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挑戦したい。成長したい。

若さみなぎる就活生のその気持ちが

人々の明日（ミライ）を元気にすることに繋がる。

人生を左右する就職活動を

なんとなくで終わらせないためにも、

ベンチャーならではの

チャンスがたくさん転がっている

リロードエッジを、まずは知ってほしい。

地域の皆様の

明日（ミライ）を

元気にする
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地域の皆様の明日（ミライ）を元気にする

我々は仕事をするうえで、関わる全ての人に協力してもら

い、そして応援してもらうことでお店を運営することができ

ます。この「地域の皆様」とは、お客様はもちろん、取引先

の業者様、大家さん、近隣の会社様、その地域に住んでい

るすべての人を表しています。関わる全ての人に対して、

我々が関わることで相手の未来を元気にする事。それが

リロードエッジの存在価値だという思いで日々事業に取り

組んでいます。近年のコロナという大きな時代の変わり目

から、飲食事業においてもデリバリー事業やテイクアウト

事業の大きなシェア拡大など新しい常識が次々と生み出

されており、この流れはもっと加速すると思われます。飲食

業とは料理を作って提供することだけが仕事ではありませ

ん。リロードエッジは今までの常識にとらわれず、自分自身

が新しいものを生み出したいと考えています。物事を多面

的に見て、色々な可能性を見つけ、そして自分たちが作っ

た新しいものでお客様に喜んでいただく仕事を一緒にして

いきませんか。 

美容のことなら何でも頼りになる地域密着型の「 美のかかりつけ医 」

患者様を「キレイにしたい」という思いで、おひとりおひとり

の美しさを引き出せるよう、様々なお悩みに対して、豊富な

施術プログラムで美をサポートしています。私たちが提供

している美容医療は「治療が終了したから完了」というも

のではなく、患者様が心から満足して下さったかどうかが

重要です。外見だけではなく、内面までキレイになってい

ただけるように、心から喜んでいただける「美」を追究し

続けます。美容医療は日々進化しています。私たちも進化

し続け、患者様の様々なお悩みに対応できる施術プログ

ラムを増やしていきたいと考えています。また、「美のかか

りつけ医」として多くの地域で貢献できるよう、クリニック

の店舗拡大を目標にしています。美容に興味がある・人と

関わることが好き・チームワークを大切にしたいという

方、是非一緒に美容のプロフェッショナルとして、患者様

の未来をキレイにしていきましょう。
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3億円

6億円

9億円

12億円

15億円

2021年3月～
2021年8月

2020年9月～
2021年2月

2020年3月～
2020年8月

2019年9月～
2020年2月

2019年3月～
2019年8月

2018年9月～
2019年2月

九州博多の代表的な料理から

居酒屋などで定番のローカル

メニューまで、おいしい料理を

低価格で楽しんでいただく

居酒屋業態。東京都内を中心

に10店舗展開中。

博多満月
10店舗

26店舗

飲食23店舗 / クリニック3院

23卒新卒採用予定人数

本社

53% 46%

飲食

87% 13%

クリニック

100%

店舗数 残業平均

有給取得率

採用予定人数

426名

本社15名
飲食 374名（アルバイト含む）
クリニック37名

従業員数

男女比

今後の出店予定店舗

2021年出店実績
飲食事業部+ 4店舗
・モンスターグリル松戸店
・モンスターグリル川口店
・モンスターグリル府中店
・寿司の惑星 SUSHI PLANET

クリニック事業部 +1院
・イデア美容皮膚科クリニック錦糸町院

2022年出店予定店舗数
飲食事業部+7店舗
クリニック事業部+1院

2023年出店予定店舗数
飲食事業部+8店舗
クリニック事業部+1院

2024年出店予定店舗数
飲食事業部+11店舗
クリニック事業部+2院

10年後には
100店舗を目指しています！

年齢層は若く
活気がある会社です。

クリニック
時間

時間
本社

飲食
事業部

名

クリニック
事業部

名

飲食
時間

クリニック
%

%
本社

飲食
%

「五感をビビらすヒーロー飯 」

をコンセプトとしたステーキ＆

ハンバーグ専門店。2014年五反

田に1号店をオープンし、2021年

12月現在10店舗を展開中。

モンスターグリル
10店舗

2018年に開店した博多名物

「野菜巻き串」が東京渋谷で楽

しめる九州料理専門店。子連れ

のお客様から貸し切り宴会まで

広い顧客層を持つ。

野菜巻き串どげんね
1店舗

2 0 21年12月に新たにオープン

した寿司と天ぷらの専門店。本

格的な料理にも関わらず、リーズ

ナブルな価格帯で広い顧客層を

ターゲットにしている。

寿司の惑星 SUSHI PLANET
1店舗

武蔵小杉に店舗を構える気軽に

立ち寄りやすい焼肉屋。チョモラ

ンマの山並みをイメージした厚

切り肉や、鮮度抜群の13種類の

ホルモンメニューが自慢。

焼肉チョモランマ
1店舗

飲食・レストラン事業

・健康食品の製造販売

・化粧品の製造販売 ・エネルギー事業

・一般不動産の売買および仲介斡旋

・経営コンサルタント業務・医療機器の販売貸与

開院13年の信頼と安心の医療脱毛を提供する美容皮膚科。

2021年現在、柏、船橋、錦糸町の計3院を展開しており、

自社開発の化粧品販売も行っている。

イデア美容皮膚科クリニック
3院

その他事業美容クリニック事業

Business in t roduc t ion

Shop l is t

事業別 売上高

33.7歳
※日本の企業平均41歳

社員平均年齢

55332244

飲食事業は特にコロナの影響を受けましたが
多様な事業を展開させていることで売上を低
迷させることなく保っているのがリロードエッ
ジの強みです！

直近3年間で、クリニック事業では2倍、その
他事業では3倍以上、売上を伸ばしています！ 
  

リロードエッジ
見る数字で

グループ年間売上高

2020年3月～2021年2月

その他飲食クリニック

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

モンスターグリル チョモランマ イデア博多満月寿司の惑星どげんね

東京 16店舗
神奈川 3店舗
千葉 3店舗
埼玉 4店舗
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1ヶ月のスケジュールと1日の流れを公開！

月間スケジュールMonthly

1日の流れOne day

勤務日

　

菅野 和馬

モンスターグリル五反田店 店長

2016年入社

休日

開店準備10:30AM

出勤したら制服に着替え、ピーク時間帯を円滑
に運営できるようにキッチン、ホールの準備を
します。

開店11:00AM

開店時間15分前にはお客様を迎え入れられる
状態にし、従業員の朝礼を行ったのち、開店し
ます。

通常業務11:00AM

従業員をリードしながら店舗全体を観察し、
より良い店舗運営に向けて試行錯誤を繰り返
します。

クローズ・日報10:00PM

店舗を毎日清潔に保つため、片付けや清掃を
行います。一日の売上や運営の反省点などを
上長に報告します。

ディナー準備5:30PM

ディナーピークや翌日の為に、肉の仕込みや
資材の準備・発注等を行います。

休憩3:00PM

昼食を取りつつ従業員たちと会話を楽しんだり
身体を休めます。この時間でSNS等の更新や
レビューの返信も行います。

「 五感をビビらすヒーロー飯 」

モンスターグリルは 2 014年に五反田に1号店をオープン。アメリカンテイストの店内で

ワインと一緒にステーキやハンバーグを気軽に楽しんで頂くダイナースタイルのレストラン。

昨今注目を集めるお肉に特化した業態です。肉の旨さの真髄を味わい、心ゆくまでお楽し

みいただけるよう、本格的なステーキ＆ハンバーグをリーズナブルに提供しています。

2021年から商業施設のフードコートにも出店を行い現在は、五反田、恵比寿、ふじみ野、上

野、イオンモール日の出、草加、神楽坂下、テラスモール松戸、イオンモール川口、ミッテン

府中の10店舗を展開中。

About MONSTERGRILL
モンスターグリルについて

コミュニケーション力に自信があったことからサービス業につきたいと考えて

いたところ、リロードエッジの楽しそうな社風に惹かれ、2016年高卒入社。

入社2年目にして博多満月で初店長を務め、以降 2 020年6月まで都内の

博多満月店舗に所属。入社5年目の2020年7月より都内モンスターグリル

店舗に配属され、現在に至る。

感動設計図をもとにお客様に感動レベルの評価を貰うこと、和気あいあい

とした雰囲気づくりを目指し店舗運営に努めている。プライ

ベートでは、休みの日は家事・育児をすべて自分がやる

ことを目標にしている。

お客様から感動レベルの評価を戴くには

どうすべきか、日々模索しています

SundaySaturdayFridayThursdayWednesdayTuesdayMonday

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

通常業務
店舗ミーティング

通常業務
予算作成

通常業務
週報提出

通常業務
週報提出

小口精算
交通費まとめ

店長研修

店長研修

店長研修

休日

休日

休日

休日

休日

休日 休日

通常業務
会議資料作成

通常業務

通常業務
週報提出

通常業務
週報提出

休日店舗研修 通常業務通常業務

通常業務

通常業務

通常業務

通常業務

通常業務
シフト作成

通常業務
シフト作成

店舗研修（肉の日） 棚卸
レジ金報告

Work
F low

飲食事業部 菅野 和馬
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勤務日 休日月間スケジュールMonthly

1日の流れOne day

1ヶ月のスケジュールと1日の流れを公開！
　

出勤 着替え10:00AM

11:00のオープンに備え制服に着替え清掃、
備品の補充、カルテチェックなどを済ませ開店
準備をします。

開店準備 朝礼10:30AM

PC業務、メールチェックを済ませ従業員の
朝礼を行ったのち開店します。

開店 カウンセリング11:00AM

開店後はカウンセリング業務につき、ひとり
ひとりの患者様に真摯に向き合い接客します。

レジ締め 掃除 終礼7:00PM

レジ締めやカルテ整理など締め作業を行ない
ます。1日の最後に従業員で終礼を行い共有
事項の伝達などを行います。

ミーティング4:00PM

本社との月例や店舗、部署ごとなど様々なミー
ティングを行い各所の連携に務めます。

ランチ2:00PM

1時間の休憩は事務所のみんなとおしゃべり
しながら昼食をとり午後の勤務に備えます。

日々の暮らしがより健やかでより美しくなるために、
親身な治療を心がけます

美容が好きで、好きなことを仕事にしたいと思っていた。また自分自身も学生

時代にニキビに悩んでいたので、そのようなお悩みを持っている方を少しでも

笑顔にしたいと思い2019年リロードエッジに入社。

研修に合格してカウンセリングデビューし、カウンセラーリーダーを経て

2021年店長に昇格。現在はクリニックの商品開発を兼任している。

美容皮膚科といえばイデアの名前が一番最初に出てくるくらい沢山の方に

知っていただき長く通っていただくのが目標。

患者様の未来がさらに笑顔になるよう、

美へのお手伝いをいたします

カウンセリングでは「何に悩んでいるのか」「どうなりたいか」ということまで含めて、患者

様のお悩みを伺っています。

常に患者様を「キレイにしたい」という思いで治療を行い、診察時には、患者様のご希

望を汲み取り、その「なりたい」を叶えられるよう患者様と同じ目線に立ったアドバイスが

できるよう心がけています。

About IDEA
イデア美容皮膚科クリニックについてイデア美容皮膚科クリニック

小堀 広恵

イデア美容皮膚科クリニック錦糸町店 店長

2019年入社

SundaySaturdayFridayThursdayWednesdayTuesdayMonday

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

休日

休日 通常業務

休日

通常業務 ミーティング
通常業務

有給

企画提案書作成
通常業務

通常業務

ミーティング
通常業務

通常業務

ミーティング
通常業務 

中間会議
通常業務

通常業務 会議資料作成

月例会議
通常業務

休日

通常業務

通常業務

ミーティング
通常業務

通常業務 通常業務休日

月末会議
通常業務

休日

休日

通常業務

休日

企画提案書作成
通常業務

通常業務 休日

Work
F low

クリニック事業部 小堀 広恵
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Career path

チームリーダー就任を目指す

【目標】 チームリーダー就任
・店舗勤務を通して現場を知る
・会社の規則や1年の流れを理解する
・目標達成のための面談（週1回）

マネージャー就任
プロジェクトリーダー就任

【目標】 マネージャー /プロジェクトリー
ダー（管理者、責任者）就任
・プロジェクト参加
（最新プロジェクトの例 :寿司プラネッ
ト出店、健康レストラン新業態立ち上
げ、社内表彰式の企画）

店長業務

【目標】 店舗の指導者となる、3つ以上
のプロジェクトに参加する
・予約や売上の管理
・店舗の人材管理、店長会議
・部下（アルバイト）育成
・後輩の週報
・プロジェクト参加

店長就任を目指す

【目標】 店長就任
・店舗勤務を通して現場を知る
・会社の規則や1年の流れを理解する
・目標達成のための面談（週1回）

育成グループ
事務局業務

【目標】 
それぞれの適性に合った兼任業務

3rd
year

2nd
year

1st
year

キャリアパス 

内定

マネージャー就任
プロジェクトリーダー就任

【目標】 マネージャー就任、プロジェクト
リーダー（管理者、責任者）就任
・エリアマネジメント
（担当エリアの売上管理、エリアミー
ティング、マネージャー会議）
・部下（店長）の育成
（後輩の週報、中途採用の社員面接）
・プロジェクトリーダー就任

4th 
year

after商品開発部
管理部業務

【目標】 
それぞれの適性に合った兼任業務

店長業務
【目標】 店舗の指導者となる、3つ以上
のプロジェクトに参加する
・店長業務
・プロジェクト参加
（最新プロジェクトの例 :教育プロジェ
クト、アートメイク新規事業立ち上げ）

クリニック事業部飲食事業部組
織
図

代表取締役

営業本部長 クリニック事業
本部長

商品開発部 MGR

育成
グループ

店長

店舗リーダー

営業部

店長

主任

事務局
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“リロードエッジ”で働くってどんなこと？
学生の皆さんからの質問に、先輩社員が本音で答えます。

今の業務のやりがいと近い目標は何ですか？ Q３.

やりがいは自分のやった結
果、動いたことがそのまま売上数値
に直結することです。自分と同じ業務
が出来る人材や、自分にはない武器を
持った人材の育成が目標です。

モンスターグリル マネージャー
入社7年目

やりがいは数値管理をより
深く学ばせていただけている点、 
近い目標は右腕となるスタッフを
作り、現場を客観視出来る時間と余裕
を作り出すことです。

博多満月  店長 入社6年目

マニュアル作成の業務に
携わっている為、曖昧なルールを
明確化することにやりがいを感じてい
ます。目標は口頭説明なしでもマニュ
アルだけみれば仕事が出来るマニュア
ル作成をすることです。

本社 総務 入社1年目

人と接する、喜んで頂くことは
もちろん、忙しい時等で大変な状況
でも「面白い！」とスタッフに思ってもら
えるように本心から自分が1番楽しんで
仕事をすることです。

モンスターグリル マネージャー
入社8年目

全ては患者様のために。立ち
居振る舞いやスタッフ間とのスムーズ
なコミニュケーション、クリニックを清潔
にすることや適性在庫を保つこと、すべて
が患者様のために繋がります。

クリニック チームリーダー  
入社2年目

初めての業務、やったことが
無い事に対してどうやってやるか常
に考えるようにしています。出来ないな
どのマイナスな言葉を使わないことを
意識しています。

本社  総務部 入社2年目

普段働く上で大切にしていることや心構えを教えてください。Q６.

リロードエッジに入社した理由と入社後に感じたメリットは何ですか？Q１.

他業態で複数店舗があり、
出店ペースも早かったので色々な
チャンスがあると思い入社しました。 
入社後感じたメリットは、幹部と直接
話ができる事です。この規模感の会社
では中々無いと思います。

博多満月 店長 入社1年目

患者様との距離が近いクリ
ニックだと思い入社しました。実際
に患者様としっかりお話でき、密な関係
を作れたこと、また上司との距離も近
く意見や希望も話しやすい環境がメ
リットに感じました。

クリニック 教育 入社10年目

店舗展開もしており楽しそうだった
ので希望しました。本人のやる気次第
でどのポジションも目指せることが
メリットだと思います。

モンスターグリル  入社2年目

入社してから初めての業務で難しかったことやぶつかった壁はどのようなものでしたか？Q２.

様々な事業があり、関わ
る人が多いのでグループ会社や
系列店舗のスタッフの組織図を
把握するのが初めは大変でした。

本社  総務部リーダー 入社8年目

会社の考え方などを
アルバイトの方たちへ伝え理解
していただくことが難しいと感じ
ました。

モンスターグリル 店長 入社1年目

経験のないジャンルだった
ので業務を一通り覚えることと
ピークの時間をこなせるように
なるという面で最初は不安が
大きかったと思います。

モンスターグリル 店長 入社2年目

同じ業態の大企業と比較してどのような点で違いがあると思いますか？ Q5.

働くスタッフの自由度が
高いと思います。のびのびしてい
る所や、提案がスムーズなところ
から他社と違うように感じます。

モンスターコーヒー＆グリル 店長  
入社2年目

臨機応変に変化出来る
スピード感。特にコロナ禍での
感染対策や休業や営業時間変更
の対応で改めて強く感じました。

本社 総務部リーダー 入社7年目

患者様との距離感が近
く、クリニック全体で患者様の
施術に対する意識を育て、効果
に繋げている点です。

クリニック  チームリーダー   
入社8年目

患者さんではなく患者様として
接する接客面。売上を考えたトーク
や行動など、病院で働いていたら学べ
なかった事がたくさんあるので、社会人
や看護師として成長出来た面は沢山
あると思います。

クリニック 一般社員 入社1年目

タスクの時間に対する管理意識
が変わった事と「苦手な物事に対して
やらずに出来ないと言うな、やって学ぼ
う」という精神で取り組むようになった事
です。

博多満月 店長 入社1年目

今までは「自分には関係ない
事は、関係ない」と考えていましたが、
どんな事も当事者意識を持って考える
癖ができた事が1番大きいです。その
事で、知識や理解が深まり成長に
繋がっています。

クリニック 教育 入社10年目

リロードエッジに入社して一番成長したと思うことは何ですか？Q８.

何が仕事のモチベーションにつながっていますか？ Q７.

働く職場のスタッフと環境
が良いことです。みんなで頑張
ろうという気持ちが強いから毎日
予約が詰め込んである状況でも
頑張れています。

クリニック 一般社員  入社1年目

リピートのお客様が増え
てくれることにモチベーションを
感じています。

モンスターグリル 店長 入社1年目

毎日忙しいですが、一番
売り上げのある店舗で勤務させて
頂けていることです。

博多満月  一般社員  入社8年目

リロードエッジの好きなところはどこですか？Q４.

若い世代が多く、私自身
は友達感覚で周りと話し連携を
取れるところです。

モンスターグリル  一般社員  
入社1年目

業態関係なく、みんな仲が
良いところ。 その中でもライバル
意識や競争がある為、お互いに
切磋琢磨し、成長出来るところ
です。

モンスターグリル 店長 入社2年目

単純作業や日々の繰り返し
ではなく、勉強できるチャンスが
多いところです。

焼肉チョモランマ エリアマネージャー 
入社6年目
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人生が決まるような選択だから、自分がちゃんと頑張れて
将来の事まで考えて選択ができたらいいなと思った。新卒一期生対談

リロードエッジの若手ってどんな人?

対談
企画

み んなは何でリロードエッジに入社を
決めましたか？

（杉山） 就職活動中はいろんな人からいろんな

ことを言われるだろうし、それが本当にすごく

良くも悪くも気になってしまうと思う。けれど、

自分がそれぞれの企業と向き合っていくしかな

いから、最初はわからなくても何が大事なこと

か絶対わかってくるはず。だから最後まで自分

と企業で向き合って欲しいなと思う。

（中野） 名前の大きさを意識してる人って周り

にも多くて。たしかに大事かもしれないけ

ど、それよりは自分の人生が決まるような選択

だから、自分がちゃんと頑張れて、将来の事ま

で考えて選択ができたらいいなと思った。

（前多） 友達でもとりあえず大企業だからとか、

上場してるからって、就職先を選んだ人も多い

けど私がリロードエッジを選んだ理由はもっと

しっかりしたものがあるって、自信を持って言え

ます。

（前多） 大企業だと、人事の人で担当の人とし

か関わらなかったりするもんね。

（杉山） そうそう。でも、実際人事の人と一緒

に働くわけじゃないからね。 

こ れからリロードエッジでやってみたい
ことはどんなことがありますか？

で は次の2期生に向けて最後にみんな
が経験したからこそできるアドバイス
はありますか？ 

（中野） 僕はやっぱり新卒1期生っていうのが

1番大きくて、これから大きくなっていく会社を

引っ張って行く経験ができる事って、少ないと

思うからそれが決め手になりました。

（杉山） たしかに、1期生での入社はすごく魅力

的だったと思う。前多さんはどう？

（前多） 私はあんまり重要視はしてなくて、事業

の内容とかやりたい仕事ができるかが大事だっ

た。普通の飲食業界だったら店舗で何年か勤

めて、既存のルートに進まなければいけないけ

ど、リロードエッジだったら自分の提案したこと

が実現しそうなところがわくわくしたんです。

（杉山） 私は最初興味を持ったのは、求められ

ている人材のところに「察する力」っていうのが

あって、私にぴったりだなと思ったし、私も社会

人として大事だなと感じていたのでいいなと

思ったのが1つと。あと会社に入って信用で

きる人とか尊敬できる人と一緒に働きたいなぁ

と思ってたんですけど、それって実際入ってみる

までわからないことだから半分諦めてたんです

ね。でも、リロードエッジは選考中から会社の中

を開示してくれて、一緒に働く人っていうのが見

えたので、この人たちと働きたいと思ったのは

最後の決め手になりました。

（前多） 飲食の新規開拓だったり新商品の開発

商品の開発って言う所すごくやってみたいです。

じゃあ自分でも新しい美味しいもの食べたり

したいですね。

（中野） ちなみに、どうして飲食に興味を持っ

たの？

（前多） 家族と食事をするときも、それぞれの

好みに合わせてアレンジしたりすると、すごく喜

んでくれたのが楽しくて。一人暮らししてからも

料理するのが好きだったからそれを仕事にでき

たら楽しそうだなって思って。中野くんはどうし

て飲食業を選んだの？

（中野） 僕はファストフードのお店で5年以上

アルバイトをしていて、お店のメンバーをまとめ

て、リーダーシップを発揮してお店を運営してい

くことにやりがいを感じていて。リロードエッジ

もこれから飲食のお店が増えていくっていうこ

とでこれまでのノウハウを活かしつつ、また挑戦

していける環境が楽しめると思ったからです。

（杉山） 私もアルバイトである程度の部分を

自分に任せてもらう楽しさとかやりがいを知っ

ていたから、ベンチャー企業でチャレンジング

なところを選んだのもあるかもしれない。

杉山さんはリロードエッジでやりたいことは

ありますか？ 

（杉山） 私は2人と違ってクリニック事業に進

むわけだけど、就職活動中に業界は自分の興

味のある事だったらいいなと思っていて、業務

の内容として営業職、広報とか会社の外と関わ

れる仕事ができたらいいなと思ってました。こ

れから自分がクリニック事業でいろんなことを

学んだあとは、クリニックの新店出店のオペ

レーションとかに携わっても楽しそうだなぁと

思ったり、クリニック事業が充実していくため

に、外部の方とやりとりをするようなポジション

につけたら自分の性格的にも楽しいし、貢献で

きるんじゃないかなって思ったりします。

（中野） 医療クリニック事業につくのは、新卒は

杉山さん1人だけどそこに不安はないの？

（杉山） 全くないわけじゃないし、1人になるの

は予想外。だけど、1人でも大人数でもリロー

ドエッジは、自分と向き合ってくれる会社だと

思うから、この先のキャリアプランだったり色

んなタイミングで話を聞いてくれると思う。だか

ら、そこに対してあんまり不安はないかな。

（中野） 僕も内定後に親に伝えたら、やっぱり

親もリロードエッジの名前を知らないし、少し

不安もあったけど、これから成長していく企業

だし、自分が1期生として引っ張っていくってい

う意気込みを伝えたら、安心してくれたんじゃ

ないかと思います。

私たちとしてもなんとなくで決めてほしく

ないし、ギャップも入社後に感じたらお互い

に悲しいし無くして欲しかったんです。

（杉山） 今ギャップという言葉で仰ってました

が、選考中からずっと仰ってくださっていて。

リロードエッジは最後まで入社前と後の

ギャップを限りなくゼロに近づけようとして

くれている会社だから、そこは信用して選考

に臨んでほしいなっていうのが、最後のエール

になると嬉しいです。 

飲食事業部 中野 達仁

飲食事業部 前多 歩

クリニック事業部　杉山 春華
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3TOPICS

新業態 寿司の惑星　
SUSHI PLANET オープン

元寿司職人の商品開発担当者が発案。
「寿司と天ぷらとお酒を楽しむ楽しむネ
オ大衆寿司酒場」をコンセプトにグルー
プ初となる寿司業態を2021年12月に
オープンしました。

リロードエッジの求める人物像

こちらよりエントリーをお願いいたします。

https://job.rikunabi.com/2023/company/r182642038/

最新情報盛りだくさん！

旬の情報をお届けします

6TOPICS

自社予約システム
ココリザリリース

対応可能スタッフ、部屋の空き状況、機
器の利用状況から自動で予約を配席で
きるクリニックの予約管理システムを開
発。2021年5月にリリースしました。

8TOPICS

モンスターグリル
オリジナル漫画 連載スタート！

代表高取の幼少期の夢「漫画家」が現
実になりました。某ラッパーや俳優とコラ
ボストーリーも見どころです。2022年よ
りLINE会員様限定で配信予定。

7TOPICS

管理栄養士監修健康レストラン
立ち上げプロジェクト始動

2022年上半期リリース予定。飲食事業
と医療事業どちらも持っているリロード
エッジグループが2つの強みを生かして
新業態を立ち上げます。

Appl icat ion Requirements

Schedule

Entr y

4TOPICS

AAA
バナナジュース加盟店に参加

avexmanagement所属アーティスト
AAAとコラボしたバナナジュース「ブラン
ド名称《AAAえ～バナナジュース》」の販
売加盟店にモンスターグリルが参加しま
した。

5TOPICS

飲食、美容クリニック事業の事業拡大に
際して、本社での新卒採用をスタートし
ました。2022年卒の新卒は男性1名、女
性2名の計3名が入社となりました。

新卒１期生
３名採用

2TOPICS

イデア美容皮膚科クリニック
錦糸町院オープン

開院13年、質の高い美容医療脱毛や美
肌治療の提供を行っているイデア美容
皮膚科クリニックが、3院目となる錦糸町
院を2021年4月にオープンしました。

1TOPICS

これまでのレストランスタイルの店舗か
ら、フードコート型の店舗展開に加え、メ
ニューも新たにファミリー向けに開発する
など、新たなターゲット層の獲得に向け
て2021年に3店舗の出店を行いました。

モンスターグリル松戸・川口・
府中フードコート店舗出店強化

What`s going on!?

察する力

行動力
自らの限界を決めず挑戦できる人

相手の気持ちを感じ取ることができる人
問題発見力

問題解決力
問題の解決案を考えられる人

問題の影響範囲を適切に把握できる人

問題
発見力

察する力

行動力問題
解決力
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Company

SNS

https://www.instagram.com/info.reloadedge/

WEBサイト

https://idea-clinic.jp/

WEBサイト

https://monstergrill.jp/

WEBサイト

http://reloadedge.com/

Websi te・SNS 

Brochure Produce by

リロードエッジ 新卒一期生 
杉山春華・ 前多歩・ 中野達仁
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