
株式会社４℃ホールディングス

会社案内

すべては、お客様の“笑顔”や“ときめき”のために

株式会社４℃ホールディングス

〒141-0021東京都品川区上大崎 2-19-10

TEL：03-5719-3429  FAX：03-5719-4462

https://yondoshi.co.jp/



Corporate Philosophy
経営理念

私達は、お客様に信頼される企業を目指します。

私達は、社員に夢を与える企業を目指します。

私達は、社会に貢献できる企業を目指します。

私達は、株主に期待される企業を目指します。

当グループは、４℃ブランドを中心とした

グローバルファッション創造企業として、お客様の一歩先のニーズに

応える、お客様の生活文化を向上させる企業であり続けます。

そのために、人間尊重の基本理念のもと、

変革を恐れず挑戦し続ける企業文化を大切にします。

すべては、お客様の“笑顔”や“ときめき”のために。

Corporate Message
コーポレートメッセージ

水は自由奔放に、その姿を変えていきます。

時には繊細な光を放つ雪の結晶のように、また時には大きなうねりとなって大海原へ。

そして、岩や大地をも削り取る強い結束力さえもあります。

水は平凡どころか、すこぶる非凡であり、シンプルにしてきわめて強固。

それは、地球上のあらゆる生命に潤いをもたらせています。

「水のようでありたい」それが私たちのモノづくりの原点になっています。

「４℃」それは氷が張った水面の底の温度をあらわします。

唯一魚が生息できるいわば「安息の場」であり、

きびしい環境にあっての潤いそのものを意味します。

私たちは既存の価値に捉われることなく常に新しさと潤いをもたらす

商品の提案を続けています。

Brand Concept
『４℃』ブランドコンセプト
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History
沿革

繊維製品の販売を目的として広島市稲荷町に「十和織物株式会社」を設立

商号を「十和株式会社」に変更

「株式会社フジ」設立

４℃ブランド誕生

広島証券取引所へ上場

「株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ」設立

「十和株式会社」を「株式会社アスティ」に商号変更

「株式会社アージュ」設立

東証２部へ上場

「株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ」が東証２部へ上場

「株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ」が東証１部に指定替え

「株式会社アスティ」・「株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ」の共同持株会社

として「株式会社F&Aアクアホールディングス」へ商号変更、東証１部銘柄へ指定

同時に会社分割により新「株式会社アスティ」設立

「株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ」設立

「株式会社ハートフルアクア」設立

「株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス」を「株式会社４℃ホールディングス」

に商号変更

東証1部からプライム市場へ移行

1950年 5月

1951年 2月

1967年 9月

1972年 4月

12月

1986年 4月

1991年 9月

1996年 3月

2000年 3月

10月

2004年 8月

2006年 9月

2008年 9月

2012年   7月

2013年   9月

2022年   4月

3

「10 0 年企業」「10 0 年ブランド」を目指して
　４℃ホールディングスでは、「４℃」ブランドを中心としたジュエリー事業、ODMに取り組むア

パレルメーカー事業、小売店をチェーン展開するデイリーファッション事業を３つの柱に、それ

ぞれの事業領域において強みを発揮することで、すべてのステークホルダーの皆さまに高い価

値をもたらす企業になることを目指しております。

　２０２１年３月よりスタートした第６次中期経営計画では、経営環境の急激な変化に対し、当

社グループの強みを最大限発揮することで、お客様の期待を超える商品・サービスを提供し、

成長し続けてまいります。

　当社グループの主力であるジュエリー事業では、「４℃」ブランドの価値向上に向けた投資を

継続的に実行するとともに、デジタル社会におけるお客様とのエンゲージメントプロセスを確立

することで、新たな価値の創造に向け取り組んでまいります。

　アパレル事業では、デイリーファッション「パレット」の関西ドミナント深耕に引き続き取り組

んでまいります。約10店舗ペースの新規出店を継続し、地域の日常生活を応援する店舗づくり

を行うことで、当社グループの第二の柱となる事業へと育ててまいります。

　当社グループは、多様な事業を展開することで、安定した事業ポートフォリオを構築してまい

りました。今後におきましても、ジュエリー事業においては高収益体質の維持・強化へ、アパレ

ル事業においては出店による売上高の拡大へ、それぞれ取り組むとともに、創出されたキャッ

シュフローを効果的に活用することで、当社グループの財務基盤の安定性をより一層強固なも

のとしてまいります。

　そして、変化の激しい時代においても持続的成長を実現し、業界のリーディングカンパニーと

しての誇りとこだわりを持って、「100年企業」「100年ブランド」へと歩みを進めてまいる所存

です。今後も末永くご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

増田　英紀
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　エフ・ディ・シィ・プロダクツグループは、1972年に「４℃」ブランドを世に送り出して以来、すべての女性に「美しさ」と

「ときめき」をお届けすることを使命としてきました。

　特別な人へ贈る、特別なギフトジュエリーとして、いつしか日本で最も愛されるジュエリーブランドとなった「４℃」をはじめ、

心地良い空間で豊富な知識を誇るコンシェルジュが最高のホスピタリティをもってお迎えする「4℃ BRIDAL」、ファッション

ジュエリーセレクトショップとして展開する「Canal ４℃」、高い技術による繊細なデザインを演出する「EAU DOUCE４℃」等、

54

Jewelry Business
ジュエリー事業─エフ・ディ・シィ・プロダクツグループ

すべての女性に「美しさ」と「ときめき」を。

「身につける女性の心を満たすジュエリーをつくりたい」とい

う想いのもと生み出され、特別な贈り物として選ばれてきた

「４℃」。４℃のジュエリーは、身につける人と自然に調和す

る「シンプルの美」にこだわり続けます。

「４℃」から誕生したブライダル専門店。

厳選された上質なダイヤモンドルースや多彩なデザインの

ブライダルリングを取り揃えており、心地よい空間で豊富

な知識を誇るコンシェルジュが最高のホスピタリティを

お届けしています。

想いをつなぐジュエリーを届けたい。そんな願いから誕生し

た「Canal ４℃」。

流れる運河（カナル）を巡るように、楽しくきらめくジュエ

リーが、想いをつなぎます。毎日にそっと寄り添い、笑顔や

勇気をくれる、心を満たすジュエリーをお届けします。

「EAU DOUCE（オデュース）」 それは純粋で、やわらかな水。

高い技術によって生み出される繊細なジュエリーは触れる

たびに煌めきながら、身につけた女性の人生を美しくめぐ

ります。

数々の独自性のあるジュエリーを展開しており、様々な世代のお客様から高いご支持をいただいております。

　ジュエリー事業は4℃ホールディングスグループの成長牽引事業と位置づけています。商品企画・デザインから製造・販売

までを一貫して手がけるSPAの強みを活かしながら、これからも販売チャネルの多様化と海外展開を推進し、更なる成長

に向けて挑戦し続けます。
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　４℃ホールディングスグループではアパレル事業を安定収益基盤事業と位置づけています。アパレルODM事業、デイ

リーファッション事業を中心に、安定的かつ継続的に成長していきます。

76

Apparel Business

AS’ TY Group

アパレル事業─アスティグループ・アージュ

アスティグループ

age
アージュ

　アスティグループは、企画力と海外の生産背景を強みに

ODMに取り組むアパレルメーカー事業をはじめ、ホール

セール事業、ディベロッパー事業を展開しています。

　アパレルメーカー事業では、中国やバングラデシュを中

心に生産を行っています。

　長年の経験により培われた高い企画力と品質管理力は、

大手アパレルやGMS、専門量販店等のお客様より高い信

頼が寄せられています。

　　「暮らしを、ファッションを楽しみたいというお客様の

ためにいつも楽しい商品とサービスを提供し続けること」を

経営理念として掲げ、リテール事業に取り組んでいます。

　デイリーファッション『パレット』のチェーン展開を主力

事業として掲げ、主に関西地区へのドミナント出店を進め、

地域のお客様から愛され続ける企業を目指しています。

品質管理

　私たちは、大切なジュエリーをお客様へお届けする使命を担う企業としての誇り

とこだわりを体現すべく、業界最高水準の品質管理体制を構築しております。検

品、修理を行う施設としてジュエリーセンターを設立し、体系的に検査機の導入に

より、貴金属の分析やダイヤモンドの識別を科学的手法により行うとともに、専門

の検査員による仕様面のハンドチェックを行っております。厳格な基準を満たした

製品に刻印される「４℃」の文字には、本物のジュエリーである信頼と安心が込め

られています。

　ブランドの優位性を確立するため、４℃ホールディングスグループでは品質体制の強化に取り組み、業界では類を見ない

高水準の品質管理体制を構築しています。また、「100年企業」「100年ブランド」の実現に向け、人材育成を最重要課題と

位置づけています。

　品質管理と人材育成へのこだわりが、４℃ホールディングスグループの強みを産み、そして支えています。

科学的手法を取り入れた品質検査

人材育成

　接客のプロを育てるため、独自の人材教育制度をつくりあげました。基礎

から応用まで、体系化されたカリキュラムに基づき、研修、臨店指導、OJT等、

多彩な教育バリエーションのなかで、ホスピタリティマインドの高いプロの

ファッションアドバイザーを育てていき

ます。ロールプレイング形式で知識とス

キルをより深く習得するため、販売研修

施 設“F.D.C.FRIENDS COLLEGE”を 設

立しています。

模擬店スペースのある販売研修施設“F.D.C. FRIENDS COLLEGE”

RJC認証取得

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツはダイヤモンド、

金やプラチナの発掘から小売までの全行程において「責任ある取引」を推進する

国際的非営利組織であるRJC（Responsible Jewellery Council : 

責任あるジュエリー協議会）の認証を取得しております。

Jewelry Business
ジュエリー事業─エフ・ディ・シィ・プロダクツグループ
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私達は、社会への責務として社会貢献活動に取り組んでいます。

Trust & Responsibility
社会への貢献

 「日本水フォーラム」と「４℃」の取り組み

　水問題解決のために活動する「日本水フォーラム*1」との共同プロ

ジェクトを設立し、４℃ AQUA PROGRAMとして、深刻な水と衛生に

かかわる問題を抱える途上国の女性への継続的な支援を行っていま

す。2008年から活動を開始し、「４℃」をはじめとした商品の売上の

一部を寄付することで、水問題の解決に向けた取り組み支援を行って

おります。過去にはキリバス共和国 *2に対する雨水貯水タンクの設置

やスリランカ*3の水供給を改善する活動を支援してまいりました。

2016年以降はバングラデシュへ *4雨水貯水タンクの設置を行い、利

用や維持管理に関する知識と技術の定着活動に取り組んでおります。

安全な飲料水を手に入れることができるようになり、水の購入にかか

る費用や水に起因する病気の治療代の軽減、女性や子どもたちの水汲

み労働の削減にもつながっております。

＊1 日本水フォーラム：我が国の水に関する産業界、学会、政府（外務省、文部科学省、厚
生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省等）、NGO 等が広く参加し
た特定非営利活動法人。国内外の水問題の解決と併せて我が国の産業振興と国際平
和の確立に貢献することを目的としている。

＊2 キリバス共和国：首都タワラ　人口約9万人
＊3 スリランカ：首都スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ　人口約2,020万人
＊４ バングラデシュ：首都ダッカ　人口約1億5,940万人

アスティふれあいコンサート

　（株）アスティはプロのオーケストラ「広島交響楽団」の演奏によるコ

ンサートを開催しています。この活動は1985年から隔年で続けており、

毎回たくさんのお客様にご来場いただいています。

管弦楽：広島交響楽団

8

留学生支援

　（株）アスティでは、1991年より海外からの留学生を支援する「ひろし

ま国際センター留学生奨学金」への協力を継続して行っています。

留学生奨学金決定通知書授与式

バスタオルの寄付活動

　（株）アスティは「敬老の日」にあわせて、長寿を祝うため老人福祉施

設へバスタオルを寄贈しています。この活動は1972年から毎年継続し

ており、寄贈累計額は2億円以上となりました。この活動はお年寄りの

皆様に大変お喜びいただいており、今後も継続していきます。

老人福祉施設へのバスタオルの寄贈

©Japan Water Forum
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Corporate Data
会社概要

社　　　名  株式会社４℃ホールディングス

（英文）  YONDOSHI HOLDINGS INC.

所 在 地 〒141-0021

 東京都品川区上大崎2-19-10

設立年月日 1950年5月

資 本 金 24億8,652万円

事 業内容  ジュエリーを中心とするブランド事業 、アパレ

ル・バッグを中心とした企画・製造・卸売事業、

及び小売事業

U R L  https://yondoshi .co.jp/

役　員 （2021年5月29日現在）

代表取締役会長・C E O 木村　祭氏

代表取締役社長・C O O 増田　英紀

取 締 役 常 務 執 行 役 員 岡藤　一朗

取 締 役 執 行 役 員 西村　政彦

社 外 取 締 役 佐藤　充孝

取締役（監査等委員、委員長） 嵩下　昌宏

社外取締役（監査等委員） 秋山　豊正

社外取締役（監査等委員） 榊原　英夫

社外取締役（監査等委員） 北川　展子

（株）４℃ホールディングス

（株）エフ・ディ・
シィ・プロダクツ

関係会社 関係会社

（株）アスティ （株）アージュ

●（株）エフ・ディ・シィ

・フレンズ

● （株）アロックス

●（株）アスコット

特例子会社

● （株）ハートフルアクア

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

代 表 者 代表取締役社長

 瀧口　昭弘

本社所在地 〒141-8544

 東京都品川区上大崎

 2-19-10

事 業 内 容 ジュエリー、服飾雑貨等の

 企画・製造

設　　　立 1986年4月

資 本 金 4億円

URL： https://www.fdcp.co.jp/

株式会社アスティ

代 表 者 代表取締役社長　

 矢口　靖司

本社所在地 〒733-8641

 広島市西区商工センター

 2-15-1

事 業 内 容 アパレル及びバッグ

 メーカー、アパレル卸

設　　　立 2006年9月

資 本 金 1億円

URL： https://www.asty.co.jp/

株式会社アージュ

代 表 者 代表取締役社長　

 中野　久史

本社所在地 〒733-0833

 広島市西区商工センター

 2-15-1

事 業 内 容 総合衣料チェーン等の

 運営

設　　　立 1996年3月

資 本 金 1億円

URL： https://www.palette-age.jp/

（2021年3月1日現在）
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株式会社４℃ホールディングス

会社案内

すべては、お客様の“笑顔”や“ときめき”のために

株式会社４℃ホールディングス

〒141-0021東京都品川区上大崎 2-19-10

TEL：03-5719-3429  FAX：03-5719-4462

https://yondoshi.co.jp/




