明日の KA・RA・D A を創る

企 業 理 念
私たちは感動を生み出す「人財力」
で
健康の促進と予防に対する意識改革を
世界に広げ、社会に貢献します。
ファクトリージャパングループは、お客さま第一主義のもと、独自のA.P. バランス® 理論と感動を
生み出す人財力を軸とした、安心・安全で質の高いサービスの全国展開を通じ、整体・リラク
ゼーション産業全体の社会的地位向上に努めます。
そして、日本発のユニークなホスピタリティサービスの世界展開を進め、健康の促進と予防に
対する意識改革を世界に広げることを目指します。

当社ファク
トリージャパングループは、2001年の創業以来、整
体サロン「KA･RA･DA factory
（カ･ラ･ダ ファクトリー）
」
をコアビジネスに、国内海外で340店舗を超えるサロンを展
開し、整体国内 No.1チェーンの強みを軸に事業ドメインを
拡大、健康予防産業のリーディングカンパニーとして、国内
外のヘルスケア市場の拡大と共に、FJGグループは成長
拡大して参りました。
当社の経営理念は、
「感動を生み出す「人財力」で健康
の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に
貢献する」
というものです。
創業20周年を経て、今後の展望といたしまして、国内の
健康予防産業のリーディングカンパニーとして整体サロンの
展開に留まらず、様々なお客様のご要望にお応えすべく、
事業を多角化してまいります。
まずは、その中のひとつとしてデータを活用した遠隔での
コーチング×リアル店舗での施術を実現するデジタルヘルス
ケアの領域を広げる計画を進めてまいります。
また、現在四つの国と地域
（フィリピン
・
タイ
・インドネシア・台湾）
に展開している海外事業においては、今後さらなるグロー
バル化を進めてまいります。
日本発のユニークなホスピタリティサービスとして、健康の促
進と予防に対する意識改革を世界に広げることを目指して
まいります。

代表取締役会長兼社長（CEO）
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Salon business

サロン事業

Factory Japan Group / Our Business

健康革命を起こし、豊かな社会の実現を。
創業以来、整体サロンの「カ･ラ･ダ ファクトリー」では、地域のお客さま一人ひとりの健康を願い、最適で
心のこもった施術を提供してきました。今では、
国内だけでなく、
アジアの国々を含めた約350以上のサロ
ンが、
開放的で明るく、誰もが気軽に安心して利用できる整体サロンとして親しまれ、愛されています。
サロン事業では、カ・ラ・ダ ファクトリーを含めて、5つのブランドサロンを運営し、豊かな社会の実現
を目指した健康革命に取り組んでいます。

「 A . P . バランス®」

ボディケア市場に革命を起こす、オリジナル技術。

◆ A.P. バランス ®とは

脳への神経伝達の重要なポイント

首 第一
頸椎 Atlas【 アトラス 】

A.P.バランス® 整体理論とは首の第一頸椎
（A:アトラ
ス）
と骨盤
（P:ペルビス）
のバランスに着目することで、

頭

心身のコンディションをケアしていくというカラダファクト
リー独自の理論に基づいた施術法です。首・肩・腰な

目

首

全身の土台として要となるポイント

どカラダのお悩みをケアし、健康で快適なカラダに導

骨盤 Pelvis【 ペルビス 】

いていきます。この「A.Pバランス®」整体理論に基づ
く施術は、国内外で活躍する多くのアスリートやモデ

姿勢

肩

腰

脚・膝

背中

ルからも支持されています。
※「A.P.バランス®」は、
ファクトリージャパングループの商標です。

ブランドサロン

整体 美容整体

カ・ラ・ダ ピオニー

整体・ボディメンテナンス
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ストレッチ・ボディメンテナンス

美容整体・ボディメンテナンス

整体 美容整体

カ・ラ・ダ ピオニー

カ・ラ・ダファクトリー プレミアム
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会社概要

商号

FC business

		

株式会社ファクトリージャパングループ
英文表記：Factory Japan Group Co., LTD.

FC 事業

所在地

直営店舗を短期黒字経営するノウハウを完全シス
テム化。施術力と高単価の付加価値で高収益を
継続して生み出す長期安定ビジネスモデルを実現。
多店舗展開されるオーナーが続々と誕生しています。

Foreign countries business
海外事業

世界に躍進する FJG グループ
FJGI International Holdings Ltd.（香港）

世界でも高く評価された
「技術」と「人財」を発信。
タイ、台 湾、フィリピンなどアジア地 域を中心に
進 出。ハイクオリティな健康と美を提供します。
FC 展開にも積極的に取り組み、現地パートナー
を募集しています。

School business

スクール事業

健康業界の第一線のノウハウを
次世代へと還元。
手に職を付け、様々な分野で活躍するセラピスト
の育成を目的とした「YMCメディカルトレーナー
スクール」を展開。全国6校およびハワイ校の計
7校で、健康業界の未来を支えます。

Sports business

スポーツ事業

FJG スポーツトレーナーによる
アスリートたちの多彩な支援。
女子レスリングやレーシングドライバーへの帯同、
東京ヴェルディ ビーチサッカーとオフィシャルサプラ
イヤー契約、中学校・高校での部活動など、幅広
い「健康」と「運動」のサポートを行っています。

FJG（日本）

フィリピン FC事業

インドネシア FC事業

FJGI Hawaii

本社

		

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

		

西日本支社

		

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-13-9 新大阪 MTビル1号館1F

		

名古屋営業所

		

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-3 名駅ミズタニビル202

		

東京オフィス
（FJG 教育本部コミュニケーションセンター）

		

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-4 岩本町ビル B1

		

横浜オフィス
（横浜研修センター）

		

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町273番地 JPT 元町ビル3F

資本金

台湾
FJGI Thailand（タイ）

Factory Japan Group /Company Profile
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他社には真似のできない
オンリーワンの知識と技術を提供。

役員

5,000万円
代表取締役会長兼社長
（CEO） 村田 尋一

		

専務取締役

太田 敦士

		

取

締

役

髙橋 和美

		

取

締

役

濱﨑 恵子

		

非常勤取締役

杉山 憲史

		

非常勤取締役

松尾 顕一

		

非常勤取締役

森井 亮典

		

非常勤取締役

汪 俊鑫

		

非常勤監査役

光岡 孝矩

設立
事業内容

2001年8月31日 株式会社ファクトリージャパン 設立
●整体サロン運営

		

●整体師、セラピスト、スポーツトレーナー、スタジオインストラクター養成施設運営

		

●整体師派遣業務

		

●健康関連商品の販売

		

●フランチャイズ事業

		

●スパサロン運営

従業員数
主要取引銀行
決算期
グループ会社

1,739名（2022年4月1日時点）
三菱東京 UFJ 銀行、東京スター銀行
12月
●株式会社ビジョナリー・ライズ

		

●株式会社 凜

		

● FJG International Holdings Limited

		

●株式会社 FJGIタイランド

		

●株式会社 FJGI ハワイ
※2022年6月現在
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株式会社 ファクトリージャパングループ
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F
https://factoryjapan.jp/

