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在宅マッサージを通して大切にしている｢企業理念｣や
｢やりがい｣｢ワークスタイル｣など、京都で地域密着の
在宅医療を行う、アルケルの熱い想いをお伝えいたします！
また、先輩施術者があらゆる疑問にお答えします！

在宅に興味はあるが経験がな
いので不安だと感じておられ
る方はたくさんいらっしゃると
思います。まずはお気軽にお
問い合わせください。説明会
で様々な不安や疑問をぶつけ
て下さい。皆様とお会いできる
ことを楽しみにお待ち
しております。

● 大切にしている「企業理念」などをお伝えします。
● 在宅での施術風景を撮影した動画を交えて、訪問マッサージの
 理解を深めて頂きます。
● アルケルで現在活躍している鍼灸マッサージ師との
 フリートーク。 etc..

● 開催日時・交通費
会社見学会はすべて予約制に
なっております。
毎月開催予定ですが、日時・交
通費等はお電話にてお気軽に
お問い合わせください。

あん摩マッサージ指圧師 会社見学 

募集要項
正社員

参加
無料

資格
勤務地
給与

各種手当
待遇

休日・休暇

あん摩マッサージ指圧師
京都市内
月の売上×42%の給与 （最低保証有：220,000円）
各種役職手当、 皆勤手当、 扶養家族手当、 配偶者手当、 住宅手当、 車両手当、 移動手当
社会保険完備、 労災、 雇用保険、 賠償責任保険、 入社準備金制度、 交通手当
完全週休2日制、 有給休暇、 夏季休暇、 冬季休暇、 GW、年末年始

パートナー

アルバイト

資格
勤務地
給与

各種手当
待遇

休日・休暇

あん摩マッサージ指圧師
京都市内
月の売上の50% （例：10件の訪問施術で売上42,000円程度です）
――
賠償責任保険
夏季休暇、 冬季休暇、 GW、年末年始

資格
勤務地
給与

各種手当
待遇

休日・休暇

あん摩マッサージ指圧師
京都市内
1件1,300円～ （夫妻の患者さんの場合1,950円）、最低保証有（待機時の時給を保証します）
車両手当、 移動手当 （規定有）
賠償責任保険、 雇用保険（週20時間以上勤務）、 社会保険（週30時間以上勤務）
夏季休暇、冬季休暇、GW、年末年始

鍼灸師（相談員）
資格
勤務地
給与

各種手当
待遇

休日・休暇

鍼灸師、 普通自動車（AT限定可）、 マッサージ師あれば尚良し ※鍼灸師の資格をお持ちの営業相談員の募集です
京都市内
210,000～230,000円
皆勤手当、 通勤手当（上限有り）、 扶養家族手当、 配偶者手当、 住宅手当等
社会保険完備、 雇用保険、 労災
完全週休2日制、 有給休暇、 夏季休暇、 冬季休暇、 GW、 年末年始

● 入社準備金は（最大で30万円）勤続2年以上で全額返済免除（規定有り）
　 ※3年以内の完済計画であれば返済開始はいつでもOK。
● 入社祝い金3万円支給
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求
人
案
内詳しくは中面をご覧ください。

※要予約・交通費一部支給 担当者からのメッセージ

入社準備金・入社祝い金の支給

プログラム
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応募・見学予約・お問い合わせはこちらまで ▶▶▶  075-823-0210 （平日・土曜 9:00～18:00）



あなたの技術が
患者様の笑顔に変わる
あなたの技術が

患者様の笑顔に変わる
「アルケル」の社名は「歩ける」に由来しています。

アルケル在宅鍼灸マッサージの施術を通して、
患者様の症状が少しでも良くなれば、という願いが込められています。

アルケルには、様々な理由から
ご自宅等での施術を必要としている患者様がおられます。

あなたの手は
患者様の「歩けない…」「外に出られない…」

という大きな不安をとりのぞき、
そして身体と心を癒す力を持っています。

継続的なケアで患者様と真摯に向き合い、
誇りを持って在宅鍼灸マッサージ師としての

技術と知識を発揮してみませんか？

P4
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医療人として技術を活かせる職場
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P6-7ライフスタイルに合わせた働き方
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・ アルケルの業務の流れ
・ アルケルのスムーズな業務を支える3つのPoint

・ 入社から技術習得までの流れ
・ 新入社員研修制度

・ 正社員、パートナー、アルバイトの3つの雇用形態の特徴と、
 それぞれのライフスタイル

・ 就職希望者からよくある質問
・ 患者様にインタビュー
・ 先輩スタッフにインタビュー

・ 株式会社アルケル
・ 株式会社CURE
・ アルケル鍼灸整骨院
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入社から技術習得までの流れ

アルケル在宅鍼灸マッサージでは、患者様の約8割が
75歳以上の障害者や特定疾患者の歩行困難者です。
患者様ひとり一人に合った適切な施術を行うため、
医療・介護・福祉の専門家と連携し、在宅療養のサポートを行います。
チームの一員として医療情報を共有し、
鍼灸マッサージ師の役割を感じながら技術と知識を磨くことができます。

医療人として技術を活かせる職場 新入社員もしっかりサポート

鍼灸整骨院での
基礎技術習得
実際の仕事を体験し、学校と臨
床の違いや、患者さんとのコミュ
ニケーションの取り方を学びます。

まず連携先であるアルケル
鍼灸整骨院で、基本的な手
技・接客マナーなどの研修

本社に戻られたら、先輩施
術者の実際の施術に同行
※同行の際は、バイク又は自転車移動
※同行の間に京都の地理に慣れて
　いただきます
※納得が行くまで同行可能

経験豊富なスタッフが、
空いた時間にマンツーマンで

手技の指導

介護経験者が教える
高齢者、障害者、難病者
への対応
介護経験があるベテラン施術
者から、難病の患者さん、車い
すの方や寝たきりの方などに対
応する際の注意点等を学びます。

先輩施術者との同行訪問
鍼灸整骨院・介護研修ののち、
実際に先輩施術者の施術に同
行します。研修で学んだことを活
かしながら、先輩の施術を見た
り、実際の施術を経験して学び
ます。

専門技術、専門知識の習得
機能訓練や運動療法、健康保
険の取扱のノウハウなど、マッ
サージ以外の技術・知識を個別
に学ぶことができ、施術をトータ
ルで行えるようになります。

業務に必要なツールも充実
施術に必要な道具はもちろん、
事務所外でも患者様の情報を
確認できるようにスマートフォン
なども用意しています。

経験豊富な施術者が
多数在籍
訪問マッサージ業界で10年以
上の経験者や、病院・介護施設
の勤務経験者など様々な施術
者が在籍。不安なことや悩みご
となど何でも相談でき、色 な々経
験を積める環境です。

業務ノートによる情報交換
一人で施術に赴くようになって
からも、施術時の悩み、良かった
点や悪かった点などを業務ノー
トに記入することで、先輩からア
ドバイスをもらうことができます。

マンツーマンで指導
研修が終わった際、又は研修中
に不安を感じた場合、納得がい
くまで先輩施術者からマンツー
マンであらゆる手技を指導いた
します。

在宅未経験者、専門学校新卒、整骨院勤務や病院勤務、ブランクのある人…
どんな方でも自信をもって働けるように新入社員研修を行っています。
先輩社員から仕事のノウハウをしっかりと教わることができます。

関係機関との連携が強固 
（医師・看護師・ケアマネジャー・PTなど）

患者様のお宅
または入居先の
施設へ訪問

当日の患者様の
お身体の様子を
ヒアリング

鍼灸マッサージ施術
（おおむね25分～30分施術）

申請書のお渡しや、
空いている時間で
日報の登録

次の患者様を訪問

ケアマネジャーが開催する担当者会議
への出席、毎月の施術計画、報告書提
出など、医療・介護・福祉、それぞれの
チームの一員となり、患者様ひとり一人
のQOL向上に努めています。様々な分
野の方と関り、医療情報を共有しなが
ら患者様のサポートを行います。

難病患者様にも対応できる
プロフェッショナルを育成
患者様は様々な症状の方がいらっしゃ
います。あらゆる場面で経験豊富な施
術者が多数在籍しているので、さまざま
なシチュエーションに合った施術をレ
クチャーします。また患者様の症状に
常に対応していく施術者になるために
も、その際に必要な外部の研修を受け
たい場合、正社員の方は一回の研修費
用の最大半額費用を補助します。（但し
事前に内容は確認します）

業務分担や担当制を採用して
いるので施術に専念できる
施術者、営業相談員、事務員の役割を
明確に分業しているので、施術者は
日々の施術や技術・知識の向上に専念
できます。例えば、医師への同意書の
依頼や、ケアマネジャー等への対応を
営業が担当。レセプト処理や問い合わ
せなどは事務が担当します。また担当
制なので、患者様の日々の変化が実感
でき、施術目標や施術計画が立てやす
い環境です。

介護 福祉

医療

アルケル
在宅鍼灸
マッサージ

ご利用者様

アルケルの業務の流れ

実際に患者様のお宅に訪問

Point❶ Point❷ Point❸

Point！

新入社員研修制度
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京都の街をアルケル！
アルケルは京都市内にあります。
地下鉄に乗ればすぐに鴨川や先斗町のある街中にでることができます。
休日は歴史ある京都の街を散策してリフレッシュ！

ライフスタイルに合わせた働き方
アルケル在宅鍼灸マッサージでは、3つの雇用形態（正社員・パートナー・アルバイト）を設定しています。
自身が希望するライフスタイルに応えることで、
生きがいや働きがいを高めるとともに、職場の活力維持・向上を目指しています。

「正社員」の特徴 高収入安 定

業務委託でお仕事をお願いする雇用形態。治療
院を経営していたり、別の業者で勤務している方が、
空き時間を有効活用するためにアルケルとパート
ナー契約を結び、アルケルの患者様を診療します。
歩合制で、月の売上50%の給与を受け取る
ことができます。（例：10件の訪問施術で売上
42,000円程度です）

「パートナー」の特徴 高収入自 由

パートナーの歩合制と違い、アルバイトは時給制
の雇用形態です。
最低時給保証（待機時の時給を保証します）が
あるので、自分の時間を確保しつつ、空き時間を
活用して安定収入を得たい人にオススメです。
パートナーへ雇用形態の変更も可能。

「アルバイト」の特徴 安定
収入自 由

施術者としての技術・知識を追求しながら業務
に打ち込むことができます。
残業も無く、かつ給与も安定しており、福利厚生
や各種保証も充実しています。
また、月の売上金×42%の給与（最低保証あり：
220,000円）を受け取ることができます。

パートナー
田茂井先生 の
ライフスタイル

9：30 10：00 12：00 14：00 16：00 17：00

家を出発 午前中の患者様宅訪問
午前中は平均3件程往療

お昼休憩
午前中の訪問が終わり、
一時間休憩

午後の患者様宅訪問
午後は平均2件程
治療を行う

訪問終了 帰宅
自宅にて自身の患者様の治療
犬の散歩等

正社員
村田先生（鍼灸師） の

ライフスタイル

8：00 9：00 12：00 13：00 16：00 18：00

家を出発 午前中の患者様宅訪問
午前中は平均4件程
鍼灸・マッサージ治療を行う

お昼休憩
午前中の訪問が終わり、
一時間休憩

午後の患者様宅訪問
午後は平均4件程
鍼灸・マッサージ治療を行う

休憩・施術録の入力
患者様がお休みなったり
時間が空いたときは、
事務所で施術録の入力や
書類の記入、スタッフ間の
コミュニケーションを図る。

往療終了
一日の施術録
入力等を行う

アルバイト
眞壁 先生

（あん摩マッサージ師） の
ライフスタイル

9：00 10：00 12：00 14：00 17：00 18：00

家を出発 別の治療院にて施術 お昼休憩
午前中の訪問が終わり、
一時間休憩

患者様宅訪問
１日３時間のシフトなので
平均して３件程訪問

訪問終了 鍼灸学校
現在鍼灸師の試験受験の為
勉強中
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在宅マッサージの経験が無いのですが
大丈夫ですか？

大丈夫です。アルケルで働いているスタッフには在宅
経験のない方がたくさんいます。ですが、実際に施術に
入るまでに研修制度をきっちりとっていますので、在宅
マッサージについてしっかりと学ぶことが出来ます。

72歳男性 
傷病名 : 脳性麻痺
（ご利用歴／1年半）

ご利用されている患者様に
きっかけや施術について伺いました。

私は以前別の訪問マッサージを受けていましたが、
担当の方が辞められ何もしていなかった時に、主
治医が勧めてくれたのがきっかけでアルケルさん
にお願いすることになりました。

矢野 先生
（入社歴  6年）

現在アルケル在宅鍼灸マッサージで働いているスタッフお二人に、
アルケルのこと、日頃の施術・患者様との関わり方などについて伺いました。

村田 先生
（入社歴  3年）

Q &  A アルケルに聞いてみよう

先輩スタッフにインタビュー患者様にインタビュー

患者様は独居の方が多いですか？

半分くらいです。
基本はご家族やヘルパーさんがおられるので、患者様
にご挨拶した後、軽く前回からの経過や現在の状態に
ついてヒアリングする時間を設けています。

1日に何件くらい訪問しますか？
1回の施術時間は？

正社員は1日に8～9件程訪問します。
パートナー、アルバイトはいただいた時間に患者様を
振り分けます。1回の施術時間は25～30分です。

個人で治療院を経営していないと
パートナーにはなれませんか？

そういったことはありません。
整骨院で働きながら空いた時間はアルケルで在宅
訪問をされたり、アルケルとパートナー契約をしながら、
掛け持ちで同じ委託のシステムを持つ治療院に登録
しているスタッフもいますので、働き方は様々です。

移動はどうしていますか？

基本はバイク移動です。
免許を持っていないので、電動自転車で移動している
スタッフもいます。

アルケルのサービスを受けるきっかけは？

担当の先生はいつも私の調子を見ながら施術をし
てくれます。また、自身が使用しているベッドで施
術を行うので、布団などを整えたり、体調や辛い
部分を聞く以外での細かな気遣いや声かけなど
を積極的に行ってくれます。
いろんなことを積み重ね、お互いの信頼関係を築
いています。

施術者とはいつもどんな感じですか？

筋力の低下はありますが、その他に身体に変化は
ありません。施術を受けて、身体を変わらず維持で
きていることが良いことだと感じています。

施術を受けて、変化はありましたか？

マッサージは気持ちいいだけではありません。
私は脳性麻痺のため、麻痺している箇所をマッ
サージする時などは、私も痛い中頑張っています。
新入社員の皆さんには、患者の辛さを一緒に感じ
取り頑張っていく気持ちを大切にした先生になっ
てほしいですね。

新入社員に一言お願いします

施術の効果を実感した、施術を心待ちにしているなどと
の言葉を患者様からいただいた時は嬉しかったです。

患者さんとの関わりで
嬉しかったことはなんですか？

相談員さん、事務員さんがいることで営業・保険書類業
務等の様々な連絡調整業務をサポートしてもらえるの
で施術に集中できるところです。また、施術に関する疑
問等も他の施術者さんに相談することが出来ます。

アルケルの魅力はなんですか？

施術者としてまず健康であることが大切と思っています。
規則正しい生活や移動時の安全運転等、怪我や体調を
崩さないように心掛けています。

日々心がけている事は何ですか？

患者様やご関係者の方々の信頼を得られることを考え
て行動しています。施術だけではなくて挨拶や服装、態
度といった一般常識にも気をつけています。

訪問時に気をつけていることはありますか？

患者様が増えてくると自分自身の報酬も増えますのでや
りがいがあります。

やりがいを感じる瞬間はどんなときですか？

福利厚生が充実していて会社に実績と信頼があり、訪
問マッサージは未経験でしたが私でもできるのではな
いかと思い選びました。

アルケルを選んだ理由はなんですか？

「施術の効果が出て、楽になった」「痛いのが取れた」
「動きやすくなった」と言っていただけたことですね。

患者さんとの関わりで
嬉しかったことはなんですか？

社屋が便利な場所にあり、通勤に便利。
ベテランの先生方が多く在籍され、わからないこと、
気になったことが相談しやすいところです。相談員の方
も気さくで楽しく働いてます。

アルケルの魅力はなんですか？

患者様の話をよく聞いて「どのようなことを悩んでいる
のか？」「求められているものは何か？」を掴むことです。

日々心がけている事は何ですか？

小さなことですが、爪を伸ばさないようにしています。
患者様のお肌を傷つけ無いようにするためです。
あとは、元気に挨拶ですね

訪問時に気をつけていることはありますか？

施術の効果が出て患者様の笑顔を見られることです。
身体が楽になった、軽くなった、痛みがとれたと言ってい
ただけた時は訪問マッサージをして良かったと思います。

やりがいを感じる瞬間はどんなときですか？

患者様が大変多く支持してくださっている事業所です
ので、しっかり経験が積めると思ったからです。もっと
経験を積み、患者様のために頑張りたいと考えています。

アルケルを選んだ理由はなんですか？

よくある質問
就職希望者
から
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株式会社アルケル

アルケル鍼灸整骨院

株式会社 CURE

患者様ひとりひとりの
心に触れる医療を。感動感動

アルケル在宅鍼灸マッサージは、様 な々原因で
ご自宅やその他施設などにて療養されている患
者様に対して、往療を行う在宅専門の訪問・在
宅鍼灸マッサージ治療院です。

　私共アルケルは、「医療・介護・福祉のネット
ワークの一員となり、関係者様と共に患者様の
QOL向上に貢献する」ことをビジョンにおいて、
日々在宅医療を支える一員としての社会的責任
と自覚を強くもって患者様、ご家族様と誠実に
向き合い、不変の価値観である経営理念「感
動」を追求していきます。

　我々の視点で身近だと思っている鍼灸マッ
サージ。実は他の医業などに比べて、詳しく知っ
ている方は少なく、更に健康保険適用にて在宅
で鍼灸マッサージを受けられるという認知度は
5%以下だといわれています。世界に先駆けて日
本は超高齢化社会を迎えています。医療、介護
においても、住み慣れた自宅や地域へ環境変
化せざるを得ないことは明白です。

　このような状況の中、施術を通じて体に触れ、
心にも触れ痛みをとり、尚且つリハビリの補完的
役割も担える素晴らしい鍼灸マッサージを、自
分たちに求められる効果と立場をしっかりと認

識しながら経営理念、方針のもと、ますます広め
貢献していかなければなりません。
創業時からコツコツと積み上げてきた実績と信
頼は日々大きくなっています。それはアルケルを
支えてくれている全員の力で、また、全スタッフが
ゆるぎない信念のもと共感し、共働し、責任と自
信を持ったプロフェッショナルだから成すことが
できています。

　これからも我 は々邁進していきます。

　あなたもその力をアルケルで最大限に発揮し、
同じ方向を見て一緒に歩むことができれば間違
いなく感動を体験できます。

株式会社アルケル
代表取締役

岡本 拓也

株式会社アルケル
代表取締役

西河 就之

アルケル在宅鍼灸マッサージ
〒602-8155 京都市上京区主税町 826番地 28
TEL. 075-823-0210 / FAX. 075-823-0211

〒612-8411 京都市伏見区竹田久保町62-1 足立ハイツ竹田 1F
TEL. / FAX. 075-646-5550

株式会社CURE 本社
〒615-8034 京都府京都市西京区下津林東芝ノ宮町65-1F
TEL. 075-393-0052 / FAX. 075-393-0058

西河鍼灸整骨院
〒602-8155 京都府京都市西京区下津林大般若町180 ロイヤルシティ桂 1F
TEL. / FAX. 075-394-0089

CURE（キュア）整骨院
〒612-8411 京都府京都市右京区嵯峨明星町5-4 ボンエルフ嵐山 1F
TEL. / FAX. 075-863-6177

児童発達支援・放課後等デイサービス
ｃｏｃｏＳＫＩＰ（ここすきっぷ）
〒617-0001 京都府向日市物集町坂本12-4 咲花ヴィラB棟 1F
TEL.075-932-5436 / FAX. 075-932-5677

会社概要・関連グループ
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