
京都の在宅鍼灸マッサージ

アルケル在宅鍼灸マッサージ

recruiting guide

求 人
案内

求人サイトは
こちら！075-823-0210 平日・土曜

9:00～18:00

お問い合わせはこちら

（
試
用
期
間
有
）

正
社
員

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：230,000円＋各種手当）

各種役職手当、  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

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：1日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

（
試
用
期
間
有
）

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

1件1,300円～（夫妻の患者さんの場合2,200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

（
試
用
期
間
有
）

相
談
員

資格

勤務地

給与

各種手当

待遇

休日・休暇

普通自動車（AT限定可）、 マッサージ師あれば尚良し 

京都市内

210,000 ～225,000円

通勤手当（上限有）、 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

（
試
用
期
間
有
）

事
務
職

スキル・資格

勤務地

給与

各種手当

待遇

休日・休暇

PC操作 (ワード・エクセル）、資格として普通自動車（AT限定可）あれば尚良し

弊社事務所

175,000円～

通勤手当（上限有）、 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

募集要項



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？

目 次

p.4医療人として技術を活かせる職場
■ 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つの特徴

p.5新入社員もしっかりサポート
■ 入社から技術習得までの流れ
■ 新入社員研修制度のポイント

p.6選べる3つの働き方
■ 正社員、パートナー、アルバイトの3つの雇用形態

p.7よくある質問

p.8-9先輩へのインタビュー

p.10会社見学・入学準備金等について

p.11会社概要・関連グループ
■ 株式会社アルケル
■ アルケル鍼灸整骨院
■ 株式会社CURE

3

患者様ひとりひとりの心に触れる医療を。感 動感 動
　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

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

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。

　これからも我々は邁進していきます。

　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。

アルケル在宅鍼灸マッサージでは、ご自宅やその他施設などにて

様々な原因で療養されている患者様に対して、往療による在宅専門

の訪問・在宅鍼灸マッサージ治療を行っています。

訪問マッサージ



そのほか
にも…

業務の流れ

特　徴 新入社員研修制度のポイント

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

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、マッサージ師・鍼灸師の
役割を感じながら技術と知識を磨くことができます。

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。

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

マッサージや
鍼灸施術
（おおむね25～30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

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）

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

わり、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。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。不安なこ

とや悩みごとなど何でも相談でき、色々

な経験を積める環境です。

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
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実際の仕事を体験し、学校と

臨床の違いや、患者様との

コミュニケーションの取り方

を学びます。

鍼灸整骨院での基礎技術習得Point

1

研修が終わった際、又は研

修中に不安を感じた場合は、

在宅訪問マッサージに必要

なあらゆる手技を先輩施術

者が納得がいくまで指導い

たします。

マンツーマンで実技指導Point

2

ポイント②の実技指導とあ

わせて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。

先輩施術者との同行訪問Point

3

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。

専門技術、専門知識の習得Point

4

業務に必要な
ツールも充実

社員同士で
情報交換

要介護者の
施術指導

事務書類の
書き方指導

そのほか
にも…

入社から技術習得までの流れ

まず連携先である
アルケル鍼灸整骨院等で、
基本的な手技・接客マナー
などの研修

●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　●納得がいくまで同行可能

本社に戻ったら、
先輩施術者の実際の
施術に同行

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

実際に患者様のお宅に訪問



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 （最低保証有：230,000円
＋各種手当）を受け取ることができます。

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。
それぞれのライフスタイルに応じた働き方ができ、
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。

6

就職希望者からよく寄せられる質問をまとめています。

よくある質問

高収入安 定

訪問の際の移動手段は何ですか？

原付バイク、または電動自転車を会社から貸与します。

しばらく運転していない方、運転に不安がある方は、

研修期間中に運転を練習していただくことも可能です。

もちろんご自身のバイク、自転車での移動も可能です。

A.
Q.

訪問先はどのような場所が多いですか？Q.
独居／家族様と同居／ご夫婦／施設など様 で々す。

また、独居の方の割合は半分ですが、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。事前に、患者様の情報や

既往歴を営業相談員からご説明します。

A.

働く時間帯はどうなりますか？Q.
最初の患者様は9：00からです。最終訪問は多くの場

合17：00からですが、もっとも遅いケースで18：00から

です。1度の施術時間は30分程度です。

A. 雇用形態を変えることは可能ですか？Q.
アルバイトやパートナーから正社員に変更することは

可能です。ご相談ください。

A.

1日に何件くらい訪問しますか？Q.
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。

A.

どのような経歴の方が働いていますか？Q.
専門学校卒業の方、介護の経験がある方、鍼灸整骨院

から転職した方、全く違う職業と兼務している方など、

様々なスタッフが在籍しています。男女比率は半々ほ

どです。

また、新卒のスタッフもいますのでご安心ください。

経験豊富なスタッフたちに、色々尋ねてみてください。

A.

在宅マッサージの経験が無いのですが
大丈夫ですか？

Q.

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できます。

A.

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？

Q.

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 で々す。

A.

７

選べる　  つの働き方3

「 正社員 」 の特徴
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、1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
患者様がお休みに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
1日の施術録入力等を行う

帰宅

8：00

9：00

12：00

13：00

16：00

18：00

18：30

スケジュール例

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

ルケルの患者様を往診します。

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：1日10件の訪問施術で売上42,000円程度です）

高収入自 由「パートナー」 の特徴
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、1時間休憩

訪問終了

帰宅
自宅にて自身の患者様の治療など

9：30

10：00

12：00

午後の患者様宅訪問
午後は平均2件程。鍼灸・マッサージ治療を行う

13：00

16：00

17：00

スケジュール例

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。

安定
収入自 由「アルバイト」の特徴

9：00

10：00

12：00

14：00

18：00

17：00

スケジュール例

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、
1時間休憩

訪問終了

鍼灸学校
現在鍼灸師の試験受験のため勉強中

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

応募方法について教えてください。Q.
お気軽にお電話、または求人サイト内の応募用メール

フォームからお問い合わせください。面接までの流れ

をご説明いたします。

A.

075-823-0210 （平日・土曜 9:00～18:00）
お電話でのお問合せ

https://recruit.alkel.jp/

QRコードはこちら▶

求人サイトからのお問合せ

安心して
業務に

集中できる

自分の時間を活用して
ステップアップ

空き時間に
しっかり稼ぐ
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先輩へインタビュー 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に、
アルケルのこと、日頃の施術や患者様との関わり方などについて伺いました。

施術者同士で仲が良いところです。一人の患者様を

複数の施術者で担当することもよくあり、困ったこと

を話し合い解決しています。

A.
アルケルの魅力はなんですか？Q.

アルケルの施術時間は30分です。その30分にすべ

てを出し切るという気持ちでおこなっています。

A.
日々心がけていることは何ですか？Q.

この仕事は元気を届ける仕事だと思っています。

なので大きな声で話したり、とにかく明るくなってもら

えるようにしています。

A.
訪問時に気をつけていることはありますか？Q.

患者様やご家族の方から「ありがとう」と言ってもら

える時です。この瞬間のために働いているのかもし

れません。

A.
やりがいを感じる瞬間はどんなときですか？Q.

認知症の方、寝たきりの方、難病の方、様々な患者様

の施術で自分なりに日々試行錯誤し奮闘しています。

訪問マッサージという仕事は自分が人の役に立って

いるということが実感できる仕事です。

A.

訪問マッサージの仕事を考えている方に
アドバイスをお願いします。

Q.

やはり患者様が健康になるのが一番です。ご高齢の

方がほとんどなので難しいですが、それだけにやり

がいもありご家族様から感謝されたりします。

A.

患者さんとの関わりで
嬉しかったことはなんですか？

Q.

社風的に明るく風通しが良いです。わからないこと、

困ったことがあっても相談しやすい空気があります。

A.
アルケルの魅力はなんですか？Q.

患者様に常に誠意をもって接することを心がけてい

ます。意思疎通の難しい患者様もおられますが心は

伝わると思っています。

A.
日々心がけていることは何ですか？Q.

玄関に入るときに必ずあいさつを行います。当たり

前のことですが患者様には耳の遠い方もおられるの

で状態を確認するためにも行なっています。

A.
訪問時に気をつけていることはありますか？Q.

施術を通して患者様との信頼関係が深まっていくの

を感じた時です。

A.
やりがいを感じる瞬間はどんなときですか？Q.

患者様のご家庭で施術を行う仕事ですので最初は

緊張したり戸惑うことも多いですが、先輩方に話を聞

けばすんなり慣れることができますよ。

A.

訪問マッサージの仕事を考えている方に
アドバイスをお願いします。

Q.

治療効果がでて、痛みが少なくなった、肩があがるよ

うになったと言っていただけた時は嬉しかったです。

A.

患者さんとの関わりで
嬉しかったことはなんですか？

Q.

ずっと治療院で働いていましたが、京都に引っ越して

きて外に出る仕事がしたくなりました。家庭の事情も

あり介護の現場を見たい、携わりたいと思ったことも

あり、訪問マッサージの仕事を選びました。

A.

訪問マッサージの仕事に就こうと
思ったきっかけはなんですか？

Q.

ホームページを見て一番わかりやすく説明が丁寧

だったのでスタッフの対応も安心できるのではと思

いました。勤務時間も他社より明確で残業がないとこ

ろも魅力の一つだと考えています。

A.
なぜアルケルを選ばれましたか？Q.

他のスタッフと四六時中同じ空間にいる訳ではない

ので、たまに会うと患者様のことなどで盛り上がりま

す。スタッフの年齢層も幅広いのでいろんな話がで

きて楽しいです。

A.
アルケルの雰囲気はどうですか？Q.

祖母が入院している時に、自宅で過ごすことを強く

希望していて、そういう方のお手伝いが出来ればと

思い訪問マッサージの仕事を選びました。

A.

訪問マッサージの仕事に就こうと
思ったきっかけはなんですか？

Q.

就職活動中にアルケルのホームページを見ていて、

アットホームな雰囲気がいいなと思い選びました。

A.
なぜアルケルを選ばれましたか？Q.

世代はさまざまですが、明るくて温かい雰囲気の人

が多いと思いました。皆さん思いやりのある方々ばか

りで良い職場だと思います。訪問する前と後に「いっ

てらっしゃい」「おかえりなさい」が聞こえるのも良い

ところです。

A.
アルケルの雰囲気はどうですか？Q.

他の先輩スタッフ達からも
色んなお答えをいただきました！

日々心がけていることは？Q.
● 自分が老いた時にして欲しい
 施術を行うこと
● 清潔感
● 安全運転をこころがける
● 体調管理（身体の健康）
● 技術、知識の向上
● 患者様の疾患の下調べと
 施術のシュミレーション

やりがいを感じるときは?Q.
● 手技やマッサージの強度が
 ぴたりと決まり、
 思ったような結果がでたときや、
 予想以上に効果があらわたとき
● 患者様の体調が改善するとき
● 「楽になった」「すっきりした」や
 「あなたと会うと元気をもらえる」
 と言ってもらえたとき
● 施術後、患者様が状態の改善を
 実感されているとき

訪問時に気を付けていることは？Q.
● 笑顔、第一声を明るく挨拶する
● 訪問する家・人のルールを早めに
 キャッチして問題を防ぐ
● 遅刻をしない
● 身だしなみ
● 事前に訪問する患者様に対して必要
 な用具等を忘れていないかチェック
● 移乗の失敗や鍼の紛失等の
 ミスがないように集中する
● その日の患者様の状態を把握する

H Y 先生

2016年 大阪行岡医療専門学校卒業 ／ 入社歴5年

M J 先生

2015年 京都仏眼鍼灸理療専門学校卒業 ／ 入社歴6年

T N 先生

2014年 東京衛生学園専門学校卒業 ／ 入社歴1年

N M 先生

2021年 四国医療専門学校卒業 ／ 入社歴1年
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● 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いただきます。

● 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も可能です。質問も受け付けます。

● 実際の研修で使用する介護ベットや車椅子、歩行器などもあります。
 どのような研修をしているかなど気になることがあれば何でも聞いてください。
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075-823-0210
 （平日・土曜 9:00～18:00）

応募・見学予約・
お問い合わせ先

あん摩マッサージ指圧師 会社見学 参加
無料

※要予約・交通費一部支給

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！

プログラム

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。

開催日時・交通費
● アルケル鍼灸整骨院
 〒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

● 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
 URL. https://www.alkel.jp/

株式会社アルケル

会社名称
本社所在地

電話
設立

従業員数
代表取締役

事業内容

ホームページ

株式会社アルケル

〒602-8155 京都市上京区主税町826番地28

075-823-0210

平成20年7月

男性14名　女性15名　計29名

岡本 拓也　西河 就之

在宅医療マッサージ（訪問マッサージ）、
鍼灸治療、整骨院事業（提携先）

コーポレートサイト（https://www.alkel.jp/）
求人サイト（https://recruit.alkel.jp/）

● 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
 〒615-8037 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
 〒616-8337 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

株式会社CURE

提携先

● リラクゼーションサロン　ここち
 〒600-8826 京都市下京区西新屋敷上之町128
 TEL. 075-351-4084 /  FAX. 075-351-4613

スタッフ
一同

お待ちして
います！

● 入社準備金
 入社準備金（最大30万円）を支給します。勤続2年以上で全額返済免除（規定有）。詳しくはお問い合せください。

● 入社祝い金
 職種関係なく入社祝い金として1万円を支給します。

● 研修費用補助
 正社員の方に限り、外部研修を受けたい場合に1回の研修費用を最大半額補助します（事前の内容確認有）。
 患者様の症状に常に対応できる施術者になれるよう会社からサポートします。

入社準備金・入社祝い金の支給、研修費用の補助

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ください。
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。

担当者からのメッセージ


