
人との出会い、関わりを大切にし、
家族にも紹介したくなる

鍼灸整骨院を作る
株式会社T&M



＝３SMILE＝
患者様とスタッフと治療院の
「3方良し」を実現する。

株式会社T&Mでは患者様・スタッフ・治療院（会社）の全員が
幸せになれる方法を追求していきます。
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Q．株式会社T&Mって
どんな会社？？

「大切なのは笑顔とありがとう！」

当院は美と健康の整骨院です。
そして、治療技術だけでなく、ホスピタリティ溢
れるおもてなしで来られた方の心と体のケアをし、
感動を提供できるような整骨院を目指すため日々
精進していきます。
充実した研修制度により、技術はもちろんですが、
栄養学なども教えていきます。
「健康」と「美容」に少しでも興味がある方私達
と一緒に働きませんか？
ご応募お待ちしております



【患者様のSMILEとは】
〇患者様が趣味や好きなこと＆
やりたい事を体の不調や不具合
によりあきらめることがなく
全力でできる状態。

【スタッフのSMILEとは】
〇地域でNo１のお給料がもらえている状態。
〇しっかりと休みを取りプライベートの充実ができている状態。
〇常に新しい取り組みに挑戦できる環境がある状態。

【治療院の3SMILEとは】
〇常に利益がきちんと出されており新しいことに挑戦する事が
できる状態。
〇スタッフが笑顔で働けており、患者様を笑顔にすることがで
きる状態。
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弊社の３SMILEについて

実はこのほかにも「クレド」という、
株式会社T&Mで働くみんなが
大切にしている価値観があります。
みんなで大事にするものを決め、
共通の意識をもって働いています。
だから全員が一体になって
仲間として働くことができています。
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皆様は今、どんな院で
働きたいと思っていますか？

治療技術がしっかりと身に付く会社？

福利厚生や条件がしっかりしている？

たくさんの患者様を見ることができる！

人それぞれ大事にしたい基準、
選ぶポイントがあるかと思います。

皆様は今、どんな院で
働きたいと思っていますか？
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人間関係が良い！スタッフ同士
切磋琢磨して仕事をしています！

埼玉県内有数の治療コンセプト！
構造学・運動学・栄養学で改善を追求！

福利厚生が充実している！社福完備！
その他も独自の福利厚生が充実！

多くの患者様を施術できる！
完全予約制でしっかり患者様に対応！

治療の勉強会を充実させている！
当院独自の技術を丁寧に教えています！

経営・技術の勉強会にも参加OK！
将来のキャリアアップを応援します！

行田市内で口コミ多数！
圧倒的に患者様に選ばれています！

働きやすい環境が充実！

株式会社T&M

7つの特徴！

働きやすい環境が充実！
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ポイント

01
人間関係が良い！
スタッフ同士切磋琢磨して
仕事をしています！

ここがポイント！

☑クレドを共有し同じ
考え方で仕事をしている

☑本音を言い合える文化を
大切にしている。

（弊社クレドより抜粋）
３．責めるよりも共に考えよう

責めても誰も笑顔になりません。責めると責められたスタッフ、笑顔じゃないスタッフに対応された患者様
も笑顔でなくなります。そうすると治療院全体に笑顔がなくなります。それよりも一緒に考えて皆が笑顔に
なれるようにしていきましょう。

５．積極的に言葉にしよう
職場はまったく価値観や育った背景の違った人間が一緒に過ごしています。そのため内に秘めているだけ
だとお互いを理解することができません。ですので考えている事、感じている事は積極的に言葉にして
コミュニケーションを図ったり挨拶・報告連絡相談を行い全員が笑顔でいることができるよう努力をします。

６．約束は守ろう
例えばいくら能力があっても時間に遅刻したり自分の都合で予定を勝手に変えたりすると信用がなくなりま
す。信用がなくなると仕事を向ける相手が不安になり、笑顔にすることができません。そのため約束につい
てはきちんと守り信用の貯金をして、一緒に仕事をする人の笑顔を守る努力します。

ポイント

02
埼玉県内有数の治療コンセプト！
構造学・運動学・栄養学で改善を追求！

「大切なのは笑顔とありがとう！」

株式会社T&Mは埼玉県内でも有数の骨盤矯正や鍼
灸による「構造学」、EMSや運動指導による「運
動学」、食事改善指導による「栄養学」といった
側面から患者様の健康のために施術サービスを提
供しています。

患者様のお体の改善に必要なもの、取り入れてい
くと良い物を常に追求し続けています。

当然、弊社ではこうした新しい考え方を取り入れ
る時はスタッフがまず実際に試してみて本当に自
分たちに変化が起き、自分たちが良い物と確信し
た物を患者様に提供しています。

当院ではこうした最先端の治療の考え方を取り入
れています。
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ポイント

03
福利厚生が充実している！
社保完備！その他も独自の福利厚生が充実！

①社会保険を完備しています！
（健康保険、厚生年金保険、治療賠償保険、雇用保険、労災保険）

②完全週休2日制＆年末年始+有給休暇（初年度10日）
＊有給消化率100%

③セミナー・研修もバックアップ！教育体制の充実！

④昇給（年1回）・賞与（年2回）制度あり

⑤交通費支給（1.5万円/月）＆就職のための引越手当支給！（上限・規定有）

⑥老後も安心！退職金制度あり！（企業型確定拠出年金）

⑦学べる豊富な技術
・ゆがみ矯正 ・産後骨盤矯正
・テーピング ・外傷処置
・美容メニュー・栄養学指導

⑧その他の福利厚生制度
・マイカー通勤ok
・制服貸与
・お弁当代支給（半額）

働きやすい会社を
目指しています！

株式会社T&Mは常に経営についても勉強することで、
福利厚生を充実させることに成功しています。
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ポイント

04
多くの患者様を施術できる！
完全予約制でしっかり患者様に対応！

ここがポイント！

☑様々な症状の多くの患者様が来院していて
治療家として成長できる！

☑完全予約制を導入していて患者様にしっかり向き合える！

=患者様のSMILE＝
患者様の趣味や好きな事＆やりたい
事を体の不調や不具合により諦める
ことなく全力でできる身体にする

株式会社T&Mでは、患者様のお体を健康にするた
めに施術者が痛みを改善をすることは当然として、
患者様の健康意識を高め、そもそも不調になりに
くい身体づくりを行っています。

そのためには治療技術の向上はもちろん、様々な
健康に関する知識を取り入れて、治療の場に活か
し治療家としてのレベルアップを目指しています。

一方でただお体を治すだけでなく、しっかりと患
者様に向き合いコミュニケーションをとっていく
ことも大事にしています。

そのため施術者が余裕をもって施術できるよう
予約制を導入し患者様に十分な施術を提供して
満足していただける体制を整えています。
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ポイント

05
治療の勉強会を充実させている！
当院独自の技術を丁寧に教えています！

学べる豊富な技術＆知識

・栄養学に基づいた食事指導
・美容系メニュー
・テーピング

ここがポイント！

☑当院の治療技術・コンセプトを
しっかり学ぶことができる！

☑教材が揃っており、豊富な技術を
正しく身に着ける事ができる！

・ゆがみ矯正
・産後骨盤矯正
・外傷処置

株式会社T&Mでは治療技術以外にも、
多くの患者様に満足していただくための
接遇研修や当社の考え方を学んでいただく
各種勉強会あり、社会人としてレベルアップ
できる環境が揃っています！

ポイント

06
経営・技術の勉強会
にも参加OK！

「勉強し、やりたいことに挑戦できる！」

株式会社T&Mはご縁のあった皆様と
楽しく仕事が続けていけるよう、
継続的に外部の専門機関で経営の勉強を行っています。

全国の経営者と共に、
昨今の整骨院の経営を学ぶ事で
雇用の安定と働きやすい職場づくり
を行っています。

こうした会にも、希望をすれば
参加していただくことが可能です。

是非一緒に良い会社づくりを行っていきましょう！
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ポイント

07
行田市内で口コミ多数！
圧倒的に患者様に選ばれています。

ここがポイント！

☑大手口コミサイト200件以上！女性患者様の喜びの声も多数
☑数だけでなく患者様が本当に喜んでくださり口コミの質が良い

「一番選ばれる院を目指して」

株式会社T&Mは地域で一番
愛される整骨院を目指しています。

そのため、自身のサービスが患者様に
どう感じられているかを知るために、
選ばれ続けるために、患者様からの
お声を大事にしています。

正直、厳しい意見をいただくことも
時にはありますが真摯に受け止め、
患者様に一番選ばれる院を目指して
日々切磋琢磨しています。

詳しく知りたい方はこちら→
弊社のエキテンページに
リンクします

詳しく知りたい方はグーグルにて「行田 ひまわり鍼灸整骨院」でマップ検索！
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詳しく知りたい方は
下記よりHPにて
ご確認いただけます

当院にホームページにお寄せいただいた
お喜びの声一部公開！



やりがいを感じる点は？またその理由は？

たくさんありますが、「患者様の痛みが無くなった時」や「顔をしかめて来院された患者様が笑顔で帰られるとき」は嬉しいです。

余裕が出来てからは患者様の小さな違和感に気づけるようになりました。

患者様の状態を理解し本当に求めているものに応えられる事に今はやりがいを感じます。

当院のおすすめポイントは？

ゼロの状態から手探りで様々なやり方を覚えるのでは大変ですが、当院ではマニュアルがありますので、

問診・検査・治療などが最短で先輩たちのレベルまで近づくことが出来ます。

そのため、自信を持って患者様と接することが出来ます。

入社を悩んでいる方へのメッセージ

ひまわり鍼灸整骨院は「こんな治療院を作りたい！こんな治療をしてみたい！」と思っている人に是非入ってもらいたい場所だと思います。

まだスタッフが私しかいない、患者さんも来るか分からない時からです。

それは自分がこうしたいという希望はもちろんですが、一緒に働くスタッフの働く

モチベーションをしっかり与えてあげなくてはいけないという考えのもと、

単なる町の整骨院ではないそれ以上の展開を考えていました。

ひまわり鍼灸整骨院は自由な発想や企画をどんどん採用していく会社です。

ただ逆に常に固定観念にとらわれず柔らかい頭で考えていかなくてはいけません。

そのような考えの方に是非入社して頂きたいと思います。

皆様の入社を心よりお待ちいたしております。
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年齢に関係なくスタッフ同士の仲がいいですが、和気藹々と仕事をするのではなく、
切磋琢磨しながら働ける職場だったので、この会社なら自分の理想の治療家像に
近づけると思い決めました。
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何件か面接をさせてもらっていた中で一番、風通しの良さそうな人間味のあるいい雰囲気を
感じました。面接をして下さった代表の笑顔がとても温かく、この人達と一緒に働きたいと
強く思ったからです。あとは福利厚生が充実していたのも魅力です。
有給もちゃんともらえるので、プライベートでの時間も有効に使えるのは嬉しいですね。
プライベートでの時間が充実しているからこそ、仕事へのモチベーションも上がり結果に
繋がっていると思います。

やりがいを感じる点は？またその理由は？

患者様と接していく事で治療の大切さ、どうすればこの人が良くなるのか深く考え良くなっていく姿を見て治療家として喜びを感じています。

また前の会社では保険診療がメインでなかなか鍼が打てず、まわりの同期と自分を比べ仕事に対する不安や焦りがありましたが、

この会社に入社してからは毎日、治療で鍼を打つので経験が自信に繋がりやりがいをすごく感じています。

当院のおすすめポイントは？

予約担当制なので1人の患者さんをしっかりと治療することが出来ます。

治療メニューもいろいろあるので、患者さんに合った治療メニューの提案もできます。

また、流れ作業のような保険治療はしないので、患者さんの身体の変化も感じやすいです。

問診にも時間をかけられるので患者さんとの信頼関係を築きやすいです。

入社を悩んでいる方へのメッセージ

とにかく、一言で言うならば、人間味のある温かい会社です。

完全予約制・担当制でもあるので患者さん一人一人に対してご縁を大切にし

全身全霊で治療やサポートをしていける会社です。

また、現状に満足せず高みを目指し定期的に行われている社内の勉強会で技術向上をし

サービス向上に努めています。治療家としても社会人としても成長することが

出来る会社です。皆様の入社を心よりお待ちいたしております。



クレド 株式会社T&Mの社員として以下の考え方を
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３SMILEを達成するために仕事をする上で心がける事

①謙虚に学び努力して自信を持ち仕事をしよう
学ぶ時には謙虚に学び、最大限他人から物事を
吸収したうえで努力をすることにより結果を
出すことができます。そうして得た自信を基に
相手に向けて仕事をするときは自信を持って
仕事をします。

自信を持った仕事は仕事をされた相手に安心と
笑顔を与えることができます。

②発生即処理
やるべきことを後回しにして発生した1の焦りが
100の無駄を生んでしまいます。
そうすると無駄に付き合わされた人から笑顔を
奪ってしまいます。
そうしないためにもやるべきことが発生したら
即処理をすることを心がけていきます。

③責めるよりも共に考えよう
責めても誰も笑顔になりません。責めると
責められたスタッフ、笑顔じゃないスタッフに
対応された患者様も笑顔でなくなります。
そうすると治療院全体に笑顔がなくなります。
それよりも一緒に考えて
皆が笑顔になれるようにしていきましょう。

＝３SMILE＝
患者様とスタッフと治療院の
「3方良し」を実現する。

株式会社T&Mでは患者様・スタッフ・治療院（会社）の全員が
幸せになれる方法を追求していきます。



理解し自分のものとして受け止め実践します。
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⑤積極的に言葉にしよう
職場はまったく価値観や育った背景の違った人間
が一緒に過ごしています。そのため内に秘めてい
るだけだとお互いを理解することができません。
ですので考えている事、感じている事は積極的に
言葉にしてコミュニケーションを図ったり挨拶・
報告連絡相談を行い全員が笑顔でいることができ
るよう努力をします。

⑥約束は守ろう
例えばいくら能力があっても時間に遅刻したり
自分の都合で予定を勝手に変えたりすると
信用がなくなります。
信用がなくなると仕事を向ける相手が不安になり、
笑顔にすることができません。
そのため約束についてはきちんと守り信用の貯金を
して、一緒に仕事をする人の笑顔を守る努力します。

⑦何事も本気で前向きに取り組もう
何事もやる前からできないと考えていては
何も成し遂げる事ができません。
まずは「できる」と考えて、どうすればできるか
を考えて挑戦する気持ちを持ち何事にも取り組み
ます。
そうしてできると考えて本気で取り組んだ仕事は
人を感動させ笑顔にすることができます。

④細かい事こそ大事にしよう。
細かいところに気がつかない人は
大事な事にも気づく事ができません。
大事なことを見落とすと、仕事を向けた相手を
笑顔することができません。細部に魂は宿ります。
そのため細かいところにも手を抜かず
丁寧に仕事を行います。

これから、新しい治療院を一緒に作りませんか？
皆さまのご応募、心よりお待ちしております！



是非新しい整骨院を

一緒に創りましょう！

企業情報

【 会 社 名 】 株式会社T&M

【 代 表 者 】 小板谷 鷹

【 勤 務 地 】 埼玉県行田市佐間1丁目19番38号

【 勤 務 時 間 】 平 日 ： 9:00～11:00 15:00～20:00
土日祝： 9:00～11:00 13:00～15:00

【 休日・休暇 】完全週休2日制（水曜日+その他1日）
年末年始・有給休暇日*有休消化率100%

【 福 利 厚 生 】 社会保険有/昇給（年1回）/賞与（年2回）/
通勤手当支給（1.5万円/月）/
弁当支給（半額）/引越代支給（上限・規定有）
制服賃与/マイカー通勤/
企業型確定拠出年金（退職金制度）

048-554-2117
himawari20150316@yahoo.co.jp

株式会社T&M
採用特設サイト


