WISTERIA
RECRUIT
さいこう

えがお

最幸の感謝のために！

私 たちと一 緒 に

夢 を叶えましょう！

静岡県内 店舗拡大中！

1ヶ月間の研修サポート！

一人ひとりに
サポートメンバーがつく！

キャリアパス

研修制度

サポートシステム

静岡県内接骨院

充実の研修制度で、

配属後、1人ひとりに

９店舗展開！

サポートスタッフが付きます。

安心してステップアップ！

店舗拡大中なので、頑張り次第で誰で
も院長になれるチャンスがあります。
キャリアアップを目指せるので、モチ
ベーションを高めながら働くことがで
きます。
さらに、社内での勉強会や、研修会社
の社外セミナー等で成長できる環境を
常に整えています。

各担当者が、研修を徹底サポート！
マナー研 修、患者様対応から治療 技
術まで、1ヶ月間丁寧に指導いたしま
す。同期入社の仲間と助け合いながら
学ぶことができるので、結束力を高め
働くことができます。

詳しい指導が受けられ、研修時にわか
らなかった細かいことも聞きやすい環
境です。悩みや、気になることなど、な
んでも相談してください。
二人三脚で頑張っていきましょう！

新 卒スタッフの 年 間 育 成スケジュール がこちら
3月

4月

5月

6月

会社の本心理念を知る

研修で知識を学ぶ

現場研修

患者様に触れる

オリエンテーション（会社説
明、理念）、入社式、社会人と
して、治療家としての学び

座学・実技研修
解剖学、生理学、運動学→学校
の知識をより現場目線で学ぶ
藤接骨院の治療理論、治療内
容を学ぶ

院へ配属
実際に患者さんとの触れ合
い・会話を行ってゆく
治療ベッドの使い方を覚える

実際に治療に携わる
施術中に、患者さんへ治療の
話や体についての話ができる
ようになる

8月

7月

10月

9月

問診〜施術までができる

急性の施術ができる

患者さんに合わせた施術

原因の特定ができる

問診や検査を覚え、再来患者
さんへ入るための練習を行う

機能解剖学を理解し、運動連
鎖に基づいた治療ができるよ

診立て（患者さんの原因がわかり
患者さんに合わせた治療ができる）

検査や写真での姿勢検査を
行い患者さんに対して症状の

1月

2月

11月
理解を深める
栄養学や予防医学を学び健
康についての話が患者さんに
できるようになる→栄養、自律
神経、
ホルモンの話

うになる（寝違えやぎっくり腰
などの急性の対応ができる）

12月

患者さんへの体の原因説明、状態
説明ができるようになり1人で患者
さんを診れるようになる（慢性腰
痛、肩こりなどの施術）

原因説明ができる

一人前の
施術家になる①

一人前の
施術家になる②

後輩に
教えることができる

新しく来院される患者さんに
1人対応デビューのための練
習スタート

技術のブラッシュアップ

全体のテスト（実技の総まと
め）。
入社前ミーティング。
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さ い こう

え がお

最幸の感謝のために！

〜「何とかなる」から「何とかする！
！」へ〜
私たちは「あなたの笑顔作り」のパートナーとして、
健康で笑顔溢れる生活を全力でサポートします。
弊社では「やる気」
「元気」
「根気」をモットーに、
魅力あふれる院作りを目指しています。
一人ひとりの患者様を大切にする気持ちが、患者様の笑顔につながり、
自分の喜び、やりがいへとつながります。

■代表あいさつ
あなたの人生の大切な第一歩をお手伝いしたいーーーーーー。
最幸の感謝を目指している株式会社ウィステリアの会社説明資料
をお手にとっていただき、ありがとうございます。
この資料を手に取っていただいているあなたは、きっと自分の将
来を真剣に考えておられることと思います。夢や希望を叶えるため
に、どんな治療院で経験を積むのがいいのだろうか？ちゃんと教
えてもらえるだろうか？と、不安な気持ちでいっぱいになっている
かもしれませんね。この資料では、どんな会社で、何を目指してい
るのか、どんな人と働くことになるかということはもちろん、あな
たの夢の叶え方、治療院選びで失敗しない方法などもお伝えでき
ればと思います。あなたの不安を少しでも解消して、思い描く理想
の将来像へと近づくヒントになれば幸いです。
そして、もしご縁があれば私たちウィステリアの仲間として一緒に
働けることができればと、心より願っております。
株式会社ウィステリア / 藤接骨院 代表

■プロフィール

中村哲也

柔道整復師。ウィステリア（藤接骨院グループ）代表。日本電気治療協会 副理事
都内整骨院での3年間の 修業を経て、20 0 0年 、静岡県吉田町で藤 接骨院を開
業。地域の方々からの強い要望により、静岡県中部を中心に分院を開業、現在9
店舗とフィットネスジムを運営している。一方で、特定非営利活動法人日本電気治
療協会の副理事長をつとめ、施術技術などを伝えている。協会として大相撲の力
士、プロラグビー選手たちのケアにも携わっている。
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藤 接 骨 院 流！ 患 者さんが健康になる6 ステップ

【 2 】 検査

【 1 】ヒアリング
問診票をもとに、ヒアリングを行いカルテを
作成します。今悩んでいることをさらに詳しく
お伝えいただきます。体を治して、どんな体・
どんなことをしたいのか、患者様に目標を
設定していただきます。

姿勢写真検査（骨格、骨盤の傾き測定）、関
節可動域、筋力測定、神経検査などの様々
な検査を行います。

【 4 】 施術
患者様に合わせた施術を行います。
「根本
治療」を目標に掲げ、患者様の納得のいく
までサポートをして参ります。身体のことを
しっかりと理解し施術回数を重ねることで、
より「元に戻らない痛みが出ない身体」を
作り上げていきましょう。

【 3 】分析
検査で詳しく状態を把握し、どこに原因が
あるのかを特定します。患者 様1人1人の
目標と体に合った 施 術プランをいくつか
ご提案し、患者様にお選びいただきます。

【 5 】 生活指導
患者様に合わせた今後の施術プランと料金
についてご 説明いたします。自宅でできる
ストレッチや、日々の姿勢など生活習慣の
指導などがあります。

【 6 】ホームケア
簡単なストレッチ動画をお送りしたり、物販
で体を整える効果のあるものを試していた
だいたり、姿勢を気をつけ自宅でのケアに
努めていただきます。患者様1人1人お電話や
LINEメッセージでご状況をお伺いいたし
ます。

そ の 場 で 結 果 が 出 せるか ら 、学 ぶ コトがとても 楽 しい！
施術者の思いは、患者様に必ず伝わります。
患者様の喜びが自分の喜びに繋がるので、その場で結果が出ることが、学ぶ意欲へ繋がる！
一年目から施術に入れるので、現場でどんどん学ぶことができます。
「実際に患者様と接する中で学ぶ」という充実の環境が、ウィステリアの特徴です。

全国1000名の治療家が学んだ「ハイボルト」
ハイボルトとは？
ぎっくり腰や寝違えなどの急性の怪我に最大の効果を発揮し、歩けないようなぎっくり
腰も、たった5分で歩いて帰れるようになります。
その他、捻挫や打撲などの外傷による痛みや腫れも抑えることができます。
そんな圧倒的な治療効果を出せる「ハイボルト」という特殊な治療機械。
その治療を全国の治療家に広めている「NPO 法人日本電気治療協会」の副理事を
弊社の代表が努めています。
1人でも多くの患者様を救えるように、数々の治療家たちへ「ハイボルト」を広め、日々
セミナー活動を行っています。

＊「NPO 法人日本電気治療協会」が、全国の
先生方へ
〝ハイボルト″
を広める活動をしています
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仲間と一緒に学び
共に成長するということ
チームとして、地域の方たちを健康にすること、仲間と一緒に切磋琢磨しながら会社の未来を作ること。
ウィステリアでは、その思いをもとに、着実に成長できるステージチャートがあります。
トップの治療家を目指したい！ 院長になってより多くの患者様を助ける基盤となりたい！ など自分の治療家としてのあり方、
目標を掲げながら働いていただきたいと思っています。

評価制度

★ 7級

総院長

月収 40万〜

★ 6級

マネージャー

月収 35万〜

★ 5級

院長

月収 28〜35万

★ 4級

副院長

月収 25〜28万

★ 3級

月収 23〜25万

★ 2級

月収 20〜23万

新入社員

★ 1級

1級

2級

新入社員
ビジネスマナーが身
についている

3級

・基本施術がマニュアル
通りにできる

・部下の教育ができる

・患者さんに合った治療
プランが立てられる

・セミナー参加

・新患対応ができる

4級

5級

6級

7級

副院長

院長

マネージャー

総院長

・店舗 管 理に携われる
ことができる
・部下に結果を出させる
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月収 20万

・店舗責任者
・院を運営できる

複数店舗の管理運営
ができる

・新規出店の計画
・新事業開拓ができる
評価制度

働く先輩の声

チャレンジしたい人に、可能性の扉を開きます

Ta k a y u k i O i s h i

大石 貴之
2015年入社
柔道整復師、鍼灸師
静岡医療学園専門学校 卒業

新しく入ってくる仲間へ

職場の雰囲気は？

全ては患者さまのために!

ほとんど同年代で、親身になって話ができるのが藤接骨院

みなさんは「最幸の感謝(笑顔)」とはどんなイメージですか？

グループの良いところだと思っています。年が離れすぎて

「最高」ではなく
「最幸」、
「感謝」と書いて「えがお」。
そんな

いると、
ちょっと怖く感じてしまったり、なんとなく抵抗感も

弊社の理念に終わりはありません。

ありますよね。同年代で和気あいあいとできるので、仕事の

私たちは、患者さまの幸せや笑顔のために日々努力をして

日のみならず、休日まで一緒に遊んだりして。毎日一緒に

います。それが自分自身の、喜びや幸せに必ず繋がってい

いても、本当に飽きることなく、話続けられます。
(笑)

きます。

家族よりも長い時間を共に過ごす場所だからこそ、少しでも

仕事にやりがいを感じることはもちろん、思いやりの精神が

不安があったり悩みを持った人がいれば、必ずフォローする

自然に身につき自分の人生も豊かになることでしょう。

仲間がいます。

患者さまの体だけではなく、心までサポートする、究極の

そういった安心感のある雰囲気は、藤接骨院グループの

治療、ホスピタリティを全ては患者様のために！

良さの一つですね。

ぜひ私たちと一緒に追求していきましょう!!

えがお

患者さんの感謝のために！ 治せる施 術家に
仕事のやりがいは？

将来の目標は？

治療は常に勉強!

藤接骨院で働いていると、日々患者さまに「ありがとう」と

藤接骨院に来て頂いてる患者さまに対して、患者さまそれ

お声をかけていただき、笑顔で帰られる姿をみると、とても

ぞれに合った治療をご提案し、施術を行っています。

やり甲斐を感じます。

新人教育の面では、先輩方が時間を作ってくださり、施術

体の痛みや不調を抱える産後のママさんたちや、キレイに

の練習の時間を設けて頂いています。

なりたい女性にとって、一番頼りになる存在になり、その

そのおかげもあり、施術に必要な実践的な技術を習得する

サポートをしたいと思っています。

ことができています。

鍼治療は痛みや不調を取るだけでなく、その上の綺麗に

丁寧な研修と、現場での経験、そして先輩方のフォローが

なりたいという目標も叶えられます。

Rina Matsushita

あり、日々の成長を実感できるのが嬉しいです。

私は鍼灸師なので、鍼灸師にしかできないサポートを積極的

松下 里奈

患者さまに喜んでいただくことや、笑顔で帰られていく姿を

に行い、藤接骨院が「健康」だけでなく、さらに「美しさ」

見るとやりがいを感じます。

まで目指せる場所だと広く知っていただけるよう、力を発揮

2019年入社

していきます！

親 睦 が 深まる様々なイベ ント！
入社式

レクリエーション
運動会

鍼灸師
静岡医療学園専門学校 卒業

50km
ウォーキング

ディズニー
研修
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接骨院が要らなくなるくらい

地域の人を元気にしたい

鈴木先生の1

8 :1 5

8 :5 0

日

出勤
朝は朝食をしっかりとって出社。掃除や、
準備を整えその日の患者さんの情報を
確認します。

朝礼
全スタッフと挨 拶 から企 業 理 念の
唱和、1日のスケジュールの共有その
日1日 院を明るく元気にスタートする
ためにも朝礼は欠かさず行います。

1 2 :0 0

午前の診療終了
午前最後の患者様を見送り、片付け、
カル テ の 整 理 をしま す。そ の 後 、
スタッフと一緒に昼食を。毎日和気
あいあいと大盛り上がり！

午後の診療開始
1 5 :0 0
午後もしっかりと治療スタート！
夕方以降は比較的混 雑しやすい為
さらに気を引き締めてお迎えします。

Ay u m i S u z u k i

鈴木 歩

2 0 :0 0

集計業務を済ませ掃除をし、退社し

2017年入社 / 4年目

ます。

西部地区エリアマネージャー
浜松院 / 磐田院 院長

高校時代、テニス部キャプテンを務めていました。
その際出会ったトレーナーに憧れ弟子入りし、専門
学校に通いつつ、私もプロスポーツトレーナーとして
活動をしていました。
国家資格である柔 道 整 復 師・鍼 灸 師を取得 後、
「スタッフの夢を応援する」という会社の方針に
惹かれ、入社を決めました。現在も仕事としてプロ
スポーツトレーナーの活動をしています。
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1日の診療終了

2 0 :3 0

退社
趣味の筋トレをするべくジムへ！疲れ
ていても、明日も元気でいるために
は欠かせません。

スポーツ選手へのトレーナー活動
も積極的に行っています！

株式会社ウィステリア
藤接骨院 藤枝警察署前

藤接骨院 吉田本院

藤接骨院 焼津小川院

☎0548-33-4320

☎054-625-8637

☎054-639-7772

静岡県榛原郡吉田町神戸126-6

静岡県藤枝市岡出山3-6-17

静岡県焼津市西小川8丁目1-7

営業時間：平日 9:00〜13:00／16:00〜20:00
土曜 8:00〜12:00

営業時間：平日 9:00〜13:00／16:00〜20:00
土曜 8:00〜12:00

営業時間：平日 9:00〜13:00／16:00〜20:00
土曜 8:00〜12:00

藤接骨院 安倍川院

藤接骨院 静岡安西院

藤うさぎ整骨院 清水月見院

☎054-204-2850

☎054-266-3255

☎054-625-5530

静岡県静岡市駿河区丸子1丁目6-64

静岡県静岡市葵区安西3丁目20

静岡県静岡市清水区月見町1-8

営業時間：平日 9:00〜13:00／16:00〜20:00
土曜 9:00〜13:00

営業時間：平日9:30〜13:00／16:00〜20:00
土曜9:00〜13:00

営業時間：平日9:00〜13:00／16:00〜20:00
土曜9:00〜13:00

藤接骨院 磐田見付院

藤接骨院 浜松東院

骨盤整体サロン B-STyLE +

☎0538-67-8885

☎053-545-5777

☎054-275-2288

静岡県磐田市見付1216番地2

静岡県浜松市東区植松町269-4

営業時間：平日9:00〜13:00／15:00〜19:00
土曜9:00〜13:00

営業時間：平日9:00〜13:00／15:00〜19:00
土曜9:00〜13:00

静岡県静岡市葵区呉服町１丁目７番地
静岡伊勢丹別館コリドー５ ２階ティアアヴェダ店舗内
営業時間：10:00〜19:30
芳
川

線
ローム浜松
東海道新幹線

道本

東海

コチラ

ファミリー
マート

ピザーラ 菱和設備

浜松修学舎中学校
高等学校
飯田街道

休診：伊勢丹休館日に準ずる

明屋書店
サイゼリヤ

クリエイト

各塚北

オレンジセオリー フィットネス 静岡店

☎054-252-5995
静岡県静岡市葵区伝馬町８-６
トップセンタービル地下 1階

最新フィットネスジム経営！
入会者募集

https://www.orangetheoryﬁtness.co.jp/shizuoka/

働きやすい環境を整えています。丁寧にサポートしていくので安心して働けます

求人情報

無料体験
受付中

新卒 施術者 募集要項

■職種・・・＜施術者＞ 柔道整復師／鍼灸師／あん摩マッサージ指圧師 (資格習得予定生)
■勤務地・・・吉田院、藤枝院、焼津院、静岡安西院、静岡安倍川院、清水院、磐田院、浜松東院

店舗大幅展開中！勤務地の希望 配慮いたします

■雇用形態・・・正社員
■給与＜新卒（未経験者）＞・・・月給20〜23万円（能力による）
※39h相当分含む（4万4000円）。39h超 過分別途支給
※研修期間（6ヶ月）月給20〜23万円（能力による）

固定残業代39h相当分含む（4万4000円）。39h超 過分別途支給

キャリアアップ制度有→副院長:25〜28万円 院長:30万〜35万円＋歩合有

■昇給・賞与・・・昇給あり、賞与年2回
■待遇・諸手当 ・・・社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、交通費規定支給、引越し手当あり
■資格 ・・・ 国家資格 柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師 免許（資格習得予定成果）
経験・未経験者歓迎！≪新卒・第二新卒大歓迎（専門・短大・次第）≫
働きやすい環境を整えています。丁寧にサポートしていくので安心して働けます｡

応募後のプロセス

採 用フロー

・応募後、電話にて勤務希望・雇用状況の確認
▼
・＜一次審査＞ 見学 （30分程度）
院内の見学、業務内容把握、各院の担当者と面談
▼
・＜二次審査＞ 面接 （30 - 60分程度） 要:履 歴書
担当者との面接、適性チェックなど
▼
・＜三次審査＞ 代表面接 （30 - 60分程度）
弊社代表との面接
▼
三次審査終了後、10日間以内に採否を通知いたします。
応募方法

電話番号「070-3149-7575」に直接お電話にてご応募ください。
採用担当:加藤（受付時間:平日9:00 -18:00）

■採用予定人数・・・5〜10名
■勤務時間・・・院によって異なる
例:吉田院 平日9：00〜12：00、15：00〜20：00 ※休憩有 土曜8:00〜12:00
例:磐田院 平日9：00〜13：00、15：00〜19：00 ※休憩有 土曜9：00〜13：00

■休日・休暇・・・土曜日午後、日曜日、祝日、夏季休暇、冬季休暇

公式ホームページはこちら
https://www.wisteria-g.com/recruit/

