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【株式会社ハウスクリニック】 
1976 年の創業以来、「価値ある住環境」創造企業を使命に、共に働く全ての人々の幸福と、顧
客満足向上を追求し、地域社会に必要とされる企業を目指しております。これからも社員一
同、意識向上と使命感を持ち「自己実現達成」と「多くの雇用」を生み出せる企業を目指し
てまいります。 
 

商号 株式会社ハウスクリニック 
創業 1994 年 8 月 1 日 

代表者 代表取締役社⻑ 田中 利治 
資本金 49,800,000 円 
所在地 東京都八王子市石川町 2966-9 

事業内容 原状回復リニューアル、退去立会代行業務、空室対策、オーナーサポー
ト事業 

従業員数 90 名（2018 年 10 月現在） グループ会社含む 250 名 
企業 URL https://www.houseclinic.co.jp/ 

 
【株式会社ラキール】 
「デジタルネイティブカンパニー」として、投資効率の高い製品/サービスによってお客さまのビ
ジネスに貢献してまいります。 
 

商号 株式会社ラキール 
創立 2005 年 6 月 

代表者 代表取締役社⻑ 久保 努 
資本金 301,865,000 円 
所在地 東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー33 階 

事業内容 LaKeel 事業 
従業員数 単体：414 名 連結：504 名（2019 年 4 月 1 日現在） 
企業 URL https://www.lakeel.com/ 

 
 

■本件に関するお問合せ先 
株式会社ラキール 
営業本部 マーケティング企画グループ 
TEL：03-6441-3859   FAX：03-6441-3865   Email：marketing@lakeel.com 


