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Message

Demand Needs

Needs Wants

株式会社アールは、
理念である「心をつなぎ、人をつなぐ」をとても大切にしています。
人のお身体を診ることは、物の修理とはわけが違います。
そのため、患者さまお一人お一人との心のつながりを大切にすることで
初めて良い治療家になれると信じています。
本気で本物の医療人を目指すならば、
必ず人としても成長しなくてはなりません。
治す技術と人に寄り添える心の両面を大切にしている会社です。

弊社は接骨院のみならず、整体・介護・訪問鍼灸・トレーナー事業など
複数の事業があります。
また、会社のホールディング化や子会社設立なども行っております。
一人一人の個性を活かし、人・街・社会の役に立てることがあれば
それができるように応援しています。

心をつなぎ、人をつなぐ
私たちは心のつながりを大切にし、未来へ恩恵をつないでいきます私たちは心のつながりを大切にし、未来へ恩恵をつないでいきます私たちは心のつながりを大切にし、未来へ恩恵をつないでいきます私たちは心のつながりを大切にし、未来へ恩恵をつないでいきます

私たちは、一人一人が夢を持ち、その夢に向かって
ワクワクできる会社をつくり続けます。

私たちは、主体者として自らが人と社会をつなぎ、
感動を与え続けます。

！

私たちは、“三方よし”の関係性を大切にし、
全ての人に喜びをもたらし続けます。

私たちは、今日という一日、一つ一つの出来事に、
愛と情熱を注ぎ続けます。

MISSION

VALUE

情熱×行動

！

主体者である

！

デマンドからニーズ
ニーズからウォンツ

！

情熱が目標をつくり、
行動が目標を達成させる
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決して傍観者にならず、
自らが “楽しい”を創り出す

必要とされる人でなければならない すべては他者からの恩恵によるもの

感謝・感動・
ありがとう

服部　竜人はっとり鍼灸接骨院グループ 総院長
株式会社アール 代表取締役



CureCure
CareCare本物の技術本物の技術

分野ごとに多種多様な
スキルを持ったスタッフが在籍。
たくさんのスキルが身につきます！

分野ごとに多種多様な
スキルを持ったスタッフが在籍。
たくさんのスキルが身につきます！

分野ごとに多種多様な
スキルを持ったスタッフが在籍。
たくさんのスキルが身につきます！

はっとり鍼灸接骨院では
〝独自の治癒の定義〟を用いて
患者さまのお身体を根本から
改善することを大切にしています。

キュア

からから

へへ
ケア

患者さまが一日でも早くよくなるために

誰でも経験したことのあるスポーツ中の
ケガの「辛さ」を知っているからこそ、
「あったらいいな」と思われる
接骨院を目指しています。

スポーツ外傷

鍼灸師が現場の最前線で活躍するための
ケガの改善方法やコンディショニングケア
の技術があります。

スポーツ鍼灸

患者さまからの「ありがとう」の喜びを心から共に感じたい患者さまからの「ありがとう」の喜びを心から共に感じたい患者さまからの「ありがとう」の喜びを心から共に感じたい

柔道整復師・鍼灸師に必要な知識やスキルに対する
自社検定制度があります。
テーピング・包帯などの基本的な技術はもちろん、
〝自社オリジナル施術〟も検定内容に含まれます。

また、接骨院の本来の姿はケガの処置ができることと考え、
外傷やスポーツ障害の施術に特化しています。
柔道整復師と鍼灸師が協力しあい、患者さまの最善を目指します。

技術のアップデートで
常に高いレベルをキープ自社検定制度

04 05

ProfessionalProfessional

はっとり鍼灸接骨院が、
　　　　　　　　　を使う理由〝独自の治癒の定義〟
私たちは「治る」のではなく、「治す」ということが本物だと信じています。
だからこそ、患者さまのお身体の変化を正確に捉えるために〝独自の治癒の定義〟を作りました。



教育 医療人としての
土台作りと確かな成長を
実感できる教育システムです。

医療人としての
土台作りと確かな成長を
実感できる教育システムです。

医療人としての
土台作りと確かな成長を
実感できる教育システムです。

学校で学んだことをベースに、
現場で活かす基礎を身につけます。

なりたい自分をめざして、成長し続けられる！なりたい自分をめざして、成長し続けられる！なりたい自分をめざして、成長し続けられる！なりたい自分をめざして、成長し続けられる！

働きやすく、「やりたいこと」に挑戦できる！働きやすく、「やりたいこと」に挑戦できる！働きやすく、「やりたいこと」に挑戦できる！働きやすく、「やりたいこと」に挑戦できる！

新入社員が現場で不安なことを聞きながら取り組む
ことができるブラザー制度。
自分自身の成長に必要な技術や知識をインプットできる
環境になっています。

新入社員研修▼

社員旅行など、
全社員が集って
親睦を深めます。
互いを労い、
情報交換の場にもなります。

社員旅行など、
全社員が集って
親睦を深めます。
互いを労い、
情報交換の場にもなります。

社員同士の交流

アットホームな院内

▼
▼

知識・技術研修

社会人として患者様との信頼関係を
構築するためのマナーを学びます。

ビジネス
マナー研修

自ら立てた目標を達成する
ための思考を高める研修です。

PDCA研修

チームとしてのつながりを
深める研修です。

チーム
ビルディング研修

同期全員で帯同して、
トレーナーの基礎を学びます。

トレーナー研修

本部研修で学んだ基礎を
実際の現場で実践する研修です。

臨床現場研修

ブラザー制度▼ 環境 「頑張れる」環境は「楽しい」から！
充実した毎日になる環境が整っています。
「頑張れる」環境は「楽しい」から！
充実した毎日になる環境が整っています。
「頑張れる」環境は「楽しい」から！
充実した毎日になる環境が整っています。

統括鍼灸師・
MGRサポート

▼ マネージャーマネージャー

EducationEducation

EnvironmentEnvironment

現場に立ってからの不安や「わからない…」をサポートします。
人格＋能力キャリアに合わせて、安心して成長できる職場環境です。
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1,86025万人以上

院長最短

創業 19841984 年

3年以内離職率

年3
引越し手当て

10万円支給
産前産後
育児休暇

有給休暇
取得率

100％

100％

9％以下 トレーナー
活動

30団体

平均年齢 27歳

年間外傷数年間
延べ
来院数

件以上

女性の
取得率

この　　　　が環境環境
あるから頑張れるあるから頑張れる

はっとりの特徴数 字 で わ か る

男性の取得実績あり

【靭帯断裂・骨折・脱臼】

スポーツ外傷に特化している接骨院だからこそ、
整形外科クラスの疾患・症状に携わることができます。

患者さまのお身体を
治癒まで導く技術の証。
地域の多くの方に
ご利用いただいております。

最大
まで

若手
活躍

プロアスリートのみならず、
様々なスポーツにトレーナー
として携わることができる
環境があります。

“ここで働いてよかった”が、確かな数値に。
働き甲斐のある職場環境です。
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ATTORIH GROUP



先輩
社員の声

柔道整復師・
鍼灸師として
活躍するために
大切なことは─

わたしたちは、仕事もプライベートも
充実した毎日が送れる環境を目指しています。
現役スタッフが、実際に入社してから、
経験したことを詳しくご紹介します。

Voice
社会人になるにあたり、不安がたくさん
ありましたが、はっとり鍼灸接骨院の
研修はそれを払拭できるカリキュラム
が組み込まれていました。
社会人になる心構えから始まり、
現場で必要な知識や手技、包帯・
テーピングなどの技術を、同期と
共に習得することができます。
サポートしてくださる先輩方
はトレーナー活動や院長など
の経験がある方ばかりです。
そのため、現場の話を聞くことやリアルな学びが得られるので、
実際に現場に出る時には安心と自信を持って働くことができます。
また、先輩方は練習につき合ったり、たくさんのアドバイスをくれます。
こちらの意見を受け止めてくれる先輩が大勢いますので、
ここには成長できる環境が、研修のみならず、現場でも整っています。

社会人になるにあたり、不安がたくさん
ありましたが、はっとり鍼灸接骨院の
研修はそれを払拭できるカリキュラム
が組み込まれていました。
社会人になる心構えから始まり、
現場で必要な知識や手技、包帯・
テーピングなどの技術を、同期と
共に習得することができます。
サポートしてくださる先輩方
はトレーナー活動や院長など
の経験がある方ばかりです。
そのため、現場の話を聞くことやリアルな学びが得られるので、
実際に現場に出る時には安心と自信を持って働くことができます。
また、先輩方は練習につき合ったり、たくさんのアドバイスをくれます。
こちらの意見を受け止めてくれる先輩が大勢いますので、
ここには成長できる環境が、研修のみならず、現場でも整っています。

研修と現場でのフォローアップ！
自信を持って働ける環境

「接骨院でも出来る美容鍼」
当院から私が発信します！

治療の幅が広がって
「ありがとう」の言葉にやりがい

家庭と仕事の両立
自分に合った働き方が選べる

─可能性は無限大
　夢を実現できる場所─

学生時代から目指していた
トレーナーとしても活動中！

教科書では得られない知識や経験
「全ては患者さまの笑顔のために」

柔道整復師

関根  啓吾
（東京柔道整復専門学校卒）

鍼灸師

中島  伶那
(帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸科卒) (東京医療専門学校卒)

柔道整復師

野田  真央

柔道整復師としてはっとり鍼灸接骨院に
入社し、治療家とは怪我を治すだけでな
く、患者さまとの距離感が何より大切だ
ということを学びました。どれだけ技術が
良くても、心の繋がりがなければ、
最高の施術は行えないのです。
また、当院では数多くのトレー
ナー活動に携わっており、
私は競泳競技のトレーナーを
しています。
私自身、競泳経験はありませんが、監督や選手と話をするうちに、
競泳独特の身体の使い方やケガ予防トレーニングなど、教科書では
得られない多くの知識や経験が出来ています。
スポーツトレーナーに興味がある方、本気で選手と向き合い共に成長
したい方は是非！はっとり鍼灸接骨院を選んでください。
共に患者さまの笑顔を増やしていきましょう。

柔道整復師としてはっとり鍼灸接骨院に
入社し、治療家とは怪我を治すだけでな
く、患者さまとの距離感が何より大切だ
ということを学びました。どれだけ技術が
良くても、心の繋がりがなければ、
最高の施術は行えないのです。
また、当院では数多くのトレー
ナー活動に携わっており、
私は競泳競技のトレーナーを
しています。
私自身、競泳経験はありませんが、監督や選手と話をするうちに、
競泳独特の身体の使い方やケガ予防トレーニングなど、教科書では
得られない多くの知識や経験が出来ています。
スポーツトレーナーに興味がある方、本気で選手と向き合い共に成長
したい方は是非！はっとり鍼灸接骨院を選んでください。
共に患者さまの笑顔を増やしていきましょう。

鍼灸の世界に興味を持ったきっかけは
美容鍼灸です。
専門学校で勉強する中で、鍼灸は幅広い
分野で役に立つことを知りました。
美容鍼に興味を持った私ですが、
鍼灸サロンやエステサロンではなく、
はっとり鍼灸接骨院へ就職しました。
毎日たくさんの方が来院され、
当院の強みである外傷や様々な疾患に
対し、鍼灸治療の勉強や実践を積むこ
とができます。
患者さまからは、痛みが取れたら美容鍼も受けてみたいというお声もよ
くうかがいます。接骨院で美容鍼を受けられることを多くの方に知って
いただきたい、広めたいと思っています。　当院は自分のやりたいこと
を発信出来る環境を作れる職場だと思っています。

鍼灸の世界に興味を持ったきっかけは
美容鍼灸です。
専門学校で勉強する中で、鍼灸は幅広い
分野で役に立つことを知りました。
美容鍼に興味を持った私ですが、
鍼灸サロンやエステサロンではなく、
はっとり鍼灸接骨院へ就職しました。
毎日たくさんの方が来院され、
当院の強みである外傷や様々な疾患に
対し、鍼灸治療の勉強や実践を積むこ
とができます。
患者さまからは、痛みが取れたら美容鍼も受けてみたいというお声もよ
くうかがいます。接骨院で美容鍼を受けられることを多くの方に知って
いただきたい、広めたいと思っています。　当院は自分のやりたいこと
を発信出来る環境を作れる職場だと思っています。

(呉竹医療専門学校卒)
前澤  日菜子

はっとり鍼灸接骨院に入社して、知識や技術
を向上し続けることができ、さまざまな症状
への対応力が身につきました。
一ヶ月に一回、外部から講師を招き鍼灸師の
技術・知識向上のための勉強会が開かれ
ます。さまざまな症例に対するアプロー
チ法を学べたり、一人一人が分から
ない症例を共有し、考え、互いに
刺激し合いながら共にレベルアップ
できる環境になってます。
そこから得られたことを実際に患者さまに
提供できるので治療の幅が広がり、救える人が増えました。
初めは険しい表情をしていた患者さまが、治療後に笑顔になり、
「ありがとう」の言葉をいただけた時は鍼灸師としてのやりがいを
感じられる瞬間です。

はっとり鍼灸接骨院に入社して、知識や技術
を向上し続けることができ、さまざまな症状
への対応力が身につきました。
一ヶ月に一回、外部から講師を招き鍼灸師の
技術・知識向上のための勉強会が開かれ
ます。さまざまな症例に対するアプロー
チ法を学べたり、一人一人が分から
ない症例を共有し、考え、互いに
刺激し合いながら共にレベルアップ
できる環境になってます。
そこから得られたことを実際に患者さまに
提供できるので治療の幅が広がり、救える人が増えました。
初めは険しい表情をしていた患者さまが、治療後に笑顔になり、
「ありがとう」の言葉をいただけた時は鍼灸師としてのやりがいを
感じられる瞬間です。

鍼灸師・AT

小島  準凪
(帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸科卒)

三児の母として、三度の産前産後および
育児休暇を経て、家庭と仕事を両立しなが
ら職場復帰しました。結婚や出産を機に
離職する同業者が多い中、弊社は私生活の
変化を当然のように受け入れてくれました。
出産前と二度目は鍼灸接骨院でした
が、三度目に初めてデイサービス
勤務となりました。それまでと
はまったく違う環境に戸惑いつつ
新しい技術と知識に触れることが
できる毎日、母となってからも学び続けられる喜びも感じています。
子供のことで急な休みや早退が多いにもかかわらず、いつも笑顔で送り出
してくれる仲間には感謝しかありません。
家庭と仕事の両立の価値観は人それぞれですが、面談を重ね、自分に合っ
た働き方を選択できる職場です。

三児の母として、三度の産前産後および
育児休暇を経て、家庭と仕事を両立しなが
ら職場復帰しました。結婚や出産を機に
離職する同業者が多い中、弊社は私生活の
変化を当然のように受け入れてくれました。
出産前と二度目は鍼灸接骨院でした
が、三度目に初めてデイサービス
勤務となりました。それまでと
はまったく違う環境に戸惑いつつ
新しい技術と知識に触れることが
できる毎日、母となってからも学び続けられる喜びも感じています。
子供のことで急な休みや早退が多いにもかかわらず、いつも笑顔で送り出
してくれる仲間には感謝しかありません。
家庭と仕事の両立の価値観は人それぞれですが、面談を重ね、自分に合っ
た働き方を選択できる職場です。

(東京柔道整復専門学校・呉竹医療専門学校卒)

柔道整復師・鍼灸師／
ロコモ介護予防デイサービス

按摩マッサージ指圧師／
鍼灸師

橋本  あかり

はっとり鍼灸接骨院は、入社後すぐに、
質の高い新人研修を行ない、同期と共に
治療家として社会人としての土台を作る
ことができます。
現場では、外傷やスポーツ障害、慢性疾
患、トレーナー活動など幅広い活動
をしている仲間と共に日々成長
できます。
患者さまの心の不安や痛みに
寄り添い、キュアからケア
まで診られる治療家になれた
ことで、患者さまに笑顔になってもらえたときの感動は、
何度味わっても感慨深いものです。
スタッフ1人1人、自分の目指す姿にチャレンジできる会社なんです！
私も院長になって新たな自分に出会うことができました。

はっとり鍼灸接骨院は、入社後すぐに、
質の高い新人研修を行ない、同期と共に
治療家として社会人としての土台を作る
ことができます。
現場では、外傷やスポーツ障害、慢性疾
患、トレーナー活動など幅広い活動
をしている仲間と共に日々成長
できます。
患者さまの心の不安や痛みに
寄り添い、キュアからケア
まで診られる治療家になれた
ことで、患者さまに笑顔になってもらえたときの感動は、
何度味わっても感慨深いものです。
スタッフ1人1人、自分の目指す姿にチャレンジできる会社なんです！
私も院長になって新たな自分に出会うことができました。

(東京柔道整復専門学校卒)

柔道整復師／院長

古谷  亮輔

学生の頃から自身のなりたい姿として
目指していたバスケットボールの
トレーナーとして現在活動しています。
選手がより良いコンディションの中で
ベストパフォーマンスが発揮できる
ように、親身になってアドバイス
をくれる頼れる先輩方も
たくさんいます！
接骨院、スポーツの現場、双方で
対応できる必要な技術や知識を
日々アップデートしています。
また、講師を招いて鍼灸師だけの
定期的な勉強会もあるので、治療の幅を広げて色々な場面で活かせる
治療家、トレーナーになれる環境が整っています。

学生の頃から自身のなりたい姿として
目指していたバスケットボールの
トレーナーとして現在活動しています。
選手がより良いコンディションの中で
ベストパフォーマンスが発揮できる
ように、親身になってアドバイス
をくれる頼れる先輩方も
たくさんいます！
接骨院、スポーツの現場、双方で
対応できる必要な技術や知識を
日々アップデートしています。
また、講師を招いて鍼灸師だけの
定期的な勉強会もあるので、治療の幅を広げて色々な場面で活かせる
治療家、トレーナーになれる環境が整っています。
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OUTLINE

RECRUIT

採用までの流れ

院見学のご予約はコチラから

会 社 名

代 表 者

設　　立

従業員数

本　　社

事業内容

株式会社アール

勤 務 地 さいたま市／久喜市

勤務時間 9：00～12：30／15：30～21：00

休　　暇 シフト週休2日

給　　与 【初任給】194,380円
【院　長】247,000～320,000円

福利厚生

01〉
エントリー

本気で医療人として成長したい方は、ぜひ一度お越しください！

HPの応募フォームより
お申込ください

LINE公式 採用ページ

02〉
院見学
実際に目で見て
体感してみてください

03〉
面   接
弊社人事担当と
面接を行います

04〉
採   用
入社までしっかりと
フォローします

社会保険完備／産前産後育休制度／交通費支給／
退職金制度（企業型確定拠出型年金）／健康診断／
引越し手当金（10万円まで）

服部　竜人

1984年10月

170名（有資格者：88名）

埼玉県さいたま市西区西大宮1-2-1

鍼灸接骨院／通所介護／整体院／訪問鍼灸院／スポーツトレーナー

グループ企業 株式会社TADホールディングス／株式会社エスワン

https://hattorigroup-recruit .com/

※早番・遅番あり（シフト制）

※上記基本給以外に、1日8時間以上の勤務時間（月30時間程度）
　には残業代がプラスされます。〝みなし残業〟ではありません。
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