
初めまして! です。ほねごり

ほねごり整骨院グループ
鍼灸整骨院 /整形外科 /

ほねごりで
極める　　の道

「患者さんに寄り添って、患者さんの健康を全ての面でサポートし

たい!」というほねごり整骨院グループの強い思いから生まれた僕。

お気に入りの場所は本社内にあるBARカウンターで、ここで終業

後に柔整師と鍼灸師が混じって色んな話をしているところを見る

のが好きなんだー!君もほねごりに入って、僕と一緒に患者さんの

笑顔を咲かせよう!

[ 職 種 ]

[ 初 任 給 ]

[ 昇 給・賞 与 ]

[ 勤 務 地 ]

[ 勤 務 時 間 ]

[ 待 遇 ]

[ 福 利 厚 生 ]

[ 休 日・休 暇 ]

柔道整復師／鍼灸師

250,000円~(6ヶ月の試用期間あり)

随時／最大年2回

東京都（東村山市・八王子市・町田市・西東京市・杉並区・東久留米市・武

蔵村山市・羽村市・青梅市)神奈川県(相模原市・伊勢原市・海老名市・小

田原市・厚木市・大和市・平塚市)埼玉県(所沢市)

9:00~13:00／15:00~20:00

資格手当(国家資格取得者対象)／時間外手当／通勤手当(全額支給)／役

職手当／職務手当

各種保険完備／制服貸与／家族割引制度／育児休業規定

有給休暇／慶弔休暇／GW休暇／夏季休暇／年末年始休暇

[ 会 社 名 ]

[ 代 表 者 ]

[ 所 在 地 ]

[ 資 本 金 ]

[ 店 舗 数 ]

[ 従 業 員 数 ]

5,000万円

24店舗

307名 (2020年10月現在)

会社概要

募集要項

お問い合わせ

(採用担当者まで)
042-703-5548

YOUTUBE採用ページ公式ほねごり採用HPから
院見学の予約受付中!

株式会社 ほねごり

阿部 公太郎

神奈川県相模市中央区星ヶ丘4-16-14

※実績実力次第で1年で分院長の可能性あり

※診療時間や急患対応により変動あり



法人として幅広い医療に携わることができる環境を作る！

鍼灸接骨院と整形外科が連携し、グループ内に総合病院を作ることで

私達が新たに活躍できる場を実現します。

法人として幅広い医療に携わることができる環境を作る！

鍼灸接骨院と整形外科が連携し、グループ内に総合病院を作ることで

私達が新たに活躍できる場を実現します。

OUR VISION

健康であることの喜びを
患者様と共に分かち合う

整形外科
一人の患者様、一回の施術、
一つのコミュニケーションから。

鍼灸整骨院

地域社会に貢献する
健康のプラットホームを実現し

法人として
総合病院を立ち上げる

健康のプラットホームを創るため

見据える
未来

ほねごりの

整骨院、クリニック、総合病院、フィットネスや介護などの枠を超え様々な施設が繋がって、地域
で一つの健康プラットフォームを実現していきます。
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これからの時代、治療家として求められることは

高い技術力だけではありません。多くの患者様

から信頼、支持をしていただくためには、医療人

としての品位品格、高い人間力が必要不可欠で

す。その為に、弊社には楽しんで学びを得ながら

人間力も高められるような環境があります。医療

の力で幸せを広げていくために、人と向き合い、

学びを続けられる方との出逢いを楽しみにして

おります。私たちと一緒にこの業界を変えません

か?

行動理念

����������������������������代表挨拶

変化こそ新しい価値を生む。自ら変

化することによって自分自身が成長

し、その結果業績成果が上がる。変

化を価値が生み出されるレベルま

で高めなければならない。【現状維

持=衰退】【変化=成長】

変化価値論
01 02 03

04 05 06

物事の原因と責任は全て自分にある。

いつも人の話しを素直に聞き、問題が

発生した場合も自分の非力さを原因

に求め、他に責任を転嫁しない。原因

を自分に求める事により失敗を教訓に

生かす事が出来、人は成長する。

原因自分論
学びとは教わることではなく教える事。

教える事と学ぶことは同時。患者様・

スタッフ・自分自身が成長する為にイ

ンプット→アウプット→フィードバック

を！社員全員が教育者である！！

教学同時

私たちは、世界最高級の健康産業の

企業を目指します！一番大切なことは

…問診です！ 患者様の聞き取りをし、

的確に判断し、対応するということが

何よりも大切な仕事です。

世界最強の
健康産業の企業へ

人々の心を豊かで活力あるものにする

ために！ ひとりの患者様、1回の施術、

ひとつのコミュニケーションから。

豊かな心の活力は
1の積み重ね

患者様を心の底からおもてなしする”

という心や姿勢で対応することを約束

します！その精神は相手に伝わりここま

で丁寧に説明してくれるなら、ここまで

やっていただける院だったらと思うもの

です。

ホスピタリティ
の精神

代表取締役 阿部 公太郎 ����������

学びをやめないことで、ヒトを幸せに

昨日の自分を越えていく! それがほねごり人だ

学びから世界中の
人々を健康に人々を幸せに
ほねごりグループは、創業以来一貫して、鍼灸整骨院業を通じた

健康産業・教育産業で人 と々社会に貢献してきました。

大切なのは『学ぶ』ということです。

我々は自らが学び、その学びを患者様・同志に提供していく仕事です。

自らに学びがない状況は患者様を変えることは出来ません。

PHILOSOPHY ほねごりの企業理念

学びのない所に未来はない
私たちは柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧

師等の代替医療と言われる仕事には、確実に学びが必

要だと確信しております。そして、学びのない所に未来

はないと思っております。自らが学びを得る事で、患者

様に何かを教えたり、スタッフを教育する事ができます。

日々、頭を使わずに治療をしている状況なのであれば、

自らの志を達成する事はできません。

一人では成せないことに集団で立ち向かう

この理念を達成するために志を高く持った企業です。

夢と志は違います。経営トップが個人の夢を語っている

だけでは組織はもちません。夢とは自分だけで目指すも

のであり、志というのは、『未来の日本の整骨院はこうな

るべきだ!』と旗を掲げ、一人では成せないことに集団で

立ち向かう事と捉えております。日々、頭を使わずに治

療をしている状況なのであれば、自らの志を達成する

事はできません。
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「6ヶ月で基礎から応用までガッツリ研修!
あなたの「頑張りたい」に答える教育システム

教育システム
E D U C A T I O N

入社直後の本社研修では、ほねごりに関することはもちろん、

会社に属する組織人としての考え方や、社会人として必要不

可欠なビジネスマナーについて学びます。また技術研修におい

ては、これからの治療家人生の基礎となる部分を固めます。

オペレーション研修

接客・身だしなみ

社会人研修

ビジネスマナー基礎

会社・組織について

座学研修

トムソンベット骨盤

猫背ベッド

骨盤ベッド

鍼灸師保険技術

柔道整復師保険手技

技術研修

本社研修で学んだ基礎を振返りながら、実際に患者様の前に
立つための、社会人としての基礎応用や院のメニュー全般を
できるように学びます。入社して半年間は月に1度の振返り研
修で技術面や精神面の不安など取り除きます。

症例発表

受付応用研修

応用技術座学

問診研修

座学研修

自律神経プログラム
インナーマッスル研修

フットプログラム
産後トムソン
猫背トムソン

技術研修

ほねごり自慢の、計画的にスキルアップできるよう考えて組まれた研修制度

で、ビジネスマナーから高度な技術習得、マネジメントに至るまであなたに合っ

た研修制度を用意しています。「こんな細部まで徹底しているのか」と社員も

驚く研修制度で、患者様から感謝される治療技術を養うことができます。

全社で技術研修
院長として自身のより高度な技術発展だけでなく、院をいかに

発展させるかという観点で院運営や人材育成、管理のことを

学びます。営業戦略、運営管理規定、PDCA、戦略など40時間

以上かけて技術、マインドを院長レベルにまで引き上げます。

運営戦略

マネジメント研修

人材管理

管理者研修

座学研修

整形外科研修

外傷処置

技術研修

院長研修
マネージャー・

どの段階のスタッフでも参加できる技術研修を、エリアごとに午後

休診にして月に1度開催しています。柔道整復師と鍼灸師ごとで行

う技術研修は症例を報告する会でもあるため、一症例についての

色々な考え方を知ることが出来、現場に即活かせられます。

本社研修 0ヶ月~2ヶ月 振返り研修 3ヶ月~6ヶ月 月1開催

新 人 研 修 期 間
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ほねごりくんが聞きたい3つのことほねごりくんが聞きたい3つのこと

公休日

公休日

※5月は4月で学んだことを復習していきます。

4月 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

1(月) 入社
手続き 社長講話 7つの習慣休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

3(水) 社会人とは 社会人とは

管理部研修5(金) 受付研修 問診研修

公休日

6(土)

7(日)

8(月) 技術研修(FGS見学) 技術研修／トリガーポイント

9(火) 技術研修／骨盤矯正 技術研修／鍼灸総論

28 (日)

10 (水) 技術研修／手技／骨盤矯正 技術研修／鍼灸各論／手技／骨盤矯正

11 (木) 技術研修／猫背矯正 技術研修／鍼灸各論／
手技／骨盤矯正／猫背矯正

12 (金) 技術研修／鍼灸各論／
手技／骨盤矯正／猫背矯正技術研修／ハイボルト

公休日

公休日

公休日

公休日

公休日

公休日

13 (土)

14 (日)

15 (月) 技術研修／鍼灸自費／
手技／骨盤矯正／猫背矯正技術研修／受付実務

16 (火) 技術研修／鍼灸各論／
手技／骨盤矯正／猫背矯正技術研修／受付実務

9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

17 (水) 技術研修／鍼灸各論／
手技／骨盤矯正／猫背矯正技術研修／受付実務

18 (木) 技術研修／鍼灸各論／
手技／骨盤矯正／猫背矯正技術研修／受付実務

19 (金) 技術研修／受付実務 仮テスト

20 (土)

21 (日)

22 (月) 技術研修／鍼灸自費／
手技／骨盤矯正／猫背矯正技術研修／受付実務試験

23 (火) 技術研修／カルテの読み方 技術研修／鍼灸パルス

24 (水) 技術研修／トムソン理論 技術研修／トムソン実技

25 (木) 技術研修／ハイボルト 技術研修／ハイボルト

26 (金) 技術研修／鍼灸自費／
手技／骨盤矯正／猫背矯正 仮テスト

27 (土)

29 (月) 技術研修／鍼灸自費／
手技／骨盤矯正／猫背矯正

技術研修／鍼灸自費／
手技／骨盤矯正／猫背矯正

30 (火) 技術研修／院オペレーション 技術研修／院オペレーション

31 (水) 現場配属 研修振り返り

ほねごりカリキュラム c u r r i c u l u m

入社してから1ヶ月間は現場に出ずに、社会人としての考え方から技術研修に至るまで、1ヶ月

後に自信を持って患者様の前に出れるよう、アカデミー研修として学びの環境を整えています。

ほねごりアカデミーの 3つのポイントここがスゴイ!

アカデミー研修
A C A D E M Y

2(火) ビジネスマナー ビジネスマナー

4(木) レセプト研修 交通事故研修営業研修

��IT企業のような研修施設
本物の整骨院を再現した研修施設で学べる!

��多種多様な研修で自分だけの強みを見出す
苦手な部分も互いに教え合いながら克服します

��アウトプットで学びを実践
学びを実践する仕組みを用意しております。

ほねごり Q&A
Q u e s t i o n  &  A N S W E R

Q1.ほねごりのどこが1番好き?
Q2.治療家で良かった!と思う瞬間は?

Q3.将来の夢は?

柔道整復師/サブマネージャー

手塚 孝太 東京医療専門学校卒

柔道整復師/副院長

櫻井 健吾 帝京平成大学卒

鍼灸師/主任

馬場 百香 明治国際医療大学卒

柔道整復師/人事部

前島 季子 日本柔道整復専門学校卒

柔道整復師/営業推進部 係長

丸山 洋生 帝京平成大学卒

とにかく「医療」！ 整形外科も展開し患者
様の「完治」に向き合う姿勢が好き！

��

まずは目指せマネージャー！ ほねごりは
キャリアの幅が広いので飽きないです。

��

患者様からの「ありがとう」の声をいただ
けた時は治療家冥利につきますね。��

上下関係がフラットで本当に仲が良い！ 
役員にもドッキリしかけられるくらい（笑）

��

ほねごりは活躍している女性がすごく多
いので、一生治療家でいたいです。

��

鍼が苦手だった患者様が鍼治療が好き
になって頂いた時。

��

結婚出産しても働きやすい環境を全力で
作ってくれる社員想いの環境。

��

今は後輩育成に夢中！ どんな環境でも通
用する治療家に育てたいと思ってます。

��

育休のブランクがあっても手に職がある
分、復帰がスムーズにできたこと。

��

会社の成長性！ 仲間も成長思考の高い
人ばかりなので毎日が刺激的です。

��

ほねごりを日本１の医療グループにする
こと。医療のプロ集団を創りたいです。

��

整形外科のチームと意見交換しながら医
療について語っている時！

��

頑張る人をきちんと評価しチャンスをくれ
るところ

��

整形外科での勤務が今の目標。たくさん
の疾患を診れるようになりたいんです。

��

「手塚先生のおかげで体がラクになった
よ」と言っていただけた時。

��

仲間が最高に良い！ 本社のバーでみん
なで飲みながら語る時間が幸せです。

��

総合病院を作るという会社の目標を叶え
られる一員になりたいです。

��

初めての患者様とのカウンセリングで打
ち解けられた時。

��

鍼灸師/教員資格

関  拓巳
日本健康医療専門学校卒
東京医療専門学校卒
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32,000名
月間総患者数

70%707070%%%
自費割合自費割合30%303030%%%

保険割合保険割合数値で見るほねごり S e e  b y  n u m b e r

圧倒的な患者数は信頼される技術があることの裏付け! 鍼灸割合も高く、鍼灸師が鍼灸師として本来の仕事に従事出来るのもほ
ねごりの魅力の一つです。

1日の来院数

50名以上

1日の平均鍼灸施術数

20名

整形外科来院数

250人１
日
あ
た
り

痛みだけを見るのはなく患者様の生活や仕事、人生の背景まで
見るというカウンセリングに力を入れています。

初診患者の滞在時間

90~120分

ほねごりグループの年商

18.8億

120日

圧倒的な患者数!

業界トップクラス!

100,000¥

ほねごりではプライベートを充実させる事も仕事へのやる
気につながると考えているため、月に8日きちんと休みリフ
レッシュできる環境を整えております。

完全週休2日制を導入 340時間研
修
時
間

新卒6ヶ月間
しっかり教えます

本社新人研修2ヶ月＋入社半年間は月1回振返り研修

100%
有給消化率

整形で働く
ほねごり出身者
整形で働く

ほねごり出身者

50%

有給休暇を取得しやすい環境を整えているから結婚
式などライフイベントに対応しながら長く働けます!

地方から引越しにかかる初期費用(敷金礼金や家具家電など)の負担を少しでも軽減でき
るように、入社時に引越準備金として10万円を会社負担します。

社宅寮が社宅寮が

2最  大 研修期間限定!

無料ヶ月

引越
準備金

年間
休日

(新横浜から30分圏内)
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TO KYO

K A NAGAWA

SA ITA MA
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都会ならではの空気感も自然にも触れられる! 
都会と自然のオイシイとこどりエリア
高いビルに囲まれて行き交う人にぶつかっちゃう…そん
な都会ならではの不安は全くなし! 自転車で気楽に通
勤も出来て、治療前のリフレッシュにもなります。

TOKYO

緑の豊かさを兼ねつつ都市部へのアクセスも
良好のいいとこ取りエリア!
緑も豊かで過ごしやすく東京まで1時間もかからないのに、落ち着いた環境
で仲間と切磋琢磨出来る環境です。

SAITAMA

落ち着いた街並みで、
患者様との流れる時間もゆったり!
都心より少し離れた落ち着いたところに立地している神奈
川エリアの店舗。神奈川と言ってものどかな街並みで気分
穏やかに治療家人生を送ることが出来ます。

KAnagawa
2014年7月に神奈川県相模原市で1店舗目を設立して
から現在、東京、神奈川、埼玉と関東を中心に24店舗
展開するほねごり。今後は全国区に展開予定です。

ほねごりMAP
T O K YO / S A I TA M A / K A N A G AWA

【座右の銘】 "おかげさまの心"

地域密着でアットホームな院! 

患者様に安心して通ってもら

えるような地域のかかりつけ整

骨院となれるよう、体も心もケ

アする事を常に考えています。

東村山秋津院��

【座右の銘】 水滴、石を穿つ
柔道整復師  石渡 未優 (日本医学柔整鍼灸専門学校卒)

院長副院長をはじめ患者様

との距離が近く、日常生活

での指導もしっかりしてい

るところが当院の強みで

す。

杉並院��

【座右の銘】 人間本気になれば大差なし
柔道整復師  遠藤 泰彦 (日本体育大学卒)

何と言っても先輩方が新人教

育に熱心! いつも僕達の事を

考え、練習や勉強に付き合っ

てくれ、僕の成長も院長を筆

頭とする先輩方のおかげです!

町田忠生院��

【座右の銘】 徹頭徹尾
鍼灸師  住吉  亮 (横浜医療専門学校卒)

院の現状は全て私の鏡。笑

顔で楽しく仕事をしていれ

ば、スタッフ、患者様も笑顔

になる。常にそこを意識しな

がら日々を過ごしています!

小田原院��

【座右の銘】 縁の下の力持ち
鍼灸師  関  香澄 (呉竹鍼灸柔整専門学校卒)

女性スタッフとしてではなく1

人の柔整師として、また来た

いと思っていただけるような

院、技術、人間的にも成長出

来る院作りを意識しています!

平塚中原院��

【座右の銘】 面白き事もなき世を面白く
柔道整復師/鍼灸師  上田 英貴 (アルファ医療福祉専門学校卒)

スタッフが命だと考えてお

り、スタッフが活き活きして

楽しく働けるよう業務の効率

性を重視し、皆で働きやすい

環境を作り上げています!

大和南院��

【座右の銘】 なんとかなる!
柔道整復師  村井 美萌砂 (神奈川柔整鍼灸専門学校卒)

当たり前の事を当たり前に! 忙

しいからこそ掃除や挨拶等凡

事徹底をどこよりも心がけてお

り、スタッフ全員が意識高くで

きている事が当院の強みです!

相模原下九沢院��

【座右の銘】 感動創造と挑戦
柔道整復師  手塚 孝太 (東京医療専門学校卒)

地域一、業界一、日本一、愛さ

れ、認められ、求められ、自然と

人が集まる院作り、そして当院

に関わる全ての人が幸せな人

生を送れるよう励んでいます!

八王子長沼院��

【座右の銘】 継続は力なり

スタッフがやりがいを持って

志事出来るよな環境作りだ

けでなく、地域の方に感動、

信頼、愛を与え、心で繋がる

接骨院作りに励んでいます!

青梅師岡院��

【座右の銘】 笑う門には福来たる

磯田望実 (東京柔道整復専門学校)柔道整復師

皆で一つの事に集中した時の爆発

力はどこにも負けません! また、患

者様や一緒に働く仲間を良く理解

して、効率の良い動線や回し方を意

識しています。

新所沢緑町院��

鍼灸師  小畑 侑令絵 (有明医療大学卒) 鍼灸師  梅澤 佑介 (日本鍼灸理療専門学校卒)
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仕事も遊びも全力で楽しむ! そんなほねごりのスタッフは

みんなイベントが大好きで、飲み会を開いたり川にラフ

ティングに行ったり、年功序列もなくみんなでイベントを

楽しみます。フットサル等近隣のスポーツイベントにも参加

し、そこでブースを作って施術体験等も行っています。

イベントも多い!

手厚いサポート
W e l f a r e

ほねごり’s
レクリエーション

R e c r e a t i o n

夢を実現させる為には安心できる環境が大切
夢を叶える為には想いだけでなく、実現に突き進めるだけの安心できる環境が必要です。だからほねごりでは、ス

タッフ全員、そしてそのご家族が金銭面や生活の不安なく邁進できる環境整備に全力で取り組んでいます。結婚し

て家族を持っても子供が生まれてもほねごりなら大丈夫! 生涯治療家人生を送れるように整備した、スタッフが長

く働ける充実したサポート内容をご紹介します。

随時
昇給あり

成長した分はきちんと評価

色々身につけたのに携われる仕事も給料も変わらない。そんな事はほ

ねごりではまずありません。キャリアと共に給料もどんどんアップする仕

組みなので成長した分だけ評価されます。また、院長から本部ス

タッフになる社員や、院長を必ずしも目指さなくても副院長制

度があり院長の右腕としてスタッフとの架け橋となる道

など、ほねごりには本人に合ったキャリアアップ

制度をご用意しております。

自院で
健康診断

まずは自分たちの健康管理から

ほねごりには自社管轄にあいごり整形外科があるため、当社の規定

に従って安心して健康診断を行えます。患者様の健康を第一に考

えるのがほねごりの柔道整復師、鍼灸師ではありますが、治療す

る自分たちが実は健康ではなかった…なんて事がないよう

に、常に自分たち自身の健康も守れる環境をご用意し

ております。

産休育休
制度

女性も輝ける環境があります

子供ができたから働けない、仕事と育児の両立は難しい、そんな心配は

いりません! ほねごりで働く約半数が女性社員。「家庭もキャリアも両

立して長く勤めたい!」「男性に負けず活躍したい!」そんな想いを私た

ちは歓迎します。ほねごりにとって欠かせないパワーを最大限に

活かしていただくためにライフステージの変化による働き

方の変化にも柔軟に対応し、働きやすい環境整

備に取り組んております。

有給消化率
100%

プライベートも充実

ほねごりではプライベートでしっかり休む事や、趣味などを通して吸

収した事、旅行などで心から楽しんだ事が、結果仕事へのやる気に

つながると考えています。そのため、きちんと有給を消化できるよ

うな組織づくりを行っており、社員の有給消化率は100%と

なっております。仕事も頑張りたい! でもプライベート

も楽しみたい! そんなあなたにぴったりの環

境です。

各種
お祝い金

頑張った事はもちろん評価されます

スタッフが頑張った事をきちんと評価したい! そんな社長の想いか

ら、昇給などとは別に社長賞など、会社から各種お祝い金がもらえ

ます。どんな種類の賞があるのかはシークレット!? 頑張ったら頑

張った分だけきちんと評価してくれるので、あなたもほねごり

で色々な賞を集めてみませんか?

社会保険
完備

怪我や老齢など長い人生をサポート

将来の事を考えるとやっぱり保険は大切! ほねごりでは、スタッフだ

けでなく、スタッフのご家族も大切に考えているため、社会保険(健

康保険・厚生保険・雇用保険・労災保険)も完備しております。そ

の為、病気や怪我の時はもちろん、老齢などのサポートも含

め、将来の事も安心して働いていただけます。
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