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明日のKA・RA・DAを創る



　男性女性を問わず、また若い世代から高齢者まで幅

広い層において健康・美容への関心の高まりから、ハン

ドトリートメントとして体を整える人が増加しています。ま

た消費者の価値観がモノからコト、つまり自分のための

よりよい行動に志向が変化している状況も、ボディメンテ

ナンス市場の拡大を牽引しています。 

　総務省日本標準産業分類も平成25年10月改定より

生活関連サービス業、娯楽業の内の中分類に「リラク

ゼーション業（手技を用いるもの）」が新たに収載され、

ボディメンテナンス市場は産業としての地位を確立し、今

後もさらに伸びていくと予想されています。 

　2001年の創業以来、ファクトリージャパングループは整

体サロン「KA・RA・DA factory」をコアビジネスに、国

内・海外合わせて約300店舗を超えるサロンを展開し、整

体業界ナンバーワンと言われるまでに成長いたしました。

　そこには当社独自の体のバランスを整えるトータルケア

メソッド『A．P．バランス®』による不調を起こさない、怪

我の予防も期待できるニュートラルな体づくりと、従業員

一人ひとりのホスピタリティとコミュニケーション、そしてな

によりお客さまを想う気持ちが幅広い顧客層に支持をい

ただいたからにほかなりません。 

　ファクトリージャパングループは、リーディングカンパニー

として今後も多様化するボディメンテナンスニーズや健

康志向ニーズに、最上級の技術と安心・安全・信頼、そ

しておもてなしの心で、健康を願うすべての人のココロ

とカラダづくりに寄与します。そして当社の技術とホスピ

タリティを海外にも提供してまいります。 

　『明日のKA・RA・DAを創る』これが当社の使命です。

明日のKA・RA・DAを創る

Message メッセージ

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。

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。

代表取締役社長
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Our Business 
事業紹介

Salon business
サロン事業Factory Japan G

roup / Our Business

整体・ボディメンテナンス

パーソナルトレーニングジム

ストレッチ・ボディメンテナンス

禅整体・ボディメンテナンスカ・ラ・ダファクトリー プレミアム

美容整体・ボディメンテナンス

カ・ラ・ダ ピオニー

整体  美容整体

カ・ラ・ダ ピオニー

整体  美容整体

ブランドサロン

脳への神経伝達の重要なポイント

全身の土台として要となるポイント

首第一
頸椎 【 アトラス 】Atlas

【 ペルビス 】Pelvis骨盤

頭、目、
首が
つらい

イライラ 無気力

O脚
姿勢

（猫背、ヘビ背）

肩、腰、
背中の
つらさ

など膝が
つらい

むくみ
（冷え）

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®」
1100万人*の施術実績に基づき確立された技術が「A.P.バランス®

（骨格・骨盤調整）整体」。カイロプラクティックや指圧など、各国の
さまざまな技術を研究して集約し、体系化した、カ・ラ・ダファクト
リーオリジナルの技術です。

※2018年2月現在のべ来店客数

［カ・ラ・ダファクトリーオリジナル技術］

A.P. バランス®
体系化

カイロプラ
クティック 経絡 指圧中国 日本欧米

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 を々含めた約300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、6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。

2 3



FJG History
沿革

Our Business
事業紹介

Factory Japan G
roup /FJG History

Factory Japan G
roup / Our Business

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、
「横浜F・マリノス」とのパートナーシップ契約、
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。

Sports business
スポーツ事業

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。
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 と々誕生しています。

FC business
FC 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 な々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。

School business
スクール事業

Foreign countries business
海外事業 FJGI International Holdings Ltd.（香港） FJG（日本）

身體工場股份有限公司（台湾）

フィリピン FC事業

インドネシア FC事業

FJGI Hawaii
FJGI Thailand（タイ）

上海 FC事業

世界に躍進するFJGグループ

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のみならず、今後
はアメリカやヨーロッパへも進出。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。

ビーチサッカー日本代表キャプテン 茂怜羅オズ 選手

1998年

2001年 

 

2003年

2004年

2005年 
 

 
 

2006年 
 

2008年 

  

 2009年 
 

2010年

 

2011年

2012年 
 

2013年 

横浜南整体院開院 ～横浜・蒔田（まいた）～

YMCメディカルトレーナーズスクール蒔田開校

神奈川県横浜市にカ・ラ・ダファクトリー第1号店となる 
上大岡店オープン

株式会社ファクトリージャパン設立

本社を横浜ランドマークタワーに移転

東京都にカ・ラ・ダファクトリー初出店

カ・ラ・ダファクトリー フランチャイズ事業を開始

YMCメディカルトレーナーズスクール 横浜校を 
横浜西口へ移転・拡張

埼玉県にカ・ラ・ダファクトリー初出店 
千葉県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

兵庫県にカ・ラ・ダファクトリー初出店 
大阪府にカ・ラ・ダファクトリー初出店

YMCスクール事業を分社化 株式会社ビジョナリー・ライズ設立 
整体×美容整体「カ・ラ・ダピオニー」オープン

福岡県にカ・ラ・ダファクトリー初出店 
愛知県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

サロン運営事業を分社化  
店舗物販・通販事業を分社化 
外販商品の開発・販売事業を開始

台湾：身體工場 股份有限公司設立

株式会社ファクトリージャパングループに社名変更

横浜F・マリノス オフィシャルパートナー契約

海外出店1号店 
（MTB×KA・RA・DA factory台湾店）オープン

本社を東京都千代田区麹町 FJG本社ビルに移転

カ・ラ・ダブランド直営店・FC店 100店舗 達成

呼称をファクトリージャパングループから 
FJG（エフ・ジェー・ジー）に変更 
茨城県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

カ・ラ・ダファクトリーロゴ変更

フィリピン1号店（グロリエッタⅡ店）オープン

静岡県にカ・ラ・ダファクトリー初出店 
山梨県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

西日本支社　開設

タイ1号店（K-Village店）オープン

岐阜県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

6月

1月

4月  

8月

5月

3月

9月

6月  

11月 
 

4月 
 

4月 
 

12月 
 

6月 
  
 

12月

1月

2月

5月 

4月

7月

1月 
 
  

6月

11月

4月 
 

9月

10月

11月

2014年

 

2015年 

 
 

 
2016年

 
 

 
 

2017年

 

2018年

青森県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

宮城県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

パーソナルトレーニングジム「カ・ラ・ダボディマジック」オープン

カ・ラ・ダブランド直営店・FC店 200店舗 達成

タイ1号店（KA・RA・DA The 49 terrace店）オープン 
インドネシア第1号店（KA・RA・DA TAMAN ANGGREK店）オープン

第13回予防医学発表会で 「A.P.バランス®整体法によ
る痛み・QOL改善効果の検証」を発表

整体業界初のテレビCM放送開始

島根県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

北海道にカ・ラ・ダファクトリー初出店  
トップ整体師による極上の施術  
「カ・ラ・ダファクトリープレミアム」銀座にオープン

日本女子レスリングチームの世界大会参戦に帯同

ストレッチサロン、カ・ラ・ダ ストレッチを  
「カ・ラ・ダファクトリー ストレッチ」に名称変更

福島県にカ・ラ・ダファクトリー初出店 
カ・ラ・ダファクトリー法人向けサービス「企業割」開始

通信販売事業「KA・RA・DA MARCHÉ」開始

5月28日「骨盤の日」記念日制定

カ・ラ・ダブランド直営店・FC店 300店舗 達成 
滋賀県、鳥取県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

カ・ラ・ダファクトリー（国内・海外）300店舗達成

株式会社 凜 から整体サロン事業を譲受

上海1号店「KA・RA・DA factory 雲
ユン

錦
ジン

天
テン

地
チ

店」オープン 
大分県にカ・ラ・ダファクトリー初出店

2月

3月

4月

9月

12月 
 

6月 
 

9月

10月

11月 
 
  

8月

9月 
 

10月 
 

2月

5月

6月 

2月

3月

8月

※2018年10月1日現在
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