すべ てが 報 わ れる瞬 間 がある。
が むしゃらに汗 を流した、
思 わず 涙 が 溢 れ た、あの日 。
あの日を積 み重 ねてはじめて、
最 高の 景 色を見ることが できる。
つらいと思うときもある。それでも 。
この 仕事が、この 街 が、この人 たちが 好きだ。
最 高の 景 色 のために 本 気になって働く日々。
本 気の 大 人 はかっこ悪くて、かっこいい 。
さあ 君も 。最 高の 景 色を見 にいこう。
株式会社クレ・ドゥ・レーブ

RECRUIT

CORE

TOP MESSAGE

We are the “Heart Factory”

すべてのシーンに、

基本理念

私たちがこれまで大切にしてきた軸であり、
これか

らも絶対に変わらない核
『Heart』
。
人々に、
地域に、
未来に向けて、
世の中にたくさんの幸せなHeartを

生み出していきます。

心に持つ「夢の鍵」で、

それぞれの扉を開いていく。
クレ・ドゥ・レーブとは、フランス語で「夢の鍵」という意味

を持ちます 。夢 の扉を開く鍵 は 、すべ ての人の 心 にあるも

の 。感 謝 の 気 持 を 忘 れず 、志 高く 、常 にベ ストを尽くす 。
そん なまっすぐなハートを持 つことで 、夢 の 鍵 は見つかる
と私たちは考えています。どの扉を開くのか、それはいつ開
くのか。自分自身で選び、進んでいく。クレ・ドゥ・レーブに
はそのための環境や文化が根付いています。
行動指針

1. HAPPYの大きさに限界はなく

それは私たちがつかったハートの分だけ大きくなる

2. 正解はハート ハートを基準に大切に行動する

3. 常に
「私があなたを幸せにしてあげる」と信じる
4. 憧れの人をつくる 憧れの人になる

5. 仕事は何をするか？ではなく 誰とするか？である
6. 誰かのために一生懸命になる

7. 選択に自信と責任をもつ その先に新しい道がある
8. 無難には済まさない いつも期待を超えていく

9. 幸せだから笑うのではなく 笑っているから幸せになる
10. いつもどこかに“夢の世界”をもつ

11. 言霊はある ことばを大切にHAPPYで 楽しいことばを沢山使う
12. 昨日の自分を越えることは 夢の扉への第一歩

代表メッセージ

体温が上がる瞬間を。
世の中は目まぐるしく変 化し、人々の価 値 観も変わってい
きます。いつの時 代もお客さまの気持ちに寄り添うために

必 要なことは何か。それは常に事業のあり方をアップデー
トしていくことです。近 年 私たちは、お 客さまの人 生のあ
らゆるシーンに携わるため、ウエディングで培ったサービ
スを軸に事業を展開してきました。今後はウエディング以

外 の 事 業でも、お 客さまの認 知や支 持 を広げたいと考え
ています。様々なものが 変わる一方で、人の心には変わら
ない幸せがあります。それは人と人がシーンを共有し、体温

が上がる瞬 間。だからこそ私たちは、人の手でサービスを
行うことを大 切にしています。変わるもの、変わらないも

の、どちらにも寄り添うために。私たちは「いいやつ」であ
り続 けたい 。優しく 、前 向きに 。楽し み な がらたくさん の

チャレン ジに挑 み 続 けたい 。楽しめばどん な 壁も諦めず
に乗り越えていけるはず。クレ・ドゥ・レーブはまだまだ成
長していきます。私たちと一 緒に、クレ・ドゥ・レーブの未
来をつくりませんか。

代表取締役社長

村井 宏輔

WHAT WE DO

OUR WAY

ウエディングを根源に、フィールドを

未来に向けて『 次世代・地域・観光 』

クレ・ドゥ・レーブは、バリエーション豊かな会場と企画力で

成長ビジョン

クレ・ドゥ・レーブの事業

越えた6つのサービス事業を展開。

お客様それぞれのストーリーを大切にしたウエディングを
プロデュースしています。その他にもフィールドを越えた6つ

のサービス事業を展開。イベントやパーティー、レストランや
カフェの企画運営はもちろん、神戸・大阪を中心に地域活性
や街づくりにつながるスペースやシーンを創造しています。

1

Wedding

2

Event/Party

レストラン・カフェ

Catering
ケー タリン グ

5 Space Management
スペースマネジメント

6

への貢献を高めていきます。
2025年に向けた5カ年計画

次世代
貢献

ウエディン グ

3 Restaurant/
Cafe
4

クレ・ドゥ・レーブのこれから

Temporary &
Staffing
サービス 業 務 請 負

地域貢献

観光貢献

・結婚式を通じて未来に希望を

・労働人口が減少していく日本で、
外国人と
協働するビジネスを

・次世代につながる新規事業を

・地域の人々に愛されるコンテンツや
ソフトを提供し、
地域の信頼を築き、
地域を盛り上げることでビジネスを
根付かせ、
広げていく

・地域の官民の上位計画やプロジェクトを
ビジネスチャンスと捉え積極的に
参画する
・各種観光振興業、
地域振興策をビジネス
チャンスに
・観光客を誘引するソフトやコンテンツを
提供するビジネスを

ウエディング事業は、進化を続ける。
ウエディング事業に並ぶ
第二、第三の柱を。

WHERE WE DO

クレ・ドゥ・レーブの施設

CORPORATE
OVERVIEW
会社概要

社名

北野クラブ ソラ

〒650-0002

兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4

北野クラブ

〒650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町1-5-7

株式会社クレ・ドゥ・レーブ

本社

〒650-0002 神戸市中央区北野町1-5-7

設立

2003年12月

TEL 078-222-5515（代表）/ FAX 078-222-5524

資本金

5,000万円

社員数

133名（2021年4月現在）

事業内容

ウエディング、宴会、イベント、レストラン、カフェ、

代表者

代表取締役社長 村井 宏輔

売上高

17億9,708万円（2020年度）

ケータリング、サービス業務等の企画・運営・管理・
スペースマネジメント

KITANO CLUB ANNEX

〒650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町1-5-10

CORPORATE SITE
企業サイト

https://www.cdr-heart.com/

RECRUIT SITE
採用サイト

https://recruit.cdr-heart.com/

鶴見ノ森 迎賓館

〒538-0036
大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163

RECRUIT SNS
Instagram

インスタグラム

CORPORATE SNS
THE SORAKUEN

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通5-3-1

Instagram

インスタグラム

YouTube
OCEAN PLACE

〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町2-2
海洋博物館2F

広報チャンネル

Facebook
フェイスブック

