co.jp/

本社住所・電話番号
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング 10階
電話（代表）：03-6432-0751



Corporate Profile
株式会社 金鳳堂 会社概要

（2021年6月16日現在）

【商号】 株式会社 金鳳堂
KIMPO-DO Co. Ltd.

【創業】 1887年4月

【設立】 2009年1月15日

【事業内容】 眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店

百貨店店舗およびビルイン型店舗を展開

【本社所在地】 東京都港区海岸1丁目2番3号

【資本金】 1億円

（株式会社三城ホールディングス 100％出資）

【役員】

代表取締役社長 恒吉 裕司

取締役 沖 真水

取締役 来女木 靖和

監査役 遠藤 晃

【店舗数】 20店舗（2021年3月31日現在）

【従業員数】 229名 （2021年3月31日現在）

https://www.kimpo-do.com/

本社住所・電話番号
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング 10階
電話（代表）：03-6432-0765

1887年創業の金鳳堂は、長年培われてきた歴史と伝統に、
お客様お一人おひとりに徹底してご満足いただくという強い信念に加えて、新しい技術と知識の研鑽を怠らずに、

長い間安心してお使いいただける眼鏡づくりを目指して歩み続けています。
「本物の価値を提供する。」私たちの眼鏡づくりはそこから始まりました。

ご要望を伺い、丁寧に対応しながら、お客様とともにベストでオンリーワンの眼鏡をつくり上げる。
時代とともにデザインや技術は変わっても、お客様に対する金鳳堂のおもてなしの心は変わりません。



Corporate Profile
株式会社 グレート 会社概要

（2021年6月16日現在）

【商号】 株式会社グレート
GREAT Inc.

【建設業大臣許可番号】 （特－20) 第20218号

【一級建築士事務所登録番号】 (一級) 第450567号

【設立】 1972年9月

【事業内容】 総合建設業、内装仕上業、不動産の売買・仲介 、
店舗維持管理、カフェ事業

【資本金】 1億円
（株式会社三城ホールディングス 100％出資）

【役員】

代表取締役 臼井 信吾

取締役 佐藤 和彦

取締役 大平 一雄

監査役 赤田 実千尋

監査役 加山 雄治

【事業所】

（本社） 〒672-8040
兵庫県姫路市飾麿区野田町40番地

（東京事務所） 〒105-0022
東京都港区海岸1丁目2番3号
汐留芝離宮ビルディング 10階

【従業員数】 13名（2021年3月31日現在）

https://www.paris-miki.com/about/great.html

お問い合わせ先・電話番号
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング 10階
電話（代表）：03-6432-0910

常にお客様の目線での顧客満足を追求し、
小スペースから大型施設まであらゆる空間をプロデュース。

ご来店されたお客様に感動していただける価値観を共有できる店づくりを目指してまいります。



Corporate Profile
株式会社 クリエイトスリー会社概要

（2021年6月16日現在）

【商号】 株式会社 クリエイトスリー
Create three Co., Ltd.

【事業開始】 2011年1月11日

【事業内容】 眼鏡枠製造及び貴金属製品等の製造販売

【本社所在地】 福井県鯖江市三六町1-1-40

【資本金】 1億円
（株式会社三城ホールディングス 100％出資）

【役員】

代表取締役社長 吉川 賢二

常務取締役 高島 永英

取締役 塚田 靖

監査役 吉田 公彦

【従業員数】 63名（2021年3月31日現在）

http://www.create3.jp/

本社住所・電話番号
〒916-0021  福井県鯖江市三六町1-1-40
電話（代表）：0778-51-2833

他にないもの、そして世界一のもの、付加価値の高い、創造性の高い製品を創る、「ものづくり」の企業として、
クリエイトスリーは2011年1月、福井県鯖江市に産声を上げました。

3次元での製品デザインや直彫りでの金型製作といった、最新のデジタル技術を駆使しながらも、
歴史ある鯖江の眼鏡職人の技術、匠の技を大切にし、継承していくことに力を入れています。

最先端技術と匠の技との融合が、クリエイトスリーの「ものづくり」。
三城グループの一員として、その企業理念「お客様とその未来のために」、

すべてのお客様にご満足をいただける高品質、高付加価値の製品を創り続けます。



Corporate Profile
株式会社 オプトメイク福井会社概要

（2021年6月16日現在）

【商号】 株式会社 オプトメイク福井
O.P.T make FUKUI Co., Ltd.

【設立】 1989年2月7日

【事業内容】 眼鏡枠の修理加工

【本社所在地】 福井県鯖江市神中町2丁目501番18

【資本金】 2千万円
（株式会社三城ホールディングス 100％出資）

【役員】

代表取締役社長 吉川 賢二

取締役 高島 永英

取締役 山本 真裕

監査役 吉田 公彦

【従業員数】 18名（2021年3月31日現在）

本社住所・電話番号
〒916-0016 福井県鯖江市神中町2丁目501番18
電話（代表）： 0778-53-0557

高品質の日本製「めがね」を、より長くお使いいただけるよう、
オプトメイク福井ではめがねフレームの修理を行っております。

「めがね」はお顔の真ん中にかけるもの・・・
お気に入りの一本を、お客様お一人おひとりにお合わせして、

高い技術力で修理してまいります。

https://www.paris-miki.com/about/optmakefukui.html



History 三城のあゆみ

1930年に兵庫県姫路市で時計と眼鏡の兼業店として創業した三城。
創業からアジアを中心とした海外展開、そして「人に合わせる」の精神が生んだサービスなど、
これまでの三城のあゆみをご紹介します。

•1930 10月 兵庫県姫路市において正確堂時計店を創業し、多根良尾（故人）が時計・眼鏡の販売・修繕を行う

•1950       1月 株式会社三城時計店を設立（兵庫県姫路市）

•1960 3月 社名を株式会社メガネの三城に改め、眼鏡専門の小売店へ移行する

•1973       3月 初めての海外進出として、フランスに現地法人を設立し、パリ市オペラ通りにパリ店をオープンする

•1974       1月 東日本地域の本格的な出店を図る拠点づくりのため、株式会社パリーミキ（東京都中央区）を設立する

•1974       7月 シンガポール現地法人が、プラザ・シンガプーラ店をオープンする

•1977 1月 お客様のお声・ご要望を経営に反映させるために開催してきたモニター会が母体となり、
「岡山ぬうびじょんくらぶ」（現在の「ぬうびじょんくらぶ」）が発足される

•1978       7月 お客様お一人おひとりに合わせた新しい眼鏡創りの研究開発を始めるため、岡山県岡山市に三城光学研究
所を開設する

•1979       11月 初めての郊外型店舗、西大寺店を岡山県岡山市にオープンする

•1980       5月 眼鏡光学機器の技術研究および開発を主な目的とした株式会社パリーミキ技研(兵庫県姫路市)を設立する

•1988       3月 株式会社パリーミキと株式会社パリーミキ技研を吸収合併し、社名を株式会社三城に改め、本社を東京都
中央区に移転する

•1990       2月 お客様へのサービスの充実と、販売・商品・人事・会計管理業務の効率化を目的として、POSシステムを
全店に導入する

•1992       2月 中国・上海大学への眼鏡光学の専門家養成に関する技術協力を発表する

•1992       10月 中国・上海市に「巴黎三城上海・金陵東路店」をオープンする

•1994       1月 コンピュータ・グラフィックス「ミキシム・デザインシステム」を駆使した近未来型店舗
「ルーヴル・ミキシム店」をオープンする

•1994       10月 「ミキシム・デザインシステム」を国内店舗へ導入

•1995       8月 日本証券業協会へ株式を店頭登録

•1996       12月 東京証券取引所 市場第2部に株式を上場

•1998       8月 東京証券取引所 市場第1部に株式を上場

•1998       9月 直営店舗からのれん自立型店舗への転換を開始する

•2002       2月 ミキシム・デザインシステム「mimir：ミーミル」が「第6回情報システム大賞」
（主催：日経コンピュータ）中規模部門でグランプリを受賞する

•2004       5月 本社を東京都中央区銀座に移転する

•2009       4月 株式会社三城ホールディングス誕生

•2010       1月 老舗眼鏡店「金鳳堂」より眼鏡小売事業を譲り受け、子会社「株式会社金鳳堂」により新たに事業を開始
する

•2010       2月 東京都品川区に本社機能を移転・統合する

•2011       1月 福井光器株式会社より眼鏡枠製造設備等の資産を譲り受け、新たに子会社「株式会社クリエイトスリー」
による眼鏡枠製造事業を開始する

•2012       11月 本社を東京都港区に移転する

•2014       12月 ベトナムに医療関連事業を目的とする現地法人HATTORI & DREAM PARTNERS LTD.を設立し、ハノイ
市に「日本国際眼科病院」を開設する

•2016       6月 フィリピンに1号店をオープン

•2016       12月 本社を東京都港区海岸1-2-3に移転する

•2019       6月 眼鏡枠の修理専門会社であるオプトメイク福井の全株式を取得し、グループ化する

年



History 金鳳堂のあゆみ

創業明治20年。以来、132年にわたり眼鏡づくりに携わってきた金鳳堂。お客様の「求めていらっしゃる
それ以上のものをご提供する。」「創造力を駆使して、眼鏡からはじまる幸福をお届けする。」という思
いを胸に未来を見つめながら前へ、先へ、次へと進んでいく、金鳳堂のこれまでのあゆみをご紹介します。

•1887 4月 東京 日本橋通り2丁目に眼鏡店を創業する

•1928 9月 東京 京橋に移転

大型眼鏡専門店を開設し、日本で初めて最新の欧米検眼機器類を設置

•1933 3月 日本橋 髙島屋の眼鏡売場を担当し、初めて眼鏡専門店による百貨店眼鏡売場に進出

7月 新宿 伊勢丹眼鏡売場を担当

8月 東京 銀座2丁目1番地に金鳳堂眼鏡店オープン

•1936       8月 大連市(現 中国)に眼鏡店小売部および卸売部開設

満鉄内に眼鏡小売部を開設

三越大連支店の眼鏡売場を担当

•1945       3月 京橋本店は戦時特別措置により撤去、銀座店は戦災消失

8月 大連市の3店舗は終戦により閉鎖

•1946       3月 仮建築にて京橋本店を復興、営業を再開

•1953       7月 戦後多店舗化の第1号店として東京駅名店街直営店舗を開設

12月 株式会社金鳳堂として法人設立

•1990       10月 マレーシア伊勢丹店 現地法人 KIMPO-DO(M)SDN BHD設立

•2010       1月 三城ホールディングスのグループ傘下に入る

•2013       10月 KINPO-DO premio 目黒店をオープン

•2014       9月 シンガポール伊勢丹 スコッツ店をオープン

•2015       11月 丸井今井 札幌本店オープン

•2016       11月 京橋エドグラン1Fに京橋本店をオープン

•2018       6月 本社を東京都港区海岸に移転

年


