


「生き抜く強さと智慧。それが、人を美しくさせる。」
僕が、僕のビジネスを通して世に伝えたいこと。
それは時代に脅かされない “ 生きるチカラ ” だ。
ラティアに関わるすべての人に生きるチカラを発揮してもらいたい。
美しい人で在り続けて欲しい。
そのために出来ることを、しているだけ。

製造メーカーとして数百万人・スタジオラティ
アとして数十万人のお客様が、ラティアシリー
ズを使い続けることで結果が実感。売れる商
品づくりをプロデュース。

みちょぱ、高城亜樹など旬な女性タレントが
活躍する TiARY TV を運営。

オーナー HIROKI の独自 Youtube メディア。
デイリーワーク、イベントプロデュースの密
着レポートを配信。

結婚式や前撮りをはじめとする空間プロ
デュース。都内各所のレンタルスペースを独
自ルートで手配し、顧客の用途にふさわしい
空間を提供。

会場設備・MC・ケータリング・当日運営
などを一括してサポートする、イベントプ
ロデュース。

ARTIST HIROKI のこれまで

A R T I S T  H I R O K I

実業家として大成を手にしていた最中、事故により頸椎を損傷。リハビリと体力づくりのためにはじめたダ
ンスとヴォイストレーニングが HIROKI のアーティス活動のきっかけとなった。

「どうせやるなら、人と同じことはしたくない」

HIROKI はその言葉通りに、自分らしさを全身で表現していた。すると、その特異な才能が周囲の目にとまり、
またたくまにラジオ DJ、歌手、MC、バラエティ番組の出演など多方面からのオファーが入る。

この HIROKI のアーティスト活動は趣味や娯楽の一貫にとどまらず、ラティアグループの事業にも反映し
ている。外部企業に依存せず、数百名規模のイベントの企画立案・運営・進行を行えるのは、アーティスト
HIROKI として得た知識、経験によるものだ。

くしくも大きな事故をキッカケに生まれた、アーティスト HIROKI。

これからも既成概念にとらわれない新しい価値を創造し続けていくだろう。

商品ブランドプロデュース

TiARY TV

インテリアデザインプロデュース イベントプロデュース

LOUNGE HIROKI
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帝国データバンク

63 点評価取得

Ratia WEDDING

Catering by Rat ia

Ratia Style

Ratia SPACE

Studio Rat ia

ラティアの
食 -Food-

ラティアの
祝 -Event-

ラティアの
健康 -Health-

ラティアの
美 -Beauty-

&Ratia N

Vivo Ratia

ABOUT Ratia ABOUT RatiaRatia Brand

国内最大級のデータベースを保有する『帝国デー
タバンク』より企業調査 63 点を獲得。全国数
百万社の株式企業の中でも TOP30 を誇る優良企
業であると認定されました。

美しさとは、“ 健康的なカラダ ” と “ 成熟さ
れた精神 ” がともなって初めて “ 容姿 ” が磨
かれます。
ラティアではインナーケアに特化したサプリ
メントの開発、医療技術に基づいたメディカ
ルエステを推進。そして、顧客に応じたメン
タルケアを行なえるようスタッフ教育に力を
入れています。

ウェディングプロデュースサービス
新郎新婦のご要望に合わせて、会場リスト・
司会進行などお二人の晴れ舞台をサポート。

現代人の生活リズムに合わせてカラダのリズ
ムを整えることが健康的なカラダを手にいれ
る一歩。
ラティアは人間が持つ本来の機能を正しく活
動させるため「とる」「だす」「つかう」とい
う 3 つのアプローチを促す商品を開発。健康
への一歩を導きます。

パーティ、結婚式の二次会などのケータリ
ングサービス。女性に好評のフードディレ
クションをプランニングいたします。

ラティアが開発したスキンケアやサプリメ
ントのオンラインショップ。インナーケア
にも最適なサプリメントや補整下着も取り
揃えています。

都内 30 会場以上と提携するレンタルスペー
スサービス。人数や用途に合わせて最適な
レンタルスペースをご提案。

デートやパーティ、結婚式など日常に彩りを
添えるハレの日。ラティアは、こうしたお客
様が日々の生活で迎えるライフイベントを応
援することはもちろん、「ラティアヒロイン」
をはじめとするスペシャルイベントを企画・
運営しています。

ホームケア・メディカルエステを取り入れた
完全会員制トータルビューティサロン。顧客
一人ひとりの体質改善を徹底アプローチ。“結
果が出るエステサロン ” と口コミで話題。

カラダの健康と美しさを支える食はラティア
には欠かせない要素。自社開発の美容ドリン
ク「システムダイエット 95」、味とフード
デザインを追求したケータリングサービス

「Catering by Ratia」で彩り豊かな食生活を
提供しています。

カラダの本質に基づいて「とる」「つかう」
「だす」に特化したオリジナル商品。体質と
目的に沿って商品を組み合わせることで得
たい効果を発揮します。

なりたいイメージを具現化できるヘアサロ
ン。丁寧なカウンセリングと確かなカット
技術で満足度の高いヘアスタイルをご提案
します。

商 品 開 発 実 績

● 抗酸化特許素材 アンドラティア

● &Ratia サプリメントシリーズ

● &Ratia スキンケアシリーズ

● iam / サポーター

● アクアシリオンシリーズ

The Evidence
for Rat ia当グループはエステサロン、美容室、ウェディング事業などライフスタイルを取り

巻く 13 店の直営店舗と 280 点を超えるオリジナル製品の企画・開発・製造・販売
を運営。BtoC 直営店に加え、グループ通販・BtoB 卸ノウハウ・「TiARY PRESS」
メディア運営を一貫して行なうことで他社にはないトータルプロデュースを実現い
たします。

グァバ・大豆・米ぬか・発酵ムレスズメエキス・ヒ
アルロン酸 Na 他、美肌へ導く自然由来の成分を独
自の技術で発酵・抽出。低分子化させたナノカプセ
ルのオリジナル美容成分。保湿性の高い成分を肌の
角質層にまで届くよう開発したことにより、カラダ
のビューティサイクルを整える役割を果たします。

とる（栄養）・つかう（代謝・血流）・だす（排出・修復）
の 3 つのサイクルで成り立つ、私たちのカラダに合
わせて必要な機能を補うサプリメントを開発。朝・
昼・晩と 24 時間のサイクルに対応した製品を日々
開発・アップデートしています。

カラダに直接、栄養を摂りこむサプリメントと併用
してカラダの外側からアプローチをかけるスキンケ
アシリーズ。全アイテムが敏感肌の方でも使える安
心安全な成分を配合しています。

冷えやむくみからカラダを守り、ボディの補整力を
保つ Ratia 独自開発のサポーターと補整下着。人の
カラダのエネルギーを利用し、保湿・発汗・エネル
ギー循環の働きを持つ光電子繊維を使用。

体内で作られる老化の素と言われる活性酸素の除去
をサポートするケイ素、そして水素水・マイナスイ
オンを同時生成するアクアシリオンミスト・アクア
シリオンタンブラーを開発。

ベストオブ
カンパニー賞

エステ人気ランキング

日本美容経済新聞社が運営する、美容業界を牽
引する成長企業アワード『ESTHETIC WIRED 
JAPAN 』にてベストオブカンパニー賞を 6 年連
続受賞。長年培ってきた知識・技術を活かした
ロングセラー商品に加え、新規事業を意欲的に
展開する姿勢を評価されています。

エステの総合ポータルサイト『エステ人気ラン
キング』全国口コミ評価 5 年連続受賞。
2019 年は総合部門 2 位を獲得。



スタジオラティアは、完全会員制。
だから、結果が出る。だから、選ばれる。

遺伝子レベルで
体質を把握

メーカー直営の
最新美容機器

ホームケアを充実させ
365 日サポート

スタッフによる
マンツーマンサポート

スタジオラティアが
選ばれる理由

スタジオラティアは、お客さまからのご紹介でのみ入会できる『完全会員制システム』
を導入しています。それは、100 人のお客さまを獲得するよりも、1 人のお客さまの
体質改善の成功を徹底サポートしたいという思いがあるからです。一人ひとりの体質
や生活環境を丁寧にヒアリング。お客さまが無理なく続けられるようその人に合った
オリジナルのボディ・フェイシャルプランをご提案しています。

スタジオラティアのカウンセリングは、お客さ
まのお悩みを把握すると同時に体質分析をして
います。現在の血流の状況をその場でチェック、
医療機関に基づく遺伝子検査キットや肌診断機
を用いて、リスク回避のための対策プランを考
案します。

ご契約後、1 年間の施術来店の際にはより高い効
果を実感いただけるよう最新の美容機器をご用
意しています。

スタジオラティアは 365 日継続して行なうホー
ムケア商品に何よりも力を入れています。体質
と目的に合わせたホームケア商品で日々の習慣
を変えることが大切。痩せやすい体質へと無理
なく変化していきます。

ご契約いただいているお客さまにもっとも支持
を得ているのが「スタッフサポート」。ご来店
時の施術以外にも、ご希望があれば毎日の食事
チェックやオンライン上での定期的なカウンセ
リングにも対応しています。

『私は、美しくなる』
ラティアの美は、この宣言から始まる。

ビューティセミナー

ラティアヒロイン

「イメージ」する

「実行」する

「宣言」する

 「結果」が出るまで挑戦する

結果が出る
ラティアメソッド

『宣言』の効果を高める、
ビューティイベントも開催！

宣言するとどうなる…？
ラティアの成功 STEP

スタジオラティアは何よりもまず、お客さま自身が『美しくなる』と決意し、宣言していただくことを大切にしています。
なぜなら、その宣言があって初めて目標が生まれ、目標を到達することができるからです。

ラティアヒロイン出場を決めたお客さま限定の特別セミナー。
日頃の結果出しへのアドバイスはもちろん、大会当日に向けた
ウォーキングレッスン、メイクイベント、ファッションスタイ
リングなどをアドバイス。

スタッフとお客さまに大好評の「ラティアヒロイン」。見事な
変身を遂げたお客さまの日頃の努力を讃え、新しい人生の門出
を祝う数百名規模のパーティイベントです。美しくなった姿で
ステージに立つヒロインたちの姿は圧巻。

ご契約後になりたい目標を設定するシートをご記入
いただきます。目標はどんなものでも OK ！ 1 年後
にどんな肌・ボディを手に入れていたいのかを想像
します。

宣言をしたら、あとはその目標に向かって動くだ
け！もし、やっぱりやめたい…という気持ちが働い
ても、すでに周りに「宣言」をしているので諦めが
つきにくくなります。

なりたいイメージが固まったら「いつまでにどうな
る」をご自身の家族やご友人に宣言をします。ダイ
エットや美肌を手にする道はこの宣言をする・しな
いで分かれるといっても過言ではありません。

どんなに頑張っても結果が出ない時は、宣言を聞い
てくれた方から励ましてもらいましょう！周囲のサ
ポートがあることで結果が出るまで諦めない精神が
身につきます。
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「体質改善」を成功させる
1 年サイクル

春
SPRING  

秋
AUTUMN

夏
SUMMER

冬
WINTER  

ラティアの
BEAUTY PLAN

季節によって変化する
肌の特徴 

スタジオラティアのご契約期間は 1 年間。それは、春、夏、秋、冬の季節に応
じて変化するカラダに合わせたケア方法をお伝えするためです。
ラティアに通う間だけ美しい状態では本当の意味での「体質改善」とはいえませ
ん。1 年を通して生活習慣とケアを見直し、ご自身で美しさを持続できるようサ
ポートすることがラティアの目指す「体質改善」なのです。

春は寒暖差、花粉、紫外線の増加によって肌ダメー
ジを受けやすい。しっかりとした土台づくりが重要
です。また、新年度のスタートによって生活環境の
変化やストレスによって食生活も乱れがち。気持ち
を新たに、健康第一の食習慣を心がけて。

夏のダメージを残しがちな秋。冬に向けて肌状態を
整えるため、肌に栄養と水分を蓄える時期です。と
くにインナードライ防止のため保湿ケアに注意を。
ダイエットはこの時期が最適！秋刀魚・きのこ・旬
のフルーツで栄養価の高いもの適量に摂取しましょ
う。食べ過ぎには要注意！

夏は紫外線ダメージに加え、毛穴の開きや皮脂詰まり
に注意！また冷房で冷えや乾燥も引き起こしやすいた
め、日中のこまめなケアと基本のお手入れを忠実に。
また、夏は冷たいものを摂取するので、カラダがむく
みやすくなります。できるだけ、カラダを冷やさない
事とむくみマッサージを忘れずに。

冬は温度・湿度の低下でお肌にとって非常に厳しい
季節。冷えによる血行不良と皮下脂肪を蓄えやすい
時期。カラダのサイクルを正すためにも、さらなる
保湿とマッサージを徹底！冬は運動不足に対し、食
事量が増える環境が整っているのでエネルギーバラ
ンスの整った食生活と運動を習慣化させましょう。

ラティアの
12 ヶ月間スケジュール

現在起こっている肌・ボディの不調の原因を追求！
スタッフとともに生活習慣を見直し、新しいルーティーン
を実践。
とる（栄養）だす（排出＆修復）つかう（代謝・血流）の
サイクルをホームケアで習慣化させましょう。

安定的なカラダのサイクルが作られる時期。
そのいっぽうで毎日の習慣に慣れが出てき
てケアを怠ってしまうなどモチベーション
の低下も多く見られる頃です。基本のケアに
加えて、不足分をサプリメントで補う。ス
タッフとのコミュニケーションを図るなど
でマインドアップを！

ホームケアの成果が見られる時期。月に 2 回の施術効果
をより高めるために、毎日のお手入れに気を抜いてはダ
メ！食習慣のチェックや間違ったマッサージケアをして
いないかスタッフと答えあわせを。

いよいよ集大成！肌やボディの完成度が高まっている時
期なので、より高みを目指しましょう。生活リズム・食
習慣・ホームケアの基盤ができているので、プラスアル
ファで得たい効果をプログラムに組み込み、最高の結果
を手にして。

目標に向かってがんばろう！

目標達成！

START

GOAL

1ヶ月目

4ヶ月目

7ヶ月目

10ヶ月目

2ヶ月目

5ヶ月目

8ヶ月目

11ヶ月目

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

3ヶ月目

6ヶ月目

9ヶ月目

12ヶ月目

診断で現状の問題点を探り、
目標を設定

3 ヶ月ごとに目標を更新し、
ステップアップ！

3 ヶ月ごとに目標を更新し、
ステップアップ！

3 ヶ月ごとに目標を更新し、
ステップアップ！

土台づくり
期間

（施術６回）

ライフスタイル
改善期間

（施術６回）

習慣化と不足
部分ケア期間
（施術６回）

目標に向かう
仕上げ期間
（施術６回）

1 〜 3ヶ月

4 〜 6ヶ月

7 〜 9ヶ月

10 〜 12ヶ月



ダウンロード特典 
&Ratia トライアルキットプレゼント！

オトクな特典情報

【契約期間及び有効期限】

【施術を受ける際の注意点】

【個人情報の取り扱いについて】

【お支払い方法】

6 回来店ごとに
商品 1 個プレゼント！

特典が盛りだくさん！
RatiaGroup アプリを
今すぐダウンロード

ご利用にあたっての共通事項

カスタマーセンターのご案内

（クレンジング 30g、ウォッシング 20g、ローション SD30ml、ゲル 7g）

ラティアの特許成分「アンドラティア」、美容成分をギュギュッ
とつめた大人気商品、スキンケアのトライアルキット（税込
4,950 円）をプレゼントいたします。

お気に入り店舗を登録いただくと店舗限定のお得な
クーポン情報が届きます。

・ご入会いただきました会員に有効期限はございません。
・役務及びスクールのコースは、当店へ月２～３回ご来店いただければ紹介できるよ

うになっており、　有効期限を 1 年間と設定
・役務の有効期限の延長をご希望される場合は、契約書記載の有効期限内に通われて

いるスタジオへお問い合わせください。
お客様の施術残回数によって判断し、役務延長最大 6 ヶ月となります。ただし、やむ

を得ない事情により 6 ヶ月以上の延長が必要で当社にて判断した場合に限り、書類
交付の上延長するものと致します。

・役務の延長は１度限りとさせていただきますので、ご了承ください。
・期限が切れた後の期間延長は出来ませんので、ご了承ください。
・有効期限を経過している役務の解約及び物品交換は出来ませんので、ご了承くださ

い。
・期限延長したコースに関しましては解約出来ません。ご了承ください。
上記の期間に関しましてはエステティックサービス契約書にも明記しております。

●施術（トリートメント）
貴金属及び貴重品等を店内へお持ちになる場合は、お客様ご自身で管理をお願い致
します。
店内で発生した盗難、その他（駐車場等）での事故につきましては、当社では責任
を負いかねますのでご了承ください。
事態の状況によっては、当社の判断にて最寄りの警察署に届ける場合もございます。

「商品の使い方がわからない」「改善結果に関するご質問・ご相談」「ご契約に関する
ご質問・ご相談」このほか、ご意見等ございましたらカスタマーセンターにて専門ス
タッフがご対応させていただきます。お気軽にお問い合わせくださいませ。

フリーダイアル  0120-88-9477
受付時間 10:00 ～ 18:00（土日祝のぞく）

お客様の個人情報は、当社が提供するサービス（キャンペーン等）の目的範囲内で、
あらかじめ、その目的利用を明示し、収集させていただきます。
お客様よりいただきました個人情報につきましては、厳重に管理致します。

代金のお支払い方法は、次の中からお選びください。

※抗弁権の接続（契約に関し、お客様が当社に主張する内容を信販会社にも主張でき
ること）につきましてはクレジットでのお支払いに適用されます。詳しくは、信販会
社の契約書をよくお読み下さい。

スタジオラティアに 6 回ご来店いただくとなんと、以下の商品
1 点（8000 円相当含む）プレゼント！

1 現金一括払い 現金にてお支払いいただけます。お振込みの場合は、お振
込み手数料はお客様負担となります。

2 デビットカード 金融機関で発行されたキャッシュカードでお支払いいただ
けます。※一部お取り扱いできないカードもございます。

3 クレジットカード
１回払い・2位回払い・分割払い・ボーナス払い・リボ払
い　がご利用いただけます。※カード会社によってお支払
い方法も異なる為取り扱いのない場合もございます。

4 各社クレジット

CBSフィナンシャルサービス・九州日本信販・アークファ
イナンス
お支払い回数　最大３６回まで実質金利
信販会社による（ご契約の書面をご確認ください。）

4品のうちのお好きな1品をお選びください
フェイシャルケアスペシャルアイテム2品

目元引き締め
リンクルアイゲル

リフトアップ
フェイスマッサージ

クリーム

ボディケアスペシャルアイテム2品

たっぷり保湿
ビューティ
モイストジェル

スリミング
クイックホット
ボディジェル

シーズン
キャンペーンのご案内

季節で起きるトラブルを改善できるスペシャル
アイテムが特別会員オフでご購入頂けます


