
ヒーリング・スポット

私たちは“健康寿命の延伸”にチームで挑みます

高め合う人 間力  愛される治療 家へ

有限会社 

HEALING SPOT RECRUIT BOOK



代表メッセージ

ヒーリング・スポットのビジョン

ME S S A GE

V I S ION
サービス業教育業

医療業

ヒーリング・スポットの
提供するサービス

人間が生きていくために健康は切っても切り離せないものです。
そんな健康に携わる仕事だからこそ、技術も知識も人間性も大切です。
流れ作業ではなく患者様一人ひとりをしっかりと診ることを心掛け、患者様
の人生に寄り添い信頼と信用を得られる治療家に共になりましょう。

代表取締役　田村 嘉悠

ヒーリング・スポットは、患者様の悩みを
改善するための知識や技術の医療アプ
ローチだけではなく、患者様に健康教育が
でき、そしてホスピタリティーの高いサー
ビスアプローチができる会社です。

従業員と患者様と世界にとって、

唯一無二の健康教育企業を創る！

地域密着企業として現在は東京の調布市
と府中市に最多店舗数を構えている企業
となりますが、地域の人達からここにも出
店してほしいと言ってもらえるよう「健康
の輪」を広げ、皆様に愛され必要とされる
企業として店舗拡大をしていきます。

ヒーリング・スポットは地域密着企業

患者様からいつまでも  愛される治療家  に

なりませんか？

そして、地域から  愛される組織  を共に

創り上げませんか？

患者様の健康プロデュース
患者様の健康知識を高め健康意識を高める

生活習慣の
改善

健康寿命の
延伸

悩みの
早期改善

治療理念

現在の健康

未来の健康 健康意識の向上



私たちが大切にしている考え方PH I LO S OPH Y

私たちが大切にしている価値VA LUE

チーム
エンターテイメント

関わる全ての人のために最善を
尽くし、笑顔・感動・幸せを与え続
ける人。チームワークを大事に
し、自身の原点を忘れず、みんな
で取り組んでいくプロフェッショ
ナル集団を目指せる人。

規律を守り
自分を変える

規律・ルールは徹底して守り、報・
連・相が当たり前にできている
人。成長と共に常に進化し続け
る人。

幸福集合体

会社を通して、自分や会社に関
わる全ての人の幸せを創り上げ
ていける人。ひとつひとつの幸せ
が共存し、ありがとうの溢れる
唯一無二の集合体を築ける人。

圧倒的人間力

心地よく共存できる力（目配り・
気配り・心配り・思いやり）を持っ
ている人。相手に寄り添い、受け
入れ、認め、許すことができる人。
全てを自分ごととして捉え、考
え、行動に移すことができる人。

一生勉強

プロフェッショナルとして、貪欲
さ、誠実さを持ち、自身を磨き続
けられる人。学びをチームと共
有できる人。PDCAを回し続け、
期待以上の成果を効率よく出す
ための勉強ができている人。

私たちは、チームワークや毎日の挨拶、日々感謝すること
の大切さを念頭に、関わる全ての人（スタッフ・患者様・地
域の人達）へのベネフィットに繋がるよう、笑顔・感動・幸
せを与え続けられる人材となるため、お互いに共鳴し、励
ましあいながら日々精進することにより、サスティナブル
でプロフェッショナルな治療家を目指しています。

チームワーク／協調性を大切に、

みんなで成長を目指す

人生を変える問診！

私たちは患者様一人ひとりの話しを

しっかりときき、悩みに耳を傾け

寄り添った問診を重要視しています

患者様から「愛される治療家」

「必要とされる治療家」になるため

2 0種以上の豊富な技術を習得！

1 2 3 4 5

聴き取り

説  明

検  査

骨盤矯正 産後骨盤矯正 トムソンテーブル
テクニック

ハイボルト療法

筋肉調整外傷テーピング 針治療 灸治療 小顔矯正

腸もみ ドライヘッドスパ マタニティ整体 キッズ整体 不妊治療

栄養カウンセリング ファスティング美顔鍼 外反母趾 インナーマッスル
トレーニング

猫背矯正



入社から一年半で院長に
努力次第でどこまでも上がれるのも
この会社の特徴だと思います。

患者様の治療や関わりありきの道も
「管理職」というと現場を抜けるイメージが
ありますが、自分は現場には出続けます。

院長  渥美 輝一

ヒーリング・スポットの
特長 01A D V AN TAGE  01

ヒーリング・スポットの
特長 02A D V AN TAGE  02
治療家としても
社会人としても

レベルUP出来る環境！

・定期ミーティング
・振り返り面談
・コミットメントシート

働く環境をサポートする各種制度

メンタリング制度
社外の専属カウンセラーによるカウンセリングを
受けられる制度です。仕事がうまくいかないとき
や人間関係で悩んでいるときなどに的確なアドバ
イスをもらうことができます。

引っ越し支援制度
地方から上京するスタッフに対して、引越し資金を
手当として支給します。初めての1人暮らしに抱く
不安を、少しでも和らげるためのお祝い金として
役立ててください。専属の引っ越しアドバイザーへ
のご相談も可能です。

専属ライフプランナー制度
ご自身のライフプラン設計のお手伝い、もしくはア
ドバイスがいつでも専属のライフプランナーから
受けられます。あなたの人生を豊かにする為のお
手伝いとしてご利用できます。

キャリアアップへの道

治療家への道

研修生

レギュラー

主 任

副院長
キャリアアップごとに
インセンティブもUP

どれか1つだけでなく、
それぞれのバランスを重要視

評価ポイント

VALUE  （あり方）

SKILL  （技術）

PERFORMANCE  （成果）

人間力を磨けているかどうか

施術スキルが高められているか

立てた目標を達成できているか 評価基準を満たせば、
入社1年目で主任昇格も可能です

スタッフの指導を行い、
治療技術のスキルアップ
に努めます。

研
修
生

レ
ギ
ュ
ラ
ー

スタッフ目線の制度が特長
外部のセミナーや勉強会に
無料参加できるのもそうですが、
外部の専門家によるメンタリング制度や
専属ライフプランナー制度などは
他にはない珍しい特長だと思います。

ワークライフバランスを重要視
し、治療家でもプライベートの時
間をしっかりと確保できる理想
の職場を目指しています!

時間交代のシフト制を導入!
17：30退社！  13：00出社！
週休2日制

CHECK!!

のれん分け／Uターン出店制度
ヒーリング・スポットに所属したままサポートを
受け出店することができます。「自分の地元に帰っ
て独立したい」そんな希望を全力で応援します。



ヒーリング・スポットの
特長 03A D V AN TAGE  03

仕事と家庭の両立も目指せる
女性スタッフの在籍数も多く、
女性が輝けるステージが
様々な場面で用意されています。
仕事と家庭の両立を目指したい方
にはピッタリな環境です。

入社3年目  高橋 紬

　

［トレーナー活動］

［その他のイベント］

社内食事会 ／

ボウリング大会 ／ 

BBQ ／ 忘年会 ／ 
総会　など

［入社後のイベント］

入社式 ／ 歓迎会

［地域イベントへの参加］

市内産後ママさんイベント

スタッフ同士の仲が良い会社
全体的にスタッフの年齢層が近いため意見が言いやすく、
会社も現場の意見を尊重してくれます。
先輩スタッフから後輩スタッフへの技術指導など
会社全体のスキルアップをスタッフ全員で行えるような会社です。
スタッフの士気を高め合うことはもちろんですが、
休みの日に一緒にご飯を食べに行ったり
プライベートでもとても仲が良いです。

・定期ミーティング
・振り返り面談
・コミットメントシート

充実の社内イベント

社外の専属カウンセラーによるカウンセリングを
受けられる制度です。仕事がうまくいかないとき
や人間関係で悩んでいるときなどに的確なアドバ
イスをもらうことができます。

地方から上京するスタッフに対して、引越し資金を
手当として支給します。初めての1人暮らしに抱く
不安を、少しでも和らげるためのお祝い金として
役立ててください。専属の引っ越しアドバイザーへ
のご相談も可能です。

ご自身のライフプラン設計のお手伝い、もしくはア
ドバイスがいつでも専属のライフプランナーから
受けられます。あなたの人生を豊かにする為のお
手伝いとしてご利用できます。

キャリアアップへの道

副院長

院長

マネージャー

幹 部／役 員

副院長／院  長

マネージャー

幹  部／役  員

主  任

のれん分け

独  立

評価基準を満たせば、
入社1年目で主任昇格も可能です

院の運営・人材管理を学び、
多岐に渡る業務をこなします。

複数の院やスタッフを統括し、
経営面にも携わっていきます。

幹部として経営戦略などに携わり
会社の運営方針を定めます。

院長の右腕として院管理の補助、
次の院長候補として院運営を学びます。

ヒーリング・スポットの分店として
新規店舗を立ち上げ、運営します。

得た知識・ノウハウを活かし、自らの
店舗を新規に立ち上げます。

社内勉強会／社外セミナー

毎月4回以上実施している社内勉強会。
興味のあるものを選んでスキルアップでき
ます。年4回程度行われる社外セミナー
では、最先端の治療技術や経営戦略など
幅広い知識が得られます。

「どのような価値観の下で施術を行っている
のか」を学ぶことで人間性を磨く「座学研修」
と、当院で施術頻度の高い「骨盤矯正」「猫背
矯正」の施術を習得する「実技研修」の両面
から、現場で必要な技能を身に付けます。

新人社員研修 （座学研修／実技研修）

女性も働きやすい環境

産後骨盤矯正や小顔矯正など、女性治療
家だからこそできる仕事が数多くありま
す。加えて、産休・育休をしっかり取って復
帰でき、仕事／家庭／育児をバランスよく
行える環境を整えています。

平等で明確な評価制度／成長を加速させる環境

治療家という「手」にこだわる仕事は、無くなることがありません。そのため、長く働ける職場

作りを目指しています。治療を極め現場のトップを目指す道とマネジメント領域を目指す道

が選べるなど、本人の意思や特徴に合わせたキャリアプランを用意しています。

入社式 ボーリング大会

忘年会 市内産後ママさんイベント



https://healingspot-recruit.com https://healingspot-recruit.com/
entry/

https://vt.tiktok.com/ZSdy51vQE/https://www.instagram.com/
healing_spot_recruit/

採 用 情 報 は こ ち ら か ら チェック

会社概要

Tik Tok エントリーページInstagramリクルートサイト

店舗情報

企業名

所在地

TEL/FA X

設立

代表取締役

業務内容

福利厚生

有限会社 ヒーリング・スポット

東京都調布市国領町2丁目7-4　ル・リアン調布1F

042-489-5881

平成14年10月8日

田村 嘉悠

整骨・鍼灸院の運営

社会保険完備（健康保険・厚生年金保険・労災・雇用保険）

交通費全額支給 ／ 産休・育休制度 ／ 有休制度

セミナー参加費全額負担 ／ Uターン出店制度 ／ 引っ越し支援制度 ／

メンタリング制度 ／ 専属ライフプランナー制度

お問い合わせは

こちらまでどうぞ

042-489-5881
国領駅前整骨院 ｜ TEL/FAX 共通

COMPA N Y

ACCE SS

甲州街道

品川通り

中央自動車道

柴崎

国領布田
調布

調布IC

西調布

飛田給

武蔵野台

つつじヶ丘

至 新宿至 八王子

至 橋本

京
王
相
模
原
線

京王線

京王
線 仙川

京王多摩川

調 布市府中市

調布駅前整骨院南口院

所在地

TEL

東京都調布市布田4丁目2-1
調布スクエアビル5F
042-444-6889

1

所在地

TEL

東京都調布市西つつじヶ丘
3丁目35-20
042-444-4886

つつじヶ丘駅前整骨院3

所在地
TEL

東京都府中市白糸台4丁目15-7
042-319-1188

武蔵野台駅前整骨院4

所在地

TEL

東京都調布市上石原1丁目39-1
Soshite1F
042-444-3526

西調布駅前整骨院6

所在地

TEL

東京都調布市国領町2丁目7-4
ル・リアン調布1F
042-489-5881

国領駅前整骨院2

所在地
TEL

東京都調布市国領町4丁目48-10
042-444-7885

国領狛江通り整骨院5

所在地
TEL

東京都調布市菊野台2丁目21-6
042-426-9566

柴崎駅前整骨院8 7

6

2

5

8

4

3

1

所在地

TEL

東京都調布市布田1丁目43-3
オリエントマンション102
042-499-1791

調布駅前整骨院東口院7


