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◎1962年(昭和37年6月)…埼玉県川口市芝の地に総合葬儀社さがみ典礼を和田兼保氏により発足(アルファクラブグループ創業)
●1969年(昭和44年4月)…埼玉県川口市並木3-23-7に埼玉県民護助会を発足
●1973年(昭和48年10月)…地域住民のための互助会として事業拡張と将来への計画遂行のため、
株式会社埼玉県民護助会(資本金130万円)を設立
●1978年(昭和53年3月)…経済産業大臣より、
前払式特定取引業としての認可
（許可番号互第3097号）
を受ける
商号も株式会社互助センターに変更。
資本金130万円より500万円に増資
●1978年(昭和53年10月)…本店所在地を川口市芝中田1-2-13に移転、
●1980年(昭和55年1月)…栃木県宇都宮市大通り5-2-2に宇都宮営業所を新設

●1980年(昭和55年3月)…宇都宮地域の業務拡張のため、
本店所在地を宇都宮市大通り5-2-2に移転
●1989年(平成元年4〜12月)…資本金を500万円より1億2,000万円に増資

●1989年(平成元年5月)…社名を株式会社互助センターよりアルファクラブ栃木株式会社へと改称、
商号変更
●1997年(平成9年11月)…本店所在地を宇都宮大通り5-3-9に移転、社名もアルファクラブ株式会社に改称、商号変更
●1997年(平成9年12月)…本店所在地への本社屋完成に伴い、
本社事務所を移転

●1980年(昭和55年3月)…アルファクラブ株式会社
（旧株式会社互助センター）
の冠婚部として、
宇都宮市大通り5-2-2に発足
●1984年(昭和59年10月)…宇都宮市宿郷5-21-15に総合結婚式場宇都宮玉姫殿(現ベルヴィ宇都宮)を建設オープン
●1986年(昭和61年5月)…株式会社互助センターより栃木玉姫殿株式会社として設立

●1989年(平成元年5月)…社名を栃木玉姫殿株式会社よりベルヴィ宇都宮株式会社へと改称、
商号変更
教会名を、
一般公募より
「サント・メルヴェイユ」
に
●1999年(平成11年8月)…新チャーチオープン、
●1999年(平成11年10月)…チャーチ1Fにゲストハウス
「パストォーン」
オープン
●2000年(平成12年8月)…本館全般を改装し、
リニューアルオープン

●2005年(平成17年4月)…アルファクラブ株式会社に吸収合併し、
アルファクラブ株式会社
「冠婚部」
ベルヴィ宇都宮に改称

●2005年(平成17年9月)…本館全般及びゲストハウス「パストォーン」を改装し、リニューアルオープン
●2006年(平成18年8月)…本館にブライズルーム「プリンセスルーム」5部屋を新設

◎2007年(平成19年3月)…小山市栗宮1552-2に結婚式場「アン フラン ベルジュ」を建設オープン

●2007年(平成19年9月)…ゲストハウス「パストォーン」を改装し、リニューアルオープン

●1980年(昭和55年3月)…アルファクラブ株式会社(旧株式会社互助センター)の葬祭部として栃木県宇都宮市大通り5-2-2に発足
●1986年(昭和61年5月)…株式会社互助センターより、
栃木さがみ典礼株式会社として設立
●1989年(平成元年9月)…一般区域貨物自動車運送業免許を取得
（関自貨2第1691号）
●1991年(平成3年5月)…宇都宮市滝の原2-4-25に多目的ホール[宇都宮ホール]（現さがみ葬斎会館 滝の原）を新設、
葬祭本部を宇都宮市今泉町より移転。
真岡市田町6-15に
「さがみ葬斎会館 真岡」
を新設
●1995年(平成7年12月)…古河市東牛谷406-1に
「さがみ葬斎会館 古河」
を新設
●1997年(平成9年1月)…足利市田中町917-12に
「さがみ典礼 足利」
を新設
●1997年(平成9年4月)…日光市並木町12-6に
「さがみ典礼 今市」
を新設
●2000年(平成12年6月)…小山市粟宮1-13-32に
「さがみ葬斎会館 小山」
を新設
●2001年(平成13年11月)…鹿沼市東町1-3-26に
「さがみ典礼 鹿沼」
を新設
●2001年(平成13年12月)…宇都宮市元今泉6-4-22に
「さがみ葬斎会館 元今泉」
を新設
●2002年(平成14年11月)…大田原市紫塚1-2-11に
「さがみ葬斎会館 大田原」
を新設

●2002年(平成14年12月)…宇都宮市若松原3-1-13に
「さがみ典礼 若松原」
を新設
●2005年(平成17年4月)…アルファクラブ株式会社に吸収合併し、
アルファクラブ株式会社[葬祭部]栃木さがみ典礼に改称

●2005年(平成17年4月)…宇都宮市滝の原2-4-25に
「さがみ葬斎会館 滝の原」
を
新設し、
旧会館より移転
●2005年(平成17年4月)…真岡市田町14-1に
「さがみ葬斎会館 真岡」
を新設し、
旧会館より移転
●2006年(平成18年1月)…足利市葉鹿町505-1に
「さがみ典礼 葉鹿」
を新設

●2006年(平成18年12月)…栃木市野中町440-1に
「さがみ典礼 栃木」
を新設

●2007年(平成19年7月)…日光市瀬尾381-1に
「さがみ典礼 日光」
を新設
●2007年(平成19年8月)…那須塩原市材木町7-5に
「さがみ葬斎会館 黒磯」
を新設
●2007年(平成19年9月)…佐野市富岡町1519-1に
「さがみ葬斎会館 佐野」
を新設
●2007年(平成19年10月)…小山市喜沢1223-1に
「さがみ典礼 喜沢」
を新設

2015

2017

2018

●2005年(平成17年4月)…ベルヴィ宇都宮株式会社・栃木さがみ典礼株式会社を
吸収合併し、
ベルヴィ宇都宮を冠婚部、
栃木さがみ典礼を葬祭部とした中で、
互助会
部門と施行部門の一層の一体化を図る。
同時に資本金を1億円に減資
●2007年(平成19年6月)…地域密着を図るため社名をアルファクラブ株式会社より
アルファクラブ栃木株式会社へと改称、
商号変更
●2008年(平成20年7月)…那須塩原市下永田1-993-11
「乃木温泉ホテル」
を取得し、
運営開始
◎2010年(平成22年10月)…宇都宮市江野町2-1にビジネスホテル
「ホテルアーバングレイス宇都宮」
を建設オープン
●2010年(平成22年12月)…創業30周年記念感謝祭を開催
●2011年(平成23年7月)…茨城県エリア拡大のため、
社名をアルファクラブ栃木株式会社より、
アルファクラブ株式会社へと改称、
商号変更
●2015年(平成27年1月)…アルファクラブグループ栃木
（アルファクラブ）
創業35周年
◎2016年(平成28年5月)…アルファクラブグループ創業55周年
●2016年(平成28年10月)…宇都宮市江野町2-1ビジネスホテル
「ホテルアーバングレイス宇都宮」
を栃木法人として運営開始

●2008年(平成20年9月)…本館バンケットルーム
「アクロポリス」
及び
「シオン」
を改装し、
リニューアルオープン
●2009年(平成21年9月)…本館バンケットルーム
「スペーシア」
を新設し、
リニューアルオープン
●2010年(平成22年5月)…足利市永楽町8-2に結婚式場
「クラシックスクエア ベルフーガ」
を建設オープン
●2012年(平成24年9月)…ベルヴィ宇都宮 本館ロビー、ノースエントランスを改装し、リニューアルオープン
●2013年(平成25年9月)…ベルヴィ宇都宮 教会「サント・メルヴェイユ」及びゲストハウス「パストォーン」を改装し、リニューアルオープン
●2014年(平成26年1月)…「ベルヴィ宇都宮」オープン30周年
●2014年(平成26年12月)…宇都宮市インターパーク4-2-4に結婚式場「シエル ベル テール」を建設オープン
●2015年(平成27年9月)…ベルヴィ宇都宮本館バンケットルーム
「アクロポリス」を改装し、リニューアルオープン
●2016年(平成28年5月)…小山市栗宮1552-2結婚式場「アン フラン ベルジュ」を栃木法人として、運営開始
●2016年(平成28年9月)…那須郡那須町高久甲5462-1に結婚式場「ベル ラ クール」を建設オープン

●2017年(平成29年7月)…ベルフーガバンケットルーム「ラ・ヴェルデュア」
「アール・ル・ブランシェ」及びガーデンを
改装し、リニューアルオープン
●2018年(平成30年3月)…ベルヴィ宇都宮バンケットルーム
「ヴァーグ デリス」を改装し、リニューアルオープン

●2008年(平成20年10月)…さくら市卯の里5-58-3に
「さがみ典礼 氏家」
を新設
●2008年(平成20年10月)…矢板市扇町1-9-14に
「さがみ典礼 矢板」
を新設
●2008年(平成20年12月)…宇都宮市鶴田町1545-1に
「宇都宮御苑」
を新設
●2009年(平成21年12月)…古河市鴻巣417-71に
「さがみ典礼 古河鴻巣ホール」
を新設
●2010年(平成22年12月)…宇都宮市下川俣町67-9に
「さがみ典礼 下川俣 翠苑」
を新設
●2010年(平成22年12月)…宇都宮市中戸祭1-7-15に
「さがみ典礼 中戸祭」
を新設
●2011年(平成23年12月)…足利市朝倉町260-3に
「さがみ典礼 足利」
を新設し、
旧会館より移転
●2011年(平成23年12月)…筑西市玉戸1003-29に
「さがみ典礼 筑西ホール」
を新設
●2013年(平成25年11月)…猿島郡境町2171-14に
「さがみ典礼 境ホール」
を新設、
旧会館より移転
●2013年(平成25年11月)…那須塩原市東三島2-77-8に
「さがみ典礼 西那須野」
を新設
●2013年(平成25年11月)…日光市並木町12-6
「さがみ典礼 今市」
を改装、
リニューアルオープン
●2013年(平成25年12月)…小山市雨ケ谷700に
「さがみ典礼 小山雨ケ谷」
を新設
●2014年(平成26年2月)…宇都宮市みどり野町38に、
「さがみ典礼 みどり野」
を新設
●2014年(平成26年4月)…古河市三杉町1-7-23に、
「さがみ典礼 古河三杉ホール」
を新設
●2014年(平成26年9月)…宇都宮市一条1-3-29に、
「さがみ典礼 一条」
を新設
●2015年(平成27年8月)…宇都宮市元今泉6-4-3に、
「さがみ典礼 双樹苑」
を新設
●2015年(平成27年12月)…佐野市大橋町3183-2に、
「さがみ典礼 佐野大橋」
を新設
●2016年(平成28年8月)…宇都宮市千波町4-1に、
「さがみ典礼 千波」
を新設
●2016年(平成28年12月)…宇都宮市平松本町1302に、
「さがみ典礼 平松本町」
を新設
●2017年(平成29年3月)…足利市助戸東山町858-1に、
「さがみ典礼 助戸東山」
を新設
●2017年(平成29年4月)…宇都宮市南一の沢町2-32に、
「さがみ典礼 南一の沢」
を新設
●2017年(平成29年4月)…塩谷郡高根沢町宝石台5-12-3に、
「さがみ典礼 高根沢」
を新設
●2017年(平成29年12月)…下都賀郡壬生町本丸2-19-21に、
「さがみ典礼 壬生」
を新設
●2017年(平成30年2月)…宇都宮市若松原３-１-13
「さがみ典礼 若松原」
を改装、
リニューアルオープン
●2017年(平成30年2月)…真岡市並木町3-2-8に、
「さがみ典礼 真岡並木町」
を新設
●2018年(平成30年8月)…下妻市本城町2-84に、
「さがみ典礼 下妻ホール」
を新設
●2018年(平成30年12月)…宇都宮市御幸町258-1に、
「さがみ典礼 御幸町」
を新設予定
●2019年(平成31年1月)…鹿沼市戸張町1817-1に、
「さがみ典礼 鹿沼戸張町」
を新設予定

◎…アルファクラブグループ沿革

