




株式会社クレドインターナショナル 

企業様向け福利厚生リラクゼーションサービス 

従業員の皆様に 
リフレッシュタイムを! 



 全国に広がる「健康宣言」 
  政府のすすめる生産性向上や医療費負担の削減、さらに成長性のある企業として
社会的価値の向上を目指す「健康経営」をすすめるため、「健康宣言」を行う企業
が全国に増え、その取り組みとともに「健康経営優良法人」の認定企業も非常に増
加しています。 

   

  従業員は企業にとって何よりも大切な「財産」です。その従業員の健康増進、生産
性向上のサポートを企業がすることはもはや責務となっています。 

 
 

  既存の従業員に限らず、「求める人材から選ばれる」企業になるためにも「健康経
営」「健康宣言」を活用している企業が非常に増えています。 

   

  健康宣言への取り組みは全国に波及し、銀行、保険会社などで 

   企業の健康経営の取り組みに応じた様々なサービス（金利の引き下げや 

   保証料の値引き等）を実施している自治体もある。 

■なぜ健康経営なのか？ 
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Point①従業員のリフレッシュで業務効率アップ！ 
  人間の集中力はよく持って90分とも言われています。 

  適度な休憩と、全身のリラックスは、集中力アップ、業務効率アップに貢献します。 

   

Point②求職者へのアピールポイント！応募者増へ！ 
  ※積極的な従業員へのサービス提供は、求職者に魅力ある企業と好印象です。 

 

Point③ホテルスパ同等のサービスが社内でうけられる。 
 

■企業価値のアップを実現 

弊社はホテル内インルームスパ 業界最大手企業です 

   弊社のサービスは、全国で多くのホテルとの契約があり、年間延べ約10万人のお客様にご
利用いただいております。  
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会社をリラクゼーション施設へ 
   弊社では、ルームサービスとしてのアロマトリートメント、ボディケアサービスを、
低価格でご提供しております。会議室等オフィスの一角で施術を行いますので、
一切の移動なく、サービスを堪能していただけます。  

 

 既存のスペースを利用して、さらに時間を限定し、リラクゼーションスペースを設けて頂く
ことでリラックス＆リフレッシュ、従業員さんの健康管理、業務効率アップに貢献しており
ます。 

弊社サービスを導入いただくことによるメリット 

予約する手間、移動する手間が省けるシェアリングサービス 

時間の有効活用が可能  

 業務効率アップを実現 

時間の有効活用 Time is 命Life 
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弊社の登録セラピストは、独自の採用基準を通過した、
プロフェッショナル。 
 

経験豊富な30～40代が中心のためホスピタリティが 
高いのも特徴。 
 

登録セラピストは１０００人以上。 
セラピスト指名も可能。 
 

国家資格やエステ資格を保持した、実務経験豊富な
スタッフのみ。 
 

定期的なマナー講習を実施しています。 

 セラピストの質 

日野先生 
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事前のご予約で、会議室などのスペースの確保、従業員への告知等
業務を効率化。予約の受付もスムーズに。 
 

施術可能日を固定することで従業員さんの認知度もアップ。より多くの
方にご利用いただくことが出来ます。 

サービス受付時間 （６時間パック） 
  

 ① １１：００～１７：００ 

 ② １３：００～１９：００ 
 ③ １５：００～２１：００ 

 
 上記時間内で、ご希望のお時間をご指定ください 
 曜日固定、日付固定等御社のご都合に合わせてお伺いいたします。 

 ご利用可能時間 



アロマオイルによるお部屋の汚れ、 
  匂いの心配は一切ございません            

施術に使用するアロマオイルは、植物由来で香りのやさしいものを厳選。 
その上で、匂い残りのないブレンドを実現。 
「終了後にお部屋が使えない」といったことは、一切ございません。 

匂いの残らないオイルで施術いたします 

お部屋でアロマを焚いたりいたしません 

施術に使用する大型バスタオル等消耗品は弊社でご用意いたします 

折り畳み式の施術ベッドを弊社にてご用意いたします。使
用しないときはコンパクトに畳んで収納いただけます。 
 
※ご契約中、ベッドは御社にてお預かりをお願いしております。折り畳み時
サイズ長さ93cm×幅70cm×厚さ18cm 
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折りたたみ施術ベッドをご用意します 
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■サービス料金 導入コストゼロでサービスを実現  

※コスト不要は弊社サービス適用地域のみ。 

 遠方への出張は別途交通費を頂く場合がございます。別途ご相談ください。 

コース 金額 
（税抜・１回あたり） 

備考 

入会金/初期費用  
無料 

 
ベッド、タオルなどのご用意も不要です 

基本コース 
  ＜月１回利用＞ 

 
50,000円 

1日6時間 
  30分/人～ 

複数コース 
  ＜月２回以上利用＞ 

 
40,000円 

1日6時間 
  月1コースより20％お得 

ショートコース 
  ＜１回お試し＞ 

 
20,000円 

 
1回2時間  

万一に備え、AIU保険にも加入いたしております。 
 

最高1億円まで補償 
  補償例） お客様の足に椅子が倒れて足が腫れた場合 

※想定外のことが起きた場合でも、企業様にリスクが一切ないように、弊社ノウハウを結集して対策しています。 
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■サービス導入の流れ 

サービス導入お申込み 

コースプラン・希望日の決定 

申し込み書受領  

サービス開始 

不定期訪問契約の場合は、0120-350-799 にご予約ください。 



業務委託契約書（サンプル） 

 

株式会社○○(以下、「甲」という)と株式会社クレドインターナショナル(以下、「乙」という)は、甲の運営する

宿泊施設（○○） (以下、「施設」という)内におけるボディケア提供業務について、下記の通り業務委託契約

を締結する。 

 

第1条 乙は、甲の施設を利用し、従業員 (以下、「顧客」という)に対しボディケアサービス(以 下、「サービス」 

   という)を提供する。 

第2条 乙の前条のサービス提供料金は有償とし、乙は、サービス提供料金を顧客より受領するも 

    のとする。 

  2. 甲が乙へ支払う手数料は前項のサービス提供料金の ％とする。 

  3. 乙は、施術完了の都度、甲に対し、サービス提供料金を現金で支払うものとする。 

第3条 甲及び乙は、サービスの内容、使用・販売商品、料金の詳細については、別途協議のうえ決 

    定するものとする。 

第4条 甲は、乙の提供するサービスを宿泊客に対し、斡旋するものとする。 

第5条 乙のサービスの開始については甲の取り次ぎを経由し、そのサービス終了時には甲に対し 

    所定の事項を報告しなければならない。また、サービスを提供中は甲の監督を受けるものと 

    する。 

第6条 乙はサービスの宣伝に甲の施設名を使用することができる。ただし、乙はその内容に関して 

    事前に甲の承諾を得ることとする。 

  2. 甲は甲の営業に際し、そのサービスを広告することができる。ただし、甲はその内容に関して 

    事前に乙の承諾を得ることとする。 

第7条 乙は、労働基準法等の諸法令並びに乙の定める労働規約並びに業務委託契約に基づきセ 

    ラピストを労働させるとともに、セラピストからそれらの苦情の申出を受けた時は乙が責任を 

    負い、解決するものとする。 

第8条 乙のサービスに関する顧客とのトラブルについて、乙が提携業者として責任を負い、解決 

    する。 

  2. 甲乙共にかかわる顧客とのトラブルについては、甲乙ともに相互協力し、解決する。 

  3. 施術時において品性にかける行為、妊娠中のお客様に対するリスク回避等のため、全ての 

    顧客に対し施術前に必ず承諾書にサインをいただくこととする。 

第9条 乙は、乙の使用するセラピストが、故意又は過失により甲の施設等に損害を与えた場合、そ 

    の損害を賠償するものとする。 

第10条 乙の営業受付時間は、原則として11時より18時とする。又、上記以外の日時に甲より指 

    示があった場合は甲乙協議の上、解決するものとする。 

 

第11条 乙および乙の使用するセラピスト、並びに甲及び甲の関係者は本契約に定める業務の遂 

    行及びこれに関連して知り得た秘密を相互に他に開示・漏洩してはならない。本契約終了後 

    についても同様とする。 

第12条 乙は、本規約に定める施術について、医療行為では無いため、医療的効果に関し保証しな 

    いものとする。 

第13条 甲または乙が本契約の解約を希望する場合には、解約希望の1か月前までに書面による 

    申し入れを行い甲乙相互の同意を図る。 

  2. 前項にかかわらず、甲及び乙が本契約に違約した場合、あらかじめ通告により本契約を解除 

    することができる。 

  3. 甲および乙が前項による契約解除をした場合、違約した相手方は解除した相手方に発生した 

    損害を賠償しなければならない。 

第14条 乙は、甲に対し、本契約終結時および本契約終結後において、自己が反社会勢力等と一 

    切関係を持たない。また、従業員を含む特別利害関係者等または主な株主および取引先等 

    と反社会的勢力等との関係について、新たに情報を得た場合には、直ちにその旨及びその 

    内容を相手方に報告するとともに、可能な限り速やかに当該情報に係る事実関係を把握、確 

    認し、相手方に通知するものとする。 

第15条 本契約の有効期限は本契約の終結日から1年間とする。ただし、有効期限満了の1カ月前 

    までに甲乙いずれも書面による申し出のない場合は、さらに1年間自動的に更新されるもの 

    とし、以後この例による。 

第16条 本契約に定めのない事項については民法その他関連法規に従い、甲・乙双方誠意を持っ 

    て協議し、その解決にあたるものとする。 

第17条 本契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする 

    ことに、甲・乙合意する。 

 

  以上を証するため、本契約書弐通を作成し、双方記(署)名捺印の上、各壱通を所持する。 

 

平成  年   月   日 

甲 住所  

 

     氏名 

 

乙 住所 〒104-0061 

     東京都中央区銀座6-7-18デイム銀座７階 

  氏名 株式会社クレドインターナショナル 

     代表取締役 白井 浩一 
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■会社概要            

商号 株式会社クレドインターナショナル 

代表取締役 白井浩一 

所在地 東京都中央区銀座6-7-18 デイム銀座ビル7階 

連絡先 電話 03-3569-7701 FAX 03-3569-7705 

設立 平成16年 

資本金 2,000万円 

従業員数 120名 （別途業務委託契約者 1000名） 
 

営業地 函館・旭川・札幌・秋田・仙台・新潟・金沢・富山・東京・横浜・箱根・千葉・さいたま･ 宇都宮・軽井沢・長野・静岡・浜松・ 
 名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・松山・高松・北九州・福岡・長崎・熊本・鹿児島・那覇・石垣島 

 

海外拠点 台北・上海・ソウル・バンコク・ニューヨーク・バンクーバー 

 

業務内容 リラクゼーション事業部、スパ運営事業部、コンサルティング事業部、 

 教育事業部、アメニティ事業部 

 

提携実績 約1000件 （インルームスパ事業部） 
運営店舗 30店舗 

 

商標登録 「インルームスパ」 第5565393号  「インルームネイル」 第5618329号 

 「インルームエステ」 第5715905号  「インルームリラクゼーション」 第5838110号 

提携先敬称略50音順 
 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 

 株式会社アートホテルズ 

 アパホテル株式会社 

 株式会社イシン・ホテルズ・グループ 

 インターコンチネンタルホテルズグループ 

 株式会社エスクリ 

 からすま京都ホテル 

 銀座キャピタルホテル 

 株式会社近鉄ホテルシステムズ 

 株式会社グランビスタホテル＆リゾート 

 京浜急行電鉄株式会社 

 サイプレスガーデンホテル 

 株式会社JALホテルズ 

 株式会社スーパーホテル 

フレイザーレジデンス南海難波 

ベストウェスタンインターナショナルインク 

株式会社ベルコ 

株式会社ホテルグランヴィア大阪 

株式会社ホテル京阪チェーン 

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 

ホリデイ・インホテルズ＆リゾーツ 

メルキュールホテル 

ホテルモントレ株式会社 

株式会社三井不動産ホテルマネジメント 

株式会社ロッテ 

 

他多数 

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 

ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 

ソラリア西鉄ホテル 

株式会社東急ホテルズ 

株式会社東武ホテルマネジメント 

名古屋鉄道株式会社 

西鉄グランドホテル 

日本私立学校振興・共済事業団 

日本ヒルトン株式会社 

株式会社ニューオータニ 

株式会社阪急阪神ホテルズ 

ヒューリック株式会社 

藤田観光株式会社 

株式会社プリンスホテル 


