今日に感謝、明日に挑戦
そして、輝く未来へ
ごあいさつ
生き抜くことが簡単でない時代
今
だからこそ、
私たちには何ができるかを考え行動し、
『社会の一員』
として社会に貢献できるように
取り組んでいくことが大切だと思っています。
リラクゼーション業を通じ、
現代社会のストレスに
代表取締役

林 加奈恵
Kanae Rin

さらされた多くの人に勇気や元気、
癒しを受け取って
いただく。
お客様との出会いを大切に、
共存共栄の精神で
私たちはサービス業のプロとしての誇りを持ち、
お客様に喜んでいただくという使命感を持って、
私たちにできることから ひとつずつ確実に
日々精進して参ります。
人のチカラを信じて

レー

とは

フランス語で「輝き」
多くの人々に輝きを与え、またその輝きが光りの輪となり広がるようにという想いを込めて命名しました。

心と身体のリラクゼーションを
提供致します
ストレス社会の到来の中で、
リラクゼーションに対する人々の関心の高まりに応えられる
ものはサービスの複合化です。
現代では、単なる入浴やスパ施設からリラクゼーション要素を加えた施設へとシフトし、
その中でもさらに細分化されたサービスへの進化が問われています。
このような流れの
中で、私たちは全ての施設･サービスを常に発展・複合化させるとともに、利用者が
その効果を理解し、納得の上で利用できる質の高いサービスを提供していかなくては
なりません。人々の心と身体の本当の
「癒し」
をケアするという大きな目標を目指し、私たち
グループ全体で取り組んでまいります。

私たちは、健康文化の創造を
めざします
私たちはそのコンセプトの実現に向けて、常に創造を怠りません。
単にリラクゼーション環境を提供するだけにとどまらず、事業を通じて社会に貢献できる
組織体系を考えていかなければなりません。
人々が健康を分かち合える機会を創造し、私たちの事業を通じて、施設の開発による
地域社会や文化への貢献まで含めた事業展開を行うことを目標とします。

4 つの約束
お客様に喜んでいただけることを追求し、提供する
お取引先の皆様と共に発展する
スタッフのやりがいと成長を大切にする
人々が幸せに過ごせる社会作りに貢献する

リラクゼーション事業
私たちは、人の手のぬくもりとチカラを信じ、オールハンドのメニューを中心としたリラクゼーションサービスを
提供し、皆様の疲れた心と身体を癒していきたいと考えております。

ボディケア
肩こりや腰の張りをはじめとする身体の疲れを、ツボの刺激やストレッチ
などの手技で無理なく効果的にしっかり揉みほぐします。
凝りや張り ( 筋肉の緊張 ) は、全身のバランスを崩してしまいます。
そういった多くのストレスから心身をリラックスさせるのがボディケアの
目的です。

フットケア
足つぼは、中国古来より伝わる健康法で、足裏のツボを刺激し、全身の血液
循環・代謝機能を活性化します。
足オイルリンパは、オーガニックオイルを使用し、足裏の反射区から脚全体
をソフトに刺激します。脚の付け根のリンパまで流すことにより、老廃物の
排出を促し、むくみが緩和されます。

全身オイルケア
天然植物性オイルを用いたトリートメントです。
筋肉を大きく動かすことで、滞ったリンパ液の流れを正常にし、筋肉の緊張
や疲労により引き起こされる痛み、全身の疲れ、むくみなどの緩和が期待
できます。

フェイシャル
紫外線や乾燥、生活習慣、日頃のストレスなどから、女性の肌は、シワ・シミ・
くすみ・たるみ・ニキビ・乾燥肌などの気になるトラブルでいっぱいです。
季節や肌トラブルに応じ、また美白・アンチエイジングといったテーマに
合わせ厳選された商材を用い、オールハンドにて丁寧にトリートメントを
致します。

ヘッドスパ
アロマベースの美容クリームを使用して、頭皮のハリを心地よい刺激で
単年にほぐしていきます。
トリートメント効果により、髪の毛を乾燥やダメージから保護し、健康な
頭皮と美しい髪に甦らせリフレッシュさせます。

アロマテラピー
植物より抽出した天然の精油を用いた、やわらかなタッチのトリートメント
です。精油の香りに包まれて、心身共にリラックスしていただけます。

タイ式リラクゼーション
インドのヨガストレッチとボディケアを融合させた、独特のリラクゼーション
です。ゆったりとしたリズムで、凝りや張りを緩めてから筋肉を伸ばしながら
ほぐしていきます。

あかすり
あかすり専用のタオルで体を直接擦ることによって、古くなった角質や毛穴
に詰まった老廃物をきれいに取り除きます。
古くなった垢を取り除くことにより新陳代謝を活発にし、血行を促します。
特に乾燥肌の方は毛穴から老廃物を取ることにより、お肌自身が水分を出し、
なめらかになります。

体質改善セラピー
安全な最新マシーンやオールハンドトリートメント、ホームケアのアドバイス
を通じて、身体を芯から温め、デトックスすることにより体内循環 ( 巡り ) を
良くして完全な体質改善を図り、健康的で美しい身体へと導きます。

展開ブランドのご紹介

美 楽 園（びらくえん）

温浴施設・温泉宿内のサロン

ボディケアと足つぼ、あかすりを主体としたメニュー展開を
行っております。
スパ施設に必携のリラクゼーションとして、湯上がりの癒し
をサポートいたします。

フィトナチュール

ホテル・商業施設内のサロン

オーガニックオイルでのオイルリンパトリートメントを主体
としたメニュー展開を行っております。
ゆったりとした個室で、くつろぎの時間と空間を演出いたし
ます。

グランフィトナチュール

ホテル内のサロン中心

１ランク上の店舗をイメージして、空間演出をしております。
訪れる顧客へ最良のサービスを以て、おもてなしいたします。
近年はホテルサロンだけでなく、大型温浴施設でも展開して
おります。

ソンノ ／ プチラグゼ

商業施設内のサロン

駅近くの商業施設内で、日常の癒しのサポートを担います。
ボディケア・足つぼを主体としたメニュー展開を行っており
ます。
忙しい日々の合間をケアから休日のゆっくりとした時間まで、
幅広いニーズに対応いたします。

沿革
2002年
（平成14年)

2003年

3月 メダリオングループが新日本マッサージを買収、株式会社クレールに商号変更
大阪市中央区難波に本店登記
5月「フィトナチュール」店舗展開 開始

（平成15年)

2004年

7月 東京都港区芝浦に東京支社を設置

（平成16年)

2007年

10月 林 加奈恵が代表取締役に就任

（平成19年)

2008年

10月「美楽園」店舗展開 開始

（平成20年)

2012年

4月「ソンノ」「プチラグゼ」を吸収分割により承継、店舗展開 開始

（平成24年)

会社所在地
OSAKA MAIN OFFICE

TOKYO OFFICE

〈大阪本社〉
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-27
E-mail：office@claire-jp.com
TEL：06-6641-3373
FAX：06-6641-4490

〈東京支社〉
〒108-0023 東京都港区芝浦3-14-5テクス芝浦4F
E-mail：tokyo@claire-jp.com
TEL：03-5440-7575
FAX：03-5440-1801

http://claire-jp.com
当社は一般社団法人 日本リラクゼーション業協会に加盟しております。
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大阪府大阪市中央区難波3-2-27
東京都港区芝浦3-14-5 テクス芝浦4F

2,018,798 ( 千円 )

取 引 銀 行

りそな銀行 船場支店、 りそな銀行 難波支店
みずほ銀行 難波支店、 三菱東京UFJ銀行 難波支店

事 業 内 容

ホテル・温浴施設内リラクゼーションスペース企画運営
商業施設内リラクゼーションスペース企画運営
ホテル客室リラクゼーションセラピスト派遣

主要お取引先
株式会社アスタ西東京
株式会社アトレ
アパホテル株式会社
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社池の平ホテル＆リゾーツ
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
大江戸温泉物語株式会社
大阪観光株式会社
株式会社クア・アンド・ホテル
ケーヨーリゾート開発合同会社
株式会社コシダカ
株式会社コロナ
株式会社JR大分シティ
JR九州ホテルズ株式会社
株式会社そごう・西武

株式会社東急モールズデベロップメント
東京ベイヒルトン株式会社
株式会社東京ベイホテルズ
株式会社東京ベイ舞浜ホテル
東武食品サービス株式会社
株式会社阪急商業開発
株式会社ファーストリテイリング
分鉄開発株式会社
株式会社ホテルオークラ東京ベイ
万葉倶楽部株式会社
三菱地所株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
湯快リゾート株式会社
横浜新都市センター株式会社
株式会社レオマユニティー
※五十音順 敬称略

出店店舗 《出店先》
<2002年>
3月 信州健康ランド店（長野県）
《信州健康ランド》

4月 Petit Luxe 阿佐ヶ谷店（東京都）
《パサージュ阿佐ヶ谷》

美楽園 石和健康ランド店（山梨県）

Petit Luxe 田無アスタ店（東京都）

かすかべ湯元温泉店（埼玉県）

Petit Luxe 東戸塚店（神奈川県）

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル店（千葉県）

Petit Luxe 木曽川店（愛知県）

ヒルトン東京ベイ店（千葉県）

Petit Luxe 三好店（愛知県）

ホテルオークラ東京ベイ店（千葉県）

Petit Luxe デュー阪急山田店（大阪府）

《石和健康ランド》

《かすかべ湯元温泉》

《シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル》
《ヒルトン東京ベイ》

《ホテルオークラ東京ベイ》

<2006年>
4月 フィトナチュール 佐久平店（長野県）
《佐久平プラザ21》

<2007年>
4月 フィトナチュール 池の平店（長野県）
《白樺リゾート池の平ホテル》

《田無アスタ》

《西武東戸塚店 オーロラモール館》
《イオン木曽川》
《イオン三好》

《デュー阪急山田》

Petit Luxe 川西モザイクボックス店（兵庫県）
《川西モザイクボックス》

5月 美楽園 東京健康ランドまねきの湯店（東京都）
《東京健康ランド まねきの湯》

7月 美楽園 横浜みなとみらい店（神奈川県）
《横浜みなとみらい万葉倶楽部》

12月 美楽園 ホテル新光店（山梨県）
《大江戸温泉物語 ホテル新光》

グランフィトナチュール ヒルトン東京ベイ店（千葉県） <2013年>
《ヒルトン東京ベイ》

<2008年>
2月 フィトナチュール ホテル千畳店（和歌山県）
《湯快リゾート 南紀白浜温泉 ホテル千畳》

3月 美楽園 君津の森店（千葉県）
《大江戸温泉物語 君津の森》

10月 美楽園 お台場店（東京都）
《大江戸温泉物語 東京・お台場》

<2009年>
3月 フィトナチュール 109町田店（東京都）
《109 MACHIDA》

11月 フィトナチュール 白浜御苑店（和歌山県）
《湯快リゾート 南紀白浜温泉 白浜御苑》

フィトナチュール 肥後橋店（大阪府）
《アパホテル ＜大阪肥後橋駅前＞》

<2010年>
7月 美楽園 すんぷ夢ひろば店（静岡県）
《大江戸温泉物語 すんぷ夢ひろば》

フィトナチュール 神戸店（兵庫県）
《神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部》

8月 美楽園 レオマの森店（香川県）
《大江戸温泉物語 レオマの森》

<2011年>
4月 美楽園 万葉の湯 町田店（東京都）
《東京・湯河原温泉 万葉の湯》

8月 美楽園 きのさき店（兵庫県）

《大江戸温泉物語 城崎温泉 きのさき》

<2012年>
3月 美楽園 仙台コロナの湯店（宮城県）
《大江戸温泉物語 仙台コロナの湯》

4月 美楽園 あたみ店（静岡県）

《大江戸温泉物語 熱海温泉 あたみ》

3月 美楽園 鬼怒川御苑店（栃木県）
《大江戸温泉物語 ホテル鬼怒川御苑》

5月 美楽園 鬼怒川観光ホテル店（栃木県）
《大江戸温泉物語 鬼怒川観光ホテル》

フィトナチュール イオンモール大阪ドームシティ店（大阪府）
《イオンモール大阪ドームシティ》

7月 グランフィトナチュール 横浜みなとみらい店（神奈川県）
《横浜みなとみらい万葉倶楽部》

10月 美楽園 箕面スパーガーデン店（大阪府）
《大江戸温泉物語 箕面スパーガーデン》

<2014年>
3月 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート店（千葉県）
《東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート》

10月 東京ベイ舞浜ホテル店（千葉県）
《東京ベイ舞浜ホテル》

11月 グランフィトナチュール 万葉の湯 町田店（東京都）
《東京・湯河原温泉 万葉の湯》

フィトナチュール 東久留米店（東京都）
《クルネ東久留米》

<2015年>
2月 グランフィトナチュール 神戸店（兵庫県）
《神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部》

4月 グランフィトナチュール CITY SPAてんくう店（大分県）
《JRおおいたシティ CITY SPAてんくう》

8月 竹と椿のお宿 花べっぷ店（大分県）
《竹と椿のお宿花べっぷ》

10月 フィトナチュール 田町グランパーク店（東京都）
《田町グランパーク》

11月 フィトナチュール 橿原店（奈良県）
《イオンモール橿原》

12月 フィトナチュール ミーナ町田店（東京都）
《ミーナ町田》

<2016年>

SONNO 横浜店（神奈川県）

1月 足トラブル専門店 足科（大阪府）

Petit Luxe アトレ新浦安店（千葉県）

4月 中国式足底＆アモイセラピー（神奈川県）

《横浜新都市ビル》
《アトレ新浦安》

《大阪なんば 戎橋筋商店街》

《横浜みなとみらい万葉倶楽部》

Petit Luxe 南砂店（東京都）
《イオン南砂》

※出店順

2016.7.1現在

