
患者様の痛みに
真っ向勝負！

株式会社キュアライフ



株式会社キュアライフに関わる
全ての人に幸せを提供し、

地域全体の健康向上に貢献する
株式会社キュアライフでは幸せとは、

喜びと感動によって成り立っていると考えます。
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Q．株式会社キュアライフって
どんな会社？？

「本物の技術を身に付けて患者様を笑顔に。」

未経験でも一人前の治療家になる為の仕組みが
当社には有ります。

オリジナルの新人教育マニュアルをもとに
イチからしっかりと技術を習得していただけます。

様々な技術を身に付ける事が出来ますが、
骨盤矯正の技術に関して特に強みが有ります。

当社で本物の治療家としての道を
スタートしてみませんか？
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「当社に関わる人」と「喜び・感動」について

実はこのほかにも「クレド」という、
株式会社キュアライフで働くみんなが
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。

【患者様の喜びと感動】
〇辛い症状から解放される
感動を提供します。
〇より素晴らしい人生を
送る喜びを提供します。

【スタッフの喜びと感動】
〇仕事を通して人から感謝される喜びを追究します。
〇大切な仲間とともに成長する感動を追究します。
〇自己研鑽を通して成長する感動を追究します。

【経営者の喜びと感動】
〇スタッフを含め会社に関わるすべての人の幸せを
向上させることにより、より豊かな社会を作る喜びを
感じ追究します。
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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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ポイント

01

ポイント

02

ポイント
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ポイント

05

ポイント

06

ポイント

07

ポイント

04

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！

広島県内唯一の認定治療技術！
アクティベーターメソッド認定！

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！
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！
県下唯一の技術を丁寧に教えています！

経営の専門的な勉強会にも参加OK！
将来のキャリアアップを応援します！

福山市内で口コミ多数！
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！

株式会社キュアライフ

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2番より）
２．大切な仲間とともに成長する感動を追究するために必要な事

コミュニケーション
スタッフ全体が良い事も悪い事も潔く話し合える関係を築きます。仕事をしていると必ず悩み・不安を
感じる事があります。そんな時は仲間と一緒に考え、乗り越えることで共に成長しましょう。

学び
各自が学んだ事を全員で共有することにより、一人で勉強するよりも格段に多くの情報・気づき・学び
を得ることができます。一人一人の成長が会社全体の成長に繋がり、会社の成長はまた一人一人の成長
に繋がります。

認め合う
他人には自分のもっていない物が必ずあります。自分が持っていないものを受け入れようとする事は
怖いものです。しかしそれらを認め合い、仲間として尊敬し合うことで、本当の意味での意思疎通を
はかることが出来ます。

ポイント

02
広島県内唯一の認定治療技術！
アクティベーターテクニック認定！

「本物の技術を身に付けて患者様を笑顔に。」

株式会社キュアライフは広島県内で唯一、
米国アクティベーターメソッドインターナショナ
ル社の公認団体から正式に治療技術の認定を受け
ています。

アクティベーターメソッドとは、カイロプラク
ティックの本場アメリカで信頼されているテク
ニックです。

弊社ではこうした由緒ある団体より正式に認定を
受けた治療家が直接技術を教える事が可能です。

このほかにももちろんカイロプラクティックの
技術を駆使した骨盤矯正＆産後整体を提供し
患者様に喜ばれています。
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ポイント

03
福利厚生が充実している！
社福完備！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、介護保険、雇用保険、労災保険）

③セミナー・研修もバックアップ！教育体制の充実！

④希望者には独立開業支援あり
・集客ノウハウ ・対応オペレーションノウハウ
・財務ノウハウ ・メニュー設計ノウハウ

⑤交通費支給＆就職のための引っ越し費用全額負担！

⑥トレーナー活動！
・広島フットサル１部所属『BONOS』
・少年サッカークラブチーム『リベルタ』公式スポンサー

⑦学べる豊富な技術
・カイロプラクティック・アクティベータテクニック
・骨盤矯正 ・産後骨盤矯正・猫背矯正・姿勢矯正
・キネシオテーピング・外傷処置

⑧その他にも充実の福利厚生
・結婚祝金
・出産祝金
・勤続祝金
・宿泊助成金
・高速バスチケット割引
・健康診断の受診助成
・スポーツクラブの優待利用

働きやすい会社を
目指しています！

株式会社キュアライフ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！
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！

☑予約制を導入していて患者様にしっかり向き合える！

株式会社キュアライフに関わる
全ての人に幸せを提供し、

地域全体の健康向上に貢献する

株式会社キュアライフは、
患者様のお体の痛みの改善だけではなく
地域の健康レベルの向上を目指しています。

そのためには治療技術の向上は当然のこととして、
さまざまな患者様の症状に触れ治療家として
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！
県下唯一の技術を丁寧に教えています！

学べる豊富な技術

・カイロプラクティック
・アクティベータテクニック
・キネシオテーピング
・外傷処置

ここがポイント！

☑県下唯一の公認治療技術を
学ぶことができる！

☑教材が揃っており、豊富な技術を
しっかり身に着ける事ができる！

・骨盤矯正
・産後骨盤矯正
・猫背矯正
・姿勢矯正

株式会社キュアライフ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
経営の専門的な
勉強会にも参加OK！

「分院長・ゆくゆくは・・・」

株式会社キュアライフ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！



10

ポイント

07
福山市内で口コミ多数！
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300件以上！産後のママさんの喜びの声も多数
☑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」

株式会社キュアライフは地域で一番
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「福山 健康工房たいよう整骨院」でマップ検索！
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実際のお声はこちら→

詳しく知りたい方は下記より
弊HPにて確認いただけます



どんなときに仕事やりがいをかんじますか？

患者様が笑顔で帰られる時はこの仕事をしていて良かったなと心から思える瞬間です。

ここでは１人の患者様に対し、１人の施術者担当制なので症状が改善されると、その分得られる感動も大きいですね。

当院で実感した、自分の成長はどんなことですか？

患者様から直接感謝してもらえるようになった事で、もっとレベルアップをしようと自分で思えるようになりました。

自分のモチベーションが上がる事で自らレベルアップに努めるようになり、それがまた患者様へ貢献できる。

そのサイクルのおかげで、日々自分が成長しているのを実感できるようになりました。

なぜ当院へ来ようと思いましたか？

最初、見学へ来た際にまず初めに感じたことが、とにかくスタッフ間の関係が良く

ここで仕事をすると楽しいだろうなと感じました。

実際スタッフも20代中心で同年代が多いので、すぐに打ち解ける事ができました。

あと、スキルアップの為に外部でのセミナーに参加する際は

申請すれば補助もしてくれるので、

自分の成長を応援してくれる整骨院だなと思い決めました。

先輩社員メッセージ①
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前職は他院で分院長をしていました。目が回るほどの忙しさで日々を送って
いたため、人の体を治すはずの仕事なのに自分の体を壊してしまいました。
ここでは予約制を導入しているので、院内の雰囲気も慌ただしといった事が
一切ありません。患者様と一対一で会話が出来る時間も多いので、患者様と
向き合える施術が出来るというのが嬉しいです。

やる気があり患者様を本当に良くしてあげたい！
実力をつけて早く一人前の施術者になりたい！
という方にはおすすめです。
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毎日が新しく充実した日々を送れています。
様々な患者様が来院されるので、まず仕事に飽きることがなく、
特別な技術を身に付ける事が出来るので家族や友達にも喜ばれています。
お婆ちゃんっこの私とっては身に付けた技術で
お婆ちゃんが喜んでくれる事が一番の喜びです。

努力すれば必ず結果に繋がる職場です。
少人数で院長との距離が近いので、
トップに直接相談できたりと、
何でも言えるのが働きやすさの特徴です。
高い技術を身に付けたい！働きやすい環境で仕事がしたい！
という方にはお勧めです。

どんなときに仕事やりがいをかんじますか？

苦しそうな表情の患者様が笑顔になっていく姿見ると、自分でも人の役に立っているんだなと実感できます。

これほどに他人に近い存在で、他人から感謝されるような仕事は、この仕事だけだと思っています。

今は自分の日々の成長が楽しくて仕方ありません。

当院で実感した、自分の成長はどんなことですか？

当院では産後の患者様も多く来院されます。産後の患者様の体は特殊で、特別な技術が必要となります。

ここではそんな特別な治療でも院長が徹底的に教えてくれるので、学校では教えてくれなかった実践的な技術を身に付ける事ができました。

患者様への対応も新入社員用のマニュアルがあるので、すぐに覚えることができました。

他では身に付ける事が出来ない技術もたくさんあるので、学校の同期より一歩も二歩も早く成長できているなと感じています。

なぜ当院へ来ようと思いましたか？

とにかく福利厚生が充実していたので、そこが一番の決め手になりました。

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。



クレド 株式会社キュアライフの社員として以下の考え方を
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１．仕事を通して人から感謝される喜びを追及するために必要なこと

①挨拶
挨拶は人と繋がる時、一番最初に交わす言葉です。
挨拶の印象がその人の第一印象となります。
笑顔で挨拶をすることにより、その元気は
患者様へと伝わり挨拶だけで患者様を元気に
することが出来ます。

②身だしなみ
白衣を着た瞬間から先生として見られます。
清潔感や言葉遣いによって先生としての
価値が決められます。髭、髪型、髪の毛の色
など外見には常に気を使い自覚を持ちましょう。
そしてどれだけ親しくなっても患者様です。
言葉遣いには気を付け、他の患者様にも
見られている事を意識しましょう。

③感謝の気持ち
常にだれに対しても誠意を持ち、親切に
おもてなしをします。感謝の気持ちを持って
人に接する事により、それは必ず自分にも
返ってきます。
人に感謝される人になりたいのであれば、
人を感謝する人になりましょう。

２．大切な仲間とともに成長する感動を追求するために必要なこと

①コミュニケーション
スタッフ全体が良い事も悪い事も潔く話し合える
関係を築きます。仕事をしていると必ず悩み・
不安を感じる事があります。
そんな時は仲間と一緒に考え、
乗り越えることで共に成長しましょう。



理解し自分のものとして受け止め実践します。
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②学び
各自が学んだ事を全員で共有することにより、
一人で勉強するよりも格段に多くの情報・
気づき・学びを得ることができます。
一人一人の成長が会社全体の成長に繋がり、
会社の成長はまた一人一人の成長に繋がります。

③認め合う
他人には自分のもっていない物が必ずあります。
自分が持っていないものを受け入れようとする
事は怖いものです。しかしそれらを認め合い、
仲間として尊敬し合うことで、本当の意味での
意思疎通をはかることが出来ます。

３．自己研鑽を通して成長する感動を追求するために必要な事

①気づき
人は他人に言われて行動するだけでは成長する
ことが出来ません。常に自分自身と向きあい、
自分に足りないものを見つける事で、
初めて本当の意味での成長につながります。
常に自分の成長に貪欲であることが大切です。

②向上心
常に疑問を持ち、学びの機会をつくる努力をしましょう。
自身の経験値を高める事が大切です。その経験は必ず
あなたの力となって、患者様から信頼される施術者
として成長を遂げます。

③目標とその先にある夢
夢を持つことは全てにおいての原動力になると考えます。そして明確な目標は夢に近づく為の
最短ルートです。まずは夢を持ち、それに向かって一つ一つの目標を達成することにより、
確実に夢に歩み寄ることが出来ます。



是非新しい整骨院を

一緒に創りましょう！

084-959-2093
kenko_taiyo@yahoo.co.jp

㈱キュアライフ
採用特設サイト

採用情報

【 会 社 名 】 株式会社キュアライフ

【 代 表 者 】 奥野 充喜

【 職 種 】 柔道整復師

【 勤 務 地 】 広島県福山市南手城3-6-1

【 勤 務 時 間 】平日：9:00～13:00 15:00～20:00
土曜：9:00～16:00

【 初 任 給 】 200,000円

【 休日・休暇 】日曜・祝日・定休日・年末年始
GW・夏季休暇

【 福 利 厚 生 】 社会保険完備/年１回昇給あり/
年２回賞与あり/通勤手当全額支給/
引越代支給/制服賃与/結婚祝金/
出産祝金/勤続祝金/高速バスチケット割引/
スポーツクラブの優待/


