
地元の患者様に絶大な支持を受けるリピート率 97.3％の人気治療院 

高齢化社会に関わる全ての人の 

感謝を増やし続ける人気治療院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化社会の中で需要拡大中！東京都北区で積極採用中！ 
 

アーテム 訪問マッサージ 
 

働きやすい環境で技術を磨き、地域医療に貢献する 
 

「面接を受けたい！」とお気軽にお申込みください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接のお申し込みはこちら ＞ 

驚きの福利厚生！ 未経験者大歓迎！ 残業ほぼなし！ 

初任給 

２５万以上 

充実の 

セミナーや勉強会 

定時で 

退社 

サイト内応募フォームより面接の申し込みをしてください。 

お名前・ご住所・ご連絡先・ご希望日時等をお伺い致します。 

書類選考後日時とお越しいただく場所を担当者よりご連絡いたします。 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=201405


地域密着で地元の患者様に 

絶大な支持を受けている 

質の高い技術習得と働く環境の良さ 
 

 

仕事もプライベートも両方大切！ 
 

驚きの待遇・福利厚生 

 

「こんな治療院があってもいいの！？」を実現しました！ 
 

 

 

はじめまして。 
 

 
アーテム治療院 院長の藤井宏和(ふじいひろかず)と申します！ 

 

簡単な自己紹介をさせて頂きます。 

 

１９７６年 7月 2日生まれ。 

大学卒業後、数年間のサラリーマン生活を経て、 

25歳で鍼灸マッサージの 専門学校に入学し、3年間の勉学の後、 

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう師の３つの国家資格を取得。 

 

 専門学校卒業後は、整形外科や整骨院などでの修業を経て 

2005年 9月に東京都北区上中里に治療院を開院。  

 

現在は、東京都北区を中心に寝たきりや歩行困難で困っている高齢者や障害者の方々のご自宅や介護

施設に伺って、訪問マッサージ、訪問鍼灸の活動を信頼出来るスタッフと共に行っております。 

 

そもそも、わたしが訪問マッサージを始めた理由は、祖母の介護がきっかけでした。 

自分の大事な祖母が、大きな病気をして手術、そして長期の入退生活を余儀なくされて、足腰はすっかり

弱ってしまいました。自分の祖母ですから、なんとか元気になってほしいと思い週に 2回のペースで定期

的にマッサージやリハビリを行っていました。 

 



その結果、要介護２で自力での歩行困難だった祖母が 1年後には飛行機に乗って九州へ 2泊 3日の旅

行に行けるまで回復したのです。 

治療効果の高いマッサージやリハビリを定期的に行うことで年齢や性別に関係なく 元気になるということ

を実感いたしました。 

 

後で調べて分かったのですが、北区は、東京 23区の中で一番高齢者率の高い地域という事と、 坂道な

ども多く、寝たきりの方はもちろん、歩行困難の患者様が治療院に通院して治療を受けに行くのが 大変

な地域であること言うことを多くの高齢者の方々から聞きました。 

 

私も東京都北区に長年住んでおりますが、大変お世話になりました。そんな地域で自分の祖母のように、

マッサージが必要だけど治療院まで通えない方の為になりたいと思い、現在は、訪問マッサージや訪問

鍼灸の治療の為、赤羽・王子・十条・田端・上中里・駒込などの地域を中心に日々自転車で奮闘中です。 

 

私のモットーは、「小さな子供とお年寄りが笑って暮らせる社会はいいもんだ！」です。  

その為にも、マッサージやリハビリを通じて、悩みを持たれている高齢の患者さんやそのご家族の心の支

えにほんの少しでもなれれば幸いと思っております。  

 

もしこのホームページをみて、アーテム治療院の面接を受けたいと思われた方はご連絡くださいね。 

あなたとお会いできる日を楽しみにお待ちしています。 

 

アーテム訪問マッサージ 院長 藤井宏和 

 

 

確かな技術・地域密着で 

プロの先生も推薦 
 

 

「プロの私が自信をもって推薦できる治療院です」 
 

トータルケア かつしか 院長 
 

李 哲 先生 
 

アーテム訪問マッサージの藤井先生は、北区などの地元を中心に多くの歩行困難の高齢者や 

障害者への治療経験を活かした、丁寧なマッサージとやる気を持ってもらうようなリハビリが特徴

です。 一人一人の患者様をじっくり診てくれて、その方の目標を決めて 常にやる気を持ったリハ

ビリ・マッサージを提供してくれるので、 効果の高さを実感できると思います。 めったに他の治

療院を褒めることはありませんが、 藤井先生に関してはプロの私が自信を持って推薦できる治療

院です。 

 



「人間的にとても魅力のある先生です！」 
 

バランス工房 院長 
 

岡林 秀和先生 
 

『私と交友関係である藤井先生の訪問マッサージをお勧めします。 

もしあなたが、藤井先生のリハビリマッサージを受けたら極めて的確な施術や実践的なアドバイス

を経験するでしょう。 

もし、「少しでも元気になりたい！」「痛みのない生活を送りたい！」 と考えているのならエキス

パートである藤井先生の リハビリマッサージを私は強くお勧めします。  

それに、人間的にとても魅力のある先生ですよ(^^)』 

 

 

「在宅医療への情熱あふれる先生です」 
 

治療室しのざき 院長 
 

篠﨑 睦 先生 
 

「藤井先生とは、もうかれこれ８年以上前からのお付き合いになります。 

学生時代の同級生でもある藤井先生は当時から周囲の信頼は抜群でした。 

患者さんから見れば、物腰の柔らかい優しい先生でしょうが、藤井先生のホームページをご覧にな

れば分かるように、自信に溢れ、それを裏付ける確かな技術をお持ちの先生です。 

絶えず学び続け、在宅医療への情熱に溢れる熱血先生でもあるのです。  

どこへ行っても良くならなかった方へ、お勧めいたします。 

 

 

「こういう人に診て貰いたいと思う治療家です！」 
 

からだちょうせい院 院長 
 

川上 裕吾 先生 
 

藤井先生の常に向学心を持って技術、理論を学ばれている姿には頭が下がります。 

藤井先生の痛みを取ることに真剣に取り組む姿は、こういう人に診てもらえたらいいなあと思う治

療家です。 

また単に痛いところを治すだけでなく、身体全体のバランスや生活習慣など その方をトータル的



サイト内応募フォームより面接の申し込みをしてください。 

お名前・ご住所・ご連絡先・ご希望日時等をお伺い致します。 

書類選考後日時とお越しいただく場所を担当者よりご連絡いたします。 

 

に診て根本より良くしていこうと言う姿に 信頼をよせる地元の患者さんがたくさんいらっしゃい

ます。 様々な経験からくる、施術中の会話も楽しくて時間を忘れるほどです。（笑） 

 

 

 

「お願いして良かった！と必ず思いますよ」 
 

ＹＯＲＯＮ治療院 院長 
 

菊 庸介 先生 
 

「この先生にお願いしてよかった！」 

藤井先生の治療を受けられたあなたは、きっとそう思うことでしょう。 

藤井先生は”自然な明るさのオーラ”を持っている先生です。  

これは、私が初めて先生にお会いし、話を聞いて頂いた帰りに浮かんだ 言葉です。 

施術中に先生の人柄もわかり、患者さんに対する姿勢が 誠心誠意伝わってきます。 

「お願いして良かった！」と必ず思いますよ。 又、誰かに紹介したくなりますよ。  

最後になりましたが、先生のご発展とご多幸お祈りします。 

 

 

 

働きやすい環境で技術を磨き、地域医療に貢献する 
 

「面接を受けたい！」とお気軽にお申込みください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接のお申し込みはこちら ＞ 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=201405


実務経験のない方も実績十分の方も 

しっかりフォロー致します！！ 
☑ 訪問マッサージで働くのは初めてで不安…。 

☑ 初歩から教えてもらいマッサージ師としてのキャリアをスタートしたい 

☑ 訪問マッサージのノウハウ、治療を真剣に身に着けたい 

☑ マッサージ師としての実力で安定した収入を得たい。 

☑ 同じ資格を持った仲間とともに切磋琢磨して腕を上げたい 

 

ひとつでも当てはまるなら、きっとお役に立てるはずです！ 

 

当治療院で働く７つのメリット 
 

１．充実の研修体制 

未経験の方やブランクのある方でもしっかりとした研修制度がありますので、安心して 

ご入社いただけます。 

２．驚きの福利厚生 

未経験でも初任給 25万円以上！残業ほぼなし！安心の社会保険完備など、 

しっかりとスタッフの働く環境・将来を考えております。 

３．未経験者歓迎・在宅施術の経験不問 

未経験者や在宅施術の経験がない方も大歓迎です！ 

しっかりサポートさせていただきます。 

４．人間関係が良好 

人柄採用を行っておりますので、性格の悪いスタッフはいません。 

スタッフの関係性が良いので、気持ちよく働けます。 



５．女性施術者歓迎 

現在、女性施術者も現場で活躍しています。 

あなたのライフスタイルに合わせることが可能ですのでご相談ください。 

６．勉強会やセミナーなどの費用は全額治療院負担 

「勉強し技術を磨きたい」という向上心の高い方には、セミナー等の参加費用は全額治療院が負担

いたします。 

７．４０代・５０代の施術者も大歓迎 

当治療院は『人柄採用』なので、年齢も経験年数も一切不問です。 

40代・50代の方も大歓迎です！！ 

 

充実の研修体制 
 

１． 代表の藤井の話を直接聞ける！ 

代表の藤井は、日本訪問マッサージ協会の代表理事も務めており多くの鍼灸師・あん摩マッ

サージ師に対してセミナーやコンサルティング、ＤＶＤ販売を しています。 

アーテム訪問マッサージのスタッフは業界の最新情報をいち早く知ることができ、業界で注

目されている藤井の話を直接聞くことができます。 

２． 協会主催の勉強会に参加できる！ 

   アーテム訪問マッサージのスタッフには、日本訪問マッサージ協会が主催するセミナーや勉

強会に参加していただき、技術を高めていただけます。全国の同業の仲間が出来ます。 

３．先輩施術者との同行訪問 

   初めは、先輩施術者に同行し訪問マッサージの流れや患者様・ご家族との関わり方等を 

   実際に見ていただけます。 

 



驚きの福利厚生 

１．初任給 25万円以上！昇給あり！ 
  訪問マッサージ未経験の方でも、初任給 25万円以上です。 

年一回の昇給があります。頑張りはしっかり評価させていただきます。 

２．プライベートも充実 

  完全週休二日制、残業ほぼなし！有給休暇あり！ 

平日も早く帰宅可能ですし、お休みでプライベートの時間をしっかり取っていただけます。 

オン・オフをしっかり切り替えていただきたいと思います。 

３．各種保険完備 

  社会保険・雇用保険・労災・賠償保険 

  アーテム訪問マッサージでは、各種保険に入社後すぐに加入していただきます。 

  また、「治療中に患者様にけがをさせてしまった」などの不慮の事故にも対応した 

団体賠償保険に加入していただきます。 

４． 安心の産休・育休制度 

アーテム訪問マッサージでは、産休・育休が取得できます。健康保険・雇用保険完備ですので、 

休業に伴う給付金を受け取る事ができますし、休業期間中の社会保険料も免除されます。 

５． 残業ほぼなしで定時で退社 

  一日の訪問予定は決まっていますので、治療が終わったら業務終了となります。 

  仕事の充実のためにもプラーベートや家族との時間を大切にしていただきたいと思います。 

６． 交通費・ガソリン費用全額支給 

  交通費は全額支給させていただきます。訪問に車やバイクを使用する場合は、 

ガソリン代も全額支給致します。 



サイト内応募フォームより面接の申し込みをしてください。 

お名前・ご住所・ご連絡先・ご希望日時等をお伺い致します。 

書類選考後日時とお越しいただく場所を担当者よりご連絡いたします。 

 

７． 会社借り上げマンションあり 

  一人暮らしをお考えの方には、ご希望であれば会社が借り上げたマンションにご入居いただけ

ます。ご相談ください！ 

 

８． 雨の日手当・熱中手当あり 

  雨天の日や気温が高い時の訪問治療は負担が増します。その負担に対しての 

手当をお支払いさせて頂きます。 

 

９． 歩合給制度あり 

  月間の所定の施術回数を超えた場合は、歩合給の支払いをいたします。（賞与として支給） 

 

１０． 独立開業支援制度 

  独立をお考えの方には、融資相談や開業支援コンサルティングを致します。 

 

働きやすい環境で技術を磨き、地域医療に貢献する 
 

「面接を受けたい！」とお気軽にお申込みください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接のお申し込みはこちら ＞ 
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患者様からも感謝のお手紙を 

たくさんいただいています！ 
 

「最近は杖で外に出れるようになりました。」 

 

 

 

 

 

 

 

「マッサージのお陰で、膝が楽になりました！」 

 

 

 

 

 

 
 

「スッキリします！」 

 

 

 

 

 



「朝起きた時に足腰が軽いです！」 

 

 

 

 

 

 

 

「週２回のマッサージが楽しみです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは、日々患者様から寄せられる感想に勇気づけられています。 

 

あなたも私たちと一緒に働きませんか？ 
 

追伸 
面接日等は考慮しますので、ご相談ください。 

あなたにお会いできることを楽しみにしております。 



求人情報 
会社名（治療院名） アーテム訪問マッサージ 

住所         〒114-0016 東京都北区上中里１－３７－１５－１２０３ 

最寄り駅       JR京浜東北線 上中里駅 徒歩１分 

アクセス       ＜ 車・バイク・自転車通勤 OK ＞ 

募集職種     あん摩マッサージ指圧師、はり灸師 

仕事内容     施設や自宅にて訪問での施術 

応募条件       あん摩マッサージ指圧師、はり灸師国家資格保有者 

管理者経験     不要 

技術・能力     新卒やブランクが 10年以上あって技術に不安がある方など、 

経験年数や年齢も一切不問で大歓迎です。 

                     40代・50代の方も安心してご応募ください。 

雇用形態     正社員 

雇用期間       雇用期間の定め無し 

給与         月給 251000円～330000円 

勤務時間     9:00～18:00 

休日        土曜日・日曜日  

企業情報 
会社名（治療院名） 株式会社 フジプロデュース（アーテム訪問マッサージ） 

設立        2005年 9月 

代表者名     藤井 宏和（ふじい ひろかず） 

資本金        900万円 

本社        東京都北区上中里１－３７－１５－１２０３ 

事業所        東京都北区西ヶ原 1-56-13-201 



サイト内応募フォームより面接の申し込みをしてください。 

お名前・ご住所・ご連絡先・ご希望日時等をお伺い致します。 

書類選考後日時とお越しいただく場所を担当者よりご連絡いたします。 

 

採用の流れ 
応募方法    応募フォームよりご応募ください。 

選考の流れ   ご応募から内定までは、2週間～3週間程度頂いております。 

 

応募フォームによる書類選考をさせていただきます。 

⇓ 

書類選考通過された方には、採用担当者との面接を 

セッティングさせていただきます。 

⇓ 

内定決定 

 

面接地  ：  東京都内 ※面接日等は考慮しますので、ご相談ください。 

 

働きやすい環境で技術を磨き、地域医療に貢献する 
 

「面接を受けたい！」とお気軽にお申込みください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接のお申し込みはこちら ＞ 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=201405

