
上昇した太陽のように人々を輝かしく希望に満ちた
ライフスタイルを送ってもらえるように

サンライズ

サッカーを通して、子供がサッカーを楽しみ、自分に自信が持てるようになり、
将来大きな成果を上げてもらえればこの上ない幸せです。
又、当サッカースクールは、サッカー技術のほか、ケガの予防やトレーニング、
治療やコンディショニングをサポートさせて頂いております。
サッカーに必要なスキルを一つずつ丁寧に「楽しく」伝えます。
お子様の将来の為にお役に立てれば幸いです。
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FCサンライズ

正社員
職種：柔道整復師、鍼灸師

応募資格：柔道整復師資格取得者または資格取得見込み

　　　　　未経験・学生・新卒歓迎

給与：柔道整復師２３万～ 鍼灸師２３万～ 柔道整復師＋鍼灸師２５万～

　　　月給制２３万～５０万 (研修期間３か月－３万 )

勤務地：豊中本院、淀屋橋院、石橋院、川西院

勤務時間：勤務院に準ずる

休日：日、祝、土曜午後、ゴールデンウィーク、お盆、
　　　年末年始、会社指定日 (慰安旅行 )
待遇：〇昇給あり〇賞与あり〇社保完備
　　　〇交通費支給 (上限１５０００円 会社都合全額支給 )
　　　〇有給休暇・産休・育児休暇あり〇出産手当あり
　　　〇健康診断（年1回）
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募集要項会社概要
商号 株式会社サンライズ
資本金 1,500 万円
創業 2015年（平成27年）7月
設立 2016年（平成28年）4月
所在地 〒562 - 0011
大阪府箕面市如意谷5-1-1-1506
電話番号 06-4400-9900
代表取締役 橋本　大侍
従業員数 18名
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弊社が掲げているビジョンである健康の方を多く輩出したいという思いから、
根治治療のメニューが組み込まれております。
弊社が掲げているビジョンである健康の方を多く輩出したいという思いから、
根治治療のメニューが組み込まれております。

サンライズ独自の根治治療プログラム 医師やスポーツ選手から推薦のお声のご紹介医師やスポーツ選手から推薦のお声のご紹介

研修プログラム

2年で院長昇格した先輩の声
石橋院 院長  藤田 拓実さん

「歪み」

サンライズ独自の即効性骨盤矯正術は効果が非常に高く、
たった一度の施術でも驚くような効果を体感していただけます。
様々な症例を改善へと導きだした技術とノウハウを学ぶことができます。

即効性骨盤矯正術で驚異の効果！

当グループでは局所療法をメインとした筋肉、
トリガーポイントを捉え筋肉を弛緩させる鍼治療になっています。
短い時間で効果を出す為に筋肉の作用を理解し、原因筋となる部位にアプローチをし機能回復、
痛みの原因となる深部の筋に対して治療を行っていきます。

鍼治療

コミュニケーション
私たちという人を通して患者様とのコミュニケーションは必要不可欠です、
治療の技術と同等にコミュニケーション力が患者様の将来を左右します。
心と心が通じ合う事がコミュニケーションです。

バキバキが怖い方に！無痛矯正術

大阪本町メディカルクリニック 理事長・院長
医師でも肩や首、腰の痛みを持っている人は多く、私もその一人です。
痛みを根本から改善するには、高い知識量と優れた技術が必要ですが、
サンライズ鍼灸接骨院はそれを兼ね備えれている接骨院です。
実際に施術を受けましたが、毎回その場で効果を実感できます。
首や肩の痛み、腰の針など普段の生活でお困りの方にお勧めいたします。

バキバキとされる矯正が怖い方に向けて、
当院では無痛の背骨骨盤矯正も行っております。
柔らかくソフトな施術なので痛みもないため、
お子様からご高齢の方でも安心して施術を受けることができます。

・入社時三日間の事前研修
・月一回の全体練習会
・二か月に一回の考え方について学ぶセミナー

充実の研修制度 自分の目標に合わせた
上司と二人三脚で学ぶ自由な研修制度
・半年間月一回の新人に向けてのフォロー研修
・週一回のZOOM勉強会
・各院の先輩がいつでも全面サポート！

院長になれた理由は様々ありますが 
まず 1番大事なのが『求める心』だと この入社から2年が経ち感じました。 
入社した時から院長になりたいと伝えていました！ 
まずは求めないと何も始まりません。 みんな目的や目標はそれぞれです。 
トレーナーになりたい人、院長になりたい人、たくさんの技術を学びたい人 
サンライズはそれぞれの目的、目標に合わせて研修や勉強会、 先輩がサポートしてくれます！ 
何より先輩のサポートは手厚いです！ 
いつでも相談にのって頂き、練習もどんなに時間がかかろうが付き合ってくれます！ 
もちろん迷う時もありますが必ず先輩達は 自分の求めている方向を示してくれます。 
『人は人でしか磨かれません。』 
ダイアモンドがダイアモンドでしか磨けないのと同じです。 
僕はそんなサンライズのメンバーに磨かれ1年半で副院長、1年 10ヶ月で院長になれました。 
皆さんはどんな治療家になりたいですか？ 
ぜひサンライズでなりたい自分を叶えませんか？

・独自の特殊矯正

「筋力不足」
・EMS( 体幹トレーニング )

「栄養不足」
・耳ツボダイエット（栄養指導）

「ストレス」

痛みの原因のほとんどはこの4つに分類されます。痛みの原因のほとんどはこの4つに分類されます。
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サンライズの研修には治療家としてはもちろん、人生の成功に必要な研修が組み込まれています！



トレーナー活動

フィギュアスケート世界ランキング1位（2020.2021）フィギュアスケート世界ランキング1位（2020.2021）

紀平梨花 選手のトレーナーとして現在も活動中（代表橋本）紀平梨花 選手のトレーナーとして現在も活動中（代表橋本）

梅花中学校、梅花高等学校、梅花大学梅花中学校、梅花高等学校、梅花大学
チアリーディング部のトレーナーとして活躍チアリーディング部のトレーナーとして活躍

スポーツトレーナーを目指す皆さんへ

梅花高校チアリーディングRaiders2019年度キャプテン
私は中学から高校まで6年間、チアリーディングをしてきました。
高校3年生の時には、キャプテンとして全国大会に出場し、優勝をすることが出来ました！
全国を目指すためには、人一倍の努力が必要で、アチコチ痛めることもありますので、
サンライズ鍼灸整骨院には体のケアに通わせてもらっています。
時々チームにもトレーニングやマッサージに来てくださいますし、私は左手首を手術し、動きが悪いのですが、
マッサージなどをしてさらに固まらないようにケアもしていただいています！
痛い時に行くのはもちろん、怪我の予防や体を休めるために行くのもおすすめです！
とにかく接客が良く、一人ひとりに寄り添って下さるので毎回行くのが楽しみになります！
明るく、楽しい整骨院だと思います！駅からも近く通いやすいので、ぜひ一度行ってみてください！！

全日本選手権 234.24（優勝）
日本 長野
国別対抗戦（3位）
合宿
カナダ バンクーバー
アメリカ コロラド
スイス シャンペリー

2019年全国制覇
2019年全国制覇

全日本選手権 223.76(2 位 )
日本 大阪
４大陸選手権 221.99( 優勝 )
アメリカ ロサンゼルス
チャレンジ・カップ 208.34( 優勝 )
オランダ アムステルダム
世界選手権 223.49(4 位 )
日本埼玉

2018

2019
ＧＰスケートカナダ 230.33(2 位 )
カナダ ケロウナ
ＧＰＮＨＫ杯 231.84(2 位 )
日本 北海道
ＧＰファイナル 216.47(4 位 )
イタリア トリノ
全日本選手権 229.20( 優勝 )
日本 東京
４大陸選手権 232.34( 優勝 )
韓国 ソウル
チャレンジ・カップ 230.65( 優勝 )
オランダ アムステルダム

2020
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スポーツトレーナーの役割はこれが全てです。
「選手の望みを引き出して、叶える。」
技術は当然大切ですが、技術ばかり先行して信頼関係が生まれるかと言うと決してそうではありません。
「望みを引き出す」為には、言いたくなるような関係でないといけないという事です。
あなたが悩みを言う人とはどういう人でしょうか？
信頼できる人？信頼出来ない人？

技術の前に大切なのが、「人間力」です。
人としての在り方は非常に大切で技術なのです。
信頼されるトレーナーになるために、「人間力UP」と「施術力UP」することで長期的な関係を築くことができます。
輝かしい未来が待っているアスリートを一緒にサポートしていきましょう！

貴田菜ノ花 選手

武術太極拳 (カンフー )アジアチャンピオン

大阪大学サッカー部



1日のスケジュール

安定した生活と将来設計

福利厚生
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ボーナス・賞与あり

社会保険、雇用保険、労災社会保険、雇用保険、労災

明確なキャリアアッププラン
当院では年一回の査定を導入しているため、
頑張った分だけ昇給できる給与体系となっております。
もちろん数字も大事ですが人柄もきちんと評価致しますので、
安心して自分らしさを出して下さいね！

プレイヤー
（有資格者はここからスタート）

２３万～＋a２３万～＋a ３０万＋a～３０万＋a～ ４０万＋a～４０万＋a～ ５０万＋a～５０万＋a～２３万５千～＋a２３万５千～＋a

副院長

院長

エリアマネージャー

総リーダー

（部下の教育、育成・院長の通訳者）

（院の管理、運営責任者・数値管理）

（複数院管理）

（代表の分身・新店舗開拓）

（6か月間の勤務後10日支給、その後1年ごとに補充）（6か月間の勤務後10日支給、その後1年ごとに補充）

賞与額は勤続年数や目標達成率によってUPします！
役職がつくと更にUP！ 個人での頑張りも評価に反映されるので、仕事も目標を持って頑張れます。

有給休暇あり
サンライズではプライベートが充実しているからこそ、仕事も全力で頑張れると考え、
有給休暇はどんどん使っていただいています。有給制度はあるけれど実際使えないのでは意味がないですよね。

育児休暇あり
サンライズでは産休・育休を取得できます。健康保険、社会保険完備ですので、
休業に伴う給付金を受け取ることができます。もし産休・育休がないところで働いたら約316万円も損します。

当院では入社後すぐに研修期間から各種保険に入っていただけます。自分で国民健康保険と国民年金に入るのと、
社会保険に入るのとでは将来受け取れる年金の金額の他、障害年金や遺族年金の金額も異なります。
1か月約１０万円違うので、一年で１２０万円、６５歳～８５歳までもらうと２４００万円も違います。

月額合計129,882円

基礎年金 64,941円基礎年金 64,941円

※高齢年金・障害年金・遺族年金は平成30年度の年金額です。
※厚生年金は、夫が平均的収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算）42.8 万円）で 40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。

各種保険完備

国民年金のみに加入の場合
月額合計221,277円
厚生年金の加入期間がある場合

夫 妻

※一般社員一児出産の一例

基礎年金 64,941円基礎年金 64,941円
厚生年金 91,395円

夫 妻

出産育児一時金 一児につき、42万円（定額）
出産手当金 休業1日につき 3分の 2相当額

※給与 27万円・東京都在住・一児出産の場合 /約 61万円

育児休業給付金 休業開始時賃金日額 ×支給日数 ×50%
（育休開始後6ヶ月間は 67%）相当額

産休・育休期間の社会保険料は免除されます。

産休 育休6週間 出産
予定日

1歳の
誕生日８週間

※給与 27万円・東京都在住・一児出産の場合 /約 163万円

※給与 27万円・東京都在住・一児出産の場合 /約 163万円

石橋院　尾下 千空（鍼灸師）

7:00 7:45 8:30 8:45 9:00 12:30 15:00 20:00 20:30 21:00 23:00
起
床
起
床

出
発

院
内
清
掃

朝
礼

午
前
診
療
開
始

お
昼
休
憩

自
由
時
間

午
後
診
療
開
始

午
後
診
療
終
了

終
礼

退
社

帰
宅

趣
味
の
動
画
鑑
賞

就
寝

09:00～12:00 
15:00～20:00 
平日9:00～12:00/15:00～20:00（休憩 3時間） 
土曜8:00～12:00

勤務時間：週6回 休日
日曜休み
土曜午後・日・祝日・GW・お盆・正月
会社指定日 (慰安旅行 )

院内清掃8:30

昼食 12:30

退社 20:30

( 上限１５,０００円 /月 )
※会社都合全額支給

（1年に1回）

ノルマなし 研修制度あり交通費支給

制服あり 慰安旅行独立・開業支援

昼寝 （自由時間）
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みんなとにかく人想い！
良好な人間関係が、働くうえで土台！

サンライズでは
「一度きりの人生、目一杯楽しむ。」

をモットーに仕事以外も目一杯楽しんでいます！
遊び始めたら上司も部下も関係ありません（笑）

サンライズの慰安旅行！

部活動やイベントが盛りだくさん！

ゴルフ会

海水浴
登山

ランニンング部

アクティブ部BBQ



スタッフの声

川西院 院長
奥田 波季さん近畿医療専門学校

愛情深く、感謝の心を持ち、最高の仲間と共に
患者様の健康や悩みを解決して人生を幸せにする。
社会になくてはならない会社を目指しています。

愛情深く、感謝の心を持ち、最高の仲間と共に
患者様の健康や悩みを解決して人生を幸せにする。
社会になくてはならない会社を目指しています。

①サンライズを選んだ理由
代表 橋本の熱意と患者様に対する本気の姿勢に心惹かれて、
自分も熱意とパワーを患者様に与えたいと思い、
代表橋本と共にサンライズを通して
健康で元気な方々を増やしていくことを決めました。

代表 橋本の熱意と患者様に対する本気の姿勢に心惹かれて、
自分も熱意とパワーを患者様に与えたいと思い、
代表橋本と共にサンライズを通して
健康で元気な方々を増やしていくことを決めました。

②サンライズで仕事しててワクワクする事は？
重い症状の患者様が来られた時。
患者様の痛みが取れて笑顔になってくれた時。
仲間と共に目標に向かって仕事をしている時。

重い症状の患者様が来られた時。
患者様の痛みが取れて笑顔になってくれた時。
仲間と共に目標に向かって仕事をしている時。

③サンライズってどんな会社？

豊中院
藤井 美幸さん

とにかくノリが良い！とにかくオモロイ！
これからのサンライズが楽しみでしかない！
失敗は経験だと大きな懐で構えてくれる！

とにかくノリが良い！とにかくオモロイ！
これからのサンライズが楽しみでしかない！
失敗は経験だと大きな懐で構えてくれる！

①サンライズを選んだ理由
石橋をたたき過ぎて渡れない性格の私は不安でしかありませんでした。
決め手は、会社の理念に共感し、自己成長できる！と感じたから。
石橋をたたき過ぎて渡れない性格の私は不安でしかありませんでした。
決め手は、会社の理念に共感し、自己成長できる！と感じたから。

②サンライズで仕事しててワクワクする事は？
今まで避けてきた自分の課題に向かってチャレンジさせてくれる、
その時に共に戦ってくれる仲間がいると感じる時。
今まで避けてきた自分の課題に向かってチャレンジさせてくれる、
その時に共に戦ってくれる仲間がいると感じる時。

③サンライズってどんな会社？

豊中院 副院長
谷口 千容さん 東洋医療専門学校

仕事だけでなく、プライベートでも集まったりとても仲が良いです！
スタッフ間の雰囲気も良いので毎日楽しみながら仕事が出来ます！
仕事だけでなく、プライベートでも集まったりとても仲が良いです！
スタッフ間の雰囲気も良いので毎日楽しみながら仕事が出来ます！

①サンライズを選んだ理由
スポーツに特化しているというところです！
私自身学生時代はバスケットをしていたということもあり
将来は絶対スポーツに携わりたい！と思っていました。
来られる患者様もサッカーやバスケット、陸上などさまざまな競技の選手がいて
その人達の悩みに寄り添いベストパフォーマンスを出せるように
コンディショニングしています！
そしてトレーナー活動も盛んで梅花チアリーディング部や
大阪大学サッカー部にも帯同させてもらっています！

スポーツに特化しているというところです！
私自身学生時代はバスケットをしていたということもあり
将来は絶対スポーツに携わりたい！と思っていました。
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コンディショニングしています！
そしてトレーナー活動も盛んで梅花チアリーディング部や
大阪大学サッカー部にも帯同させてもらっています！

②サンライズで仕事しててワクワクする事は？
新しい事を学ぶ時です！
技術はもちろん、人間力のスキルアップに関しての練習会や勉強会があり、
新しい情報に触れる機会が多くあります！
人間的にも成長できるのでとてもやりがいにも繋がります！

新しい事を学ぶ時です！
技術はもちろん、人間力のスキルアップに関しての練習会や勉強会があり、
新しい情報に触れる機会が多くあります！
人間的にも成長できるのでとてもやりがいにも繋がります！

③サンライズってどんな会社？

淀屋橋  副院長
矢野 修将さん 福岡医療専門学校

一言で言えば部活みたいと感じました！
お互いがお互いを刺激し合い切磋琢磨して一緒に成長して行く、
そしてみんなで真剣に話し合い目標を決め達成して行く会社だと思います。

一言で言えば部活みたいと感じました！
お互いがお互いを刺激し合い切磋琢磨して一緒に成長して行く、
そしてみんなで真剣に話し合い目標を決め達成して行く会社だと思います。

①サンライズを選んだ理由
自分のことを誰も知らないところでチャレンジして見たかった。
前職と同じ矯正法をやっており、
ここの整骨院なら自分の技術力を高められると思ったからです。

自分のことを誰も知らないところでチャレンジして見たかった。
前職と同じ矯正法をやっており、
ここの整骨院なら自分の技術力を高められると思ったからです。

②サンライズで仕事しててワクワクする事は？
症状が重い患者さんが受診されたとき、
新しい技術を覚えるときです。
症状が重い患者さんが受診されたとき、
新しい技術を覚えるときです。

③サンライズってどんな会社？

石橋院 院長
藤田 拓実さん東洋医療専門学校

何事にも本気の会社です！
仕事はもちろん、遊びも！
やる時はやる！遊ぶ時は遊び過ぎます！
仲間に対しても熱意を持ってみんなが接してくれるので必ずなりたい自分、
自己実現ができるそんな会社です！

何事にも本気の会社です！
仕事はもちろん、遊びも！
やる時はやる！遊ぶ時は遊び過ぎます！
仲間に対しても熱意を持ってみんなが接してくれるので必ずなりたい自分、
自己実現ができるそんな会社です！

①サンライズを選んだ理由
正直直感です！
就職説明会で沢山の整骨院さんのお話を聞きましたがどこも良いところばかりでした。
ですがサンライズは会社の説明よりも履歴書よりも人をみてくれていました。
そこに惚れて選びました！

正直直感です！
就職説明会で沢山の整骨院さんのお話を聞きましたがどこも良いところばかりでした。
ですがサンライズは会社の説明よりも履歴書よりも人をみてくれていました。
そこに惚れて選びました！

②サンライズで仕事しててワクワクする事は？
日々ワクワクしますが1番は『叶った』時です！叶うと言っても患者様の夢が叶った時、
スタッフの夢が叶った時など色々あります。
人の夢が叶いワクワクしているのを見るととてもワクワクします！

日々ワクワクしますが1番は『叶った』時です！叶うと言っても患者様の夢が叶った時、
スタッフの夢が叶った時など色々あります。
人の夢が叶いワクワクしているのを見るととてもワクワクします！

③サンライズってどんな会社？

豊中本院 院長
安積 悠さん

履正社医療スポーツ専門学校　
近畿医療専門学校 柔道整復師 鍼灸師

鍼灸師

柔道整復師 鍼灸師 柔道整復師

柔道整復師

栄養管理師

毎日が新鮮な日々があり、色々な方に頼っていただけるやりがいしか無い職業であり、
自己実現のできる職場環境が整っています。仲間とは仕事では協力関係を築け、
社員旅行など楽しい時間も共に共有のできる最高の職場になります。
是非ともに働きましょう！

①サンライズを選んだ理由
総院長橋本大侍先生から共に働かないかと言っていただき、
すごく嬉しく思った事を今でも覚えています。
当院では根治治療を目指し身体の外からそして中からも良くする治療院を目指し、
更にスポーツトレーナー事業に関しても積極的に行っていきたいとお伺いしました。
やりたかったトレーナー、更には患者様を良くしたいと言う熱い想いに
心を打たれ共に働かさせていただく事になりました。

②サンライズで仕事しててワクワクする事は？
院では多くの患者様、アスリート、学生と治療に当たり痛みだけで無く、
予防やパフォーマンスUP、メンタル面での関わりなど多くのサポートができ、
トレーナーの現場に出れば試合前のウォーミングアップやメンテナンス、
トレーニングとスポーツトレーナーとしても学んだ事を発揮したり、
勉強を深め自分の可能性を最大限に発揮できる環境が整っています。

③サンライズってどんな会社？
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代表挨拶

初めまして。代表の橋本です

世の中の状況変化はスピードを増し、
進化するモノと退化するモノが二極化しています。
そのスピードは衰えることなく、さらにスピードを増すでしょう。
私たちの業界でもすでにAI の機械が開発され、
近い将来それが一般的になるかもしれません。
iPhone の出始めがそうだったように。

しかし、時代や状況が変われど、
人の「心」というのは普遍的ではないでしょうか。
悲しいものは悲しい。嬉しいものは嬉しい・・・
人にしか出来ないものが必ずあります。

弊社はその人の「心」を大切にした会社になります。
患者様ひとり一人と本気で向き合い、
患者様が目指している身体に導くのが私たちの役目です。
そして社員ひとり一人を大切にし、その人自体を尊重すると同時に、
この会社を通して人生の成功を手に入れてもらう事が私の願いであり
使命なのです。
下からの意見を積極的にくみ取るからこそ、「主体性」が育まれ、
能動的な組織に発展しております。
お陰様で、創業から増収増益、増院増員をし続けております。

結果が全て物語っており、これからも発展し続けていくこの会社で
一緒に働ける事を心から期待しております。

代表挨拶

初めまして。代表の橋本です

世の中の状況変化はスピードを増し、
進化するモノと退化するモノが二極化しています。
そのスピードは衰えることなく、さらにスピードを増すでしょう。
私たちの業界でもすでにAI の機械が開発され、
近い将来それが一般的になるかもしれません。
iPhone の出始めがそうだったように。

しかし、時代や状況が変われど、
人の「心」というのは普遍的ではないでしょうか。
悲しいものは悲しい。嬉しいものは嬉しい・・・
人にしか出来ないものが必ずあります。

弊社はその人の「心」を大切にした会社になります。
患者様ひとり一人と本気で向き合い、
患者様が目指している身体に導くのが私たちの役目です。
そして社員ひとり一人を大切にし、その人自体を尊重すると同時に、
この会社を通して人生の成功を手に入れてもらう事が私の願いであり
使命なのです。
下からの意見を積極的にくみ取るからこそ、「主体性」が育まれ、
能動的な組織に発展しております。
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豊中本院:阪急宝塚本線豊中駅
石橋院:阪急宝塚本線石橋阪大前駅
川西院:阪急宝塚本線川西能勢口駅

新大阪駅

大阪国際空港
ITM

御堂筋線

淀屋橋駅
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石橋阪大前駅 豊中駅

豊中本院
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阪急宝塚本線

各院最寄り駅

淀屋橋院:御堂筋線淀屋橋駅
新大阪院:御堂筋線新大阪駅
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大阪府豊中市末広町 2丁目 1-4

豊中本院

大阪府池田市石橋 1丁目 3-1

石橋院

大阪府大阪市中央区平野町3丁目3-10

淀屋橋院

兵庫県川西市栄町 10-1

川西院

TEL:06-6868-9566 TEL:072-734-8108

TEL:072-767-1077TEL:06-6204-6277
大阪府大阪市淀川区西中島 6丁目 9-20
新大阪GHビル 802
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