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■フェイスライン・ファサードの販促

□バナースタンド及びスタンド

バナースタンドがあれば、大きなビジュアルでお客様の目を引き、

一瞬でイメージや魅力を伝えられるため、宣伝・告知効果がたかいため

使われています。

店舗のイメージに合った色合いで、決められた場所に配置します。

【バナースタンド商品例】

【スタンド(内照式)商品例】

内容は・ブランディング・
イメージカラー、ファサー
ドとの調和意識したもので、
会社の許可を必ず得た内容

○目 的 ：集客・販促を行う為

○内 容 ：会社指定で許可を受けたもの

○政策相談先：内容は取締役に相談し会社の許可を必ず得る

○設置相談先：設置位置は本部に確認

○置き方 ：お客様の流れを把握し、遠くからでも認知しやすい向き

位置を確認のうえ、配置

○制作物内容：店舗ブランディング、ファサードとの調和、空間

演出を意識した内容で作成、会社の許可を必ず得る
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■フェイスライン・ファサードの販促

:店舗近隣主な導線、またお客様目線

◇会社で造った内容で会社から許可が出ているもの内容とします

１)イーゼルは動線から見える角度、位置で設置します

通路の導線に対し並行に設置されていると目の前まで来ないと内容は見えません。その場合、
斜め置きや垂直に配置し、遠くからでも視認できる状態に設置します。

２)イーゼルの内容、フォント、カラーが遠くからでもわかりやすく目を引く内容になっている
１のとおり、遠くから視認していただいたら、その位置から内容までは見えなくとも一番伝え
たいことは認識できる必要があります。

価格を太く大きく、目立ちやすい色で書くことで視認性が上がるります。

□イーゼルスタンド

○目 的 ：集客・販促を行う為

○内 容 ：会社指定で許可を受けたもの

○政策相談先：内容は取締役に相談し会社の許可を必ず得る

○設置相談先：設置位置は本部に確認

○置き方 ：お客様の流れを把握し、遠くからでも認知しやすい向き

位置を確認のうえ、配置

○制作物内容：店舗ブランディング、ファサードとの調和、空間

演出を意識した内容で作成、会社の許可を必ず得る
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■フェイスライン・ファサードの販促

□ブラックボード

ブラックボードで強調する情報は、店舗に通りかかったお客様、興味をもっ
て近寄ってきていただいた方へのアピール内容です。

取締役へ内容確認のうえ、目立つ文字の大きさ、配色にて店頭に配置する

□配置例 配置内奥は取締役に確認・配置について本部に相談のうえ配置

○良い例

×駄目な例

商業施設内お客様導線、お客様から見える方向に配置されている例

●レジ周りの情報量過多

●会社から決められた内容以外の掲示（商業施設等からのもの含）、店舗のイメージに合ってい
ない掲示方法になっている場合
お客様の目に入る情報量が多くターゲットが不明確になっている
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店舗区画

○多くのお客様導線で目に留まりやすい場所に配置

店舗近くなるにあたり、店頭案内に目が向く

○遠くからでも見る情報はどちらの導線からも見えるように配置

近くで見る種類のイーゼルです。コンパクトにまとめて、
遠くからは見えなくとも正面に来た時に見やすい配置に
なっている

■フェイスライン・ファサードの販促

②

②

例）商業施設運営店舗

□配置例

①

：お客様導線 [商業施設内のお客様の流れ]

②
①
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■受付・受付カウンターまわり

□受付カウンター上

◎決められたもの以外置かない。

●受付カウンター上には、決められたもの以外は、置かない。

[カウンター上に置くことが出来るもの]

・呼び鈴

・飛沫防止アクリルパネル

○お客様使用ボールペン

※上記以外のものはレジカウンター下収納等所定位置に納め、使用する機会ごとに取り出し、使用後
は元の位置にもどします。

※カウンター上に置かれているものには、汚れやほこりが付着しないようにいつもきれいに保ちます

□受付カウンター（お客様から見える部分）

●お客様から見える位置にあたる受付カウンターには、一切貼りものをしない。

緊急連絡先やＰＣ等にかかわる各種アカウントＩＤやパスワード等はデータ化し、

店舗管理受付周りには一切貼らないこと。

商業施設からの連絡事項や商業施設で発行している災害時ルールなども、❝連絡用ファイル❞

にファイリングし、マニュアルと同様問診室内にて保管管理する。
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設置後は、アクリルにほこりや手あか等が付着
していないか、常に確認し、清潔に保つように
します。

○飛沫感染対策透明パーティションのお手入れ
の仕方

お手入れ方法をあやまると表面や端面がヒビや白くなる
などのトラブルが起きることがあるので注意が必要。

■受付・受付カウンターまわり

●飛沫防止アクリルパネル設置

●飛沫防止アクリルパネル掃除方法

・水拭き
・家庭用の台所洗剤を数滴たらす程度の濃度で水拭きをすること

※以下厚生労働省サイト内記載
6.取っ手、ドアノブなどの共用する部分を消毒する
トイレやお風呂は、水拭きするか、家庭用の掃除用洗剤でもウイルス量を減らすことができます。
より効果的な掃除方法としては、上でもあるような家庭用の台所洗剤を数滴たらす程度の濃度で水拭きをすることが、
ウィルス対策として効果的といわれています。
また、洗剤を若干含んだ雑巾で水拭きをすると静電気対策ともなります。水拭きの場合もできるだけ柔らかいタオルな
どを使用した方がより表面を傷つかせずにキレイに保つことができます

×アクリルパーテーションの掃除でしてはいけないこと

・アルコールやシンナー/ガラスクリーナーでの掃除
・静電気クリーナーでの掃除
・乾いたタオルでの掃除

アクリルはガラスではないので、上記ような掃除をした場合、ひび割れの原因となってしまうこともございます。
また、乾いたタオルなどで拭いた場合、アクリル板はガラスと比較して表面が柔らかい材質の為、表面に細かな傷がで
きてしまう原因となってしまうこともあります。
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仕事をしやすくする為に【整え】、必要なものを直ぐに取り出せるようにして、患者様やお客様をお迎えする
仕事に備え（準備して）る。

これが環境整備になります。

整えるには、[整理]と[整頓]の意味があります。

◇整理：捨てる事
必要なものと不要なものを分けて、徹底して捨てることになります

◇整頓：そろえる事
物の置き場を決め、向きをそろえ、いつでも誰でも使える状態を保つこと、になります。

必要なものと、不要なものが混在し、あふれている状態では『誰でも使える状態に保つ』ことが出来ません。

整頓はいるもの不要なものの整理をした後になります

◆環境整備と整理・整頓
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■受付・受付カウンターまわり

整理整頓しレジ周りは常にスッキリと片付いていることが

求められます。

レジカウンターに置くもの

● 飛散防止フィルム

● 手指消毒

● 呼び鈴

● お客様使用ボールペン

○ 当日店頭予約可能時間のプレート

[レジ周りルール]

・スタッフ間での申し送りなど伝言メモ、付せんなどをぺたぺた貼らない

・書類等レジカウンター上に出したままにしない、カウンター下所定の場所に戻す

書類はファイルにしまい、きれいに収納します

・レジ周りにものを置かない

必要になるときだけ、棚や引き出しから取り出す

・クライアントからの金銭受け取りなどは、トレーを利用

・何かを触ったら手指消毒の実施

はらない はらない

カウンター台
上に置かない

□レジ周りの片づけ
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■受付・受付カウンターまわり

□受付カウンター下

受付カウンター下側収納は、決められたもの以外は、置かないこと。

また使用したものは指定された場所にもどします。

[カウンター下収納]

・文房具類はカウンター内に整理して配置

・使用頻度の高いものを手前側に配置

・1営業日中に回収した❝チケット類❞は、金券扱いとなるため、奥側に一時的に保管

営業終了後、院長ロッカーにて月次書類発送時まで保管

例）

◎決められたものを決められた場所以外には置かない。

【A】
⑨ 診察券 次回予約表 自賠責カード
⑩ 輪ゴム
⑪ 回収済みチケット
⑫ パンチ

B A

※上記以外のものはレジカウンター内には配置しない。使用したものは、元の位置にもどします。

※1日販売目標分金券、チケット類はレジドロアー内、トレー下に15枚置く。その他チケット在庫は金庫にて
保管します。金庫のない店舗は、鍵のかかる引き出しで保管管理となります。

※❝A❞及び❝B❞の配置はレジカウンター入口の位置により左右の配置が換わります

【B】
① ボールペン 5本

4色ボールペン2本
シャーペン 1本

② 修正テープ １個
③ ホッチキス
④ クリップ
⑤ はさみ
⑥ 店舗ハンコ
⑦ 電卓
⑧ 領収書（手書）

手
前
側

奥
側

導
線
状
入
口
側

導
線
状
窓
側
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■受付・受付カウンターまわり

□受付カウンター下

受付カウンター下収納は、決められたもの以外は、置かないこと。

また使用したものは指定された場所にもどします。

[カウンター下]

［レターケース］

①クライアントカード

②施術同意書

③レセプト各種（保険鍼
灸・医療助成など）

④その他届け出関連書類

※アンケート用紙（コロ
ナ禍

◎決められたものを決められた場所以外には置かない。

③

⑤

②

④

①

レジカウンター下や、カウンター奥、隙間にはホコリや小さなごみがたまりやすいので
こまめに、掃除を行います。

[カウンター下] ※カルテ類以外

◇非接触体温計 ◇釣銭トレー ◇予約表 ◇お客様カルテ記載バインダー

※受付カウンター上には（当日・その時）お客様に必要な時、必要なもののみ設置

●受付カウンターまわり、カウンター下掃除
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■受付・受付カウンターまわり

□レジまわりカウンター下

●受付カウンターまわり、カウンター下掃除

受付カウンター下収納は、決められたもの以外は、置かないこと。

また使用したものは指定された場所にもどします。

[レジカウンター]

◎決められたものを決められた場所以外には置かない。

カウンター下や、レジ周りには、配線コードや電源コンセントが多く集まっています。隙間にはホコ
リや小さなごみがたまりやすく、こまめに、掃除をおこなわないと、火災の原因になります。配線
ボックス等使用し、配線コードもきれいにまとめておきます

レジ周りにはホコリ・ごみが
たまりやすいです

お客様からも見える場所です、
こまめに掃除を行います
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◇カルテは収納キャビネットに保管します。

■受付・受付カウンターまわり

スペースがあまりない場所でもわか
りやすいように【ア】【イ】【ウ】
【エ】【オ】順にクリアファイルに
て保管します。

・サイドキャビネット 2段

A4ファイルを2段収納可能,

個人情報の保管につき、鍵付き必須

[キャビネット商品参考画像]
アスクル取扱商品

【保管期間】※

・1年間

[キャビネット商品参考画像]
アスクル取扱商品 収納スペー

ス確保出来る店舗導入あり

□カルテの収納
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●一カ所にまとめてすぐわかるようにする

・ブラックボード記載等で使用するマーカー

・カルテ類未使用在庫

・カルテ収納用クリアファイル

・領収書

・納品書 ※

□使用する文具・カルテ在庫類収納

■受付・受付カウンターまわり

□店頭“予約時間プレート”について

●当日予約可能時間記載プレートを提示・ご案内

・ホワイトボード用マーカーにて記載

※１０月・４月に新しいものに交換

使用している間に黒く汚れてくる為
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□マニュアル配置及び指定図書設置について

●受付カウンター下の棚にブックエンドで設置する

＊各種マニュアル 3冊

・物的環境整備マニュアル

・店舗運営マニュアル

・自費サロンマニュアル

＊指定図書 ４冊

・社会人としての基礎 １年目テキスト

・社会人としての基礎教育のテキストのファイル（２年目・３年目・責任者）

・ホスピタリティーマインドテキスト

・リーダーシップ＆部下マネジメントテキスト
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■受付・受付カウンターまわり

□チケット・金券関連保管について

・レジドロア内に15枚収め、それ以外のものは、金庫にて保管

営業時間内で回収したチケットは受付カウンター内引き出しにて保管、営業終了後に金庫にて保
管管理とする

◎決められたものを決められた場所以外には置かない。

【チケット】
＊スペシャルチケット
*フリーパス
*回数券類

※お客様にお渡しするもの。お客様
購入分を店舗でお預かりすることは
ルール違反です

【金庫の配置がどうしても無理な店舗の場合】

鍵付き収納棚での保管方法

【チケット類契約類書類】

□金券関連保管収納について

[ドロア内に収める枚数以外のものは、基本金庫にて保管管理]

《チケット種類》

!!注意!!
●お客様が購入されたチケッ
ト類は、店舗ではお預かりし
ません！

次回来店いただく際に、必ず
持参してもらうようお伝えし
ます。
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■待合スペース

◎決められたものを決められた場所以外には置かない。

●グループブランディングとスタッフ取得免許（ディプロマ）の掲示

・指定掲示物内容を本部から指定された場所に掲示します

・掲示位置は、座った際にお客様の目線に入る位置に配置します

●ブランディング以外の社内販促、ご近所、近隣店舗等からの掲示依頼物

・掲示内容、掲示物は取締役判断とする

・ご近所、近隣店舗等からの掲示依頼物の掲示期限は1か月とする

[掲示物とサイズ]
・はがきサイズ(A６)の掲示内容を透明アクリルフレームにきれいに納めます

【フレーム種類】
◆アスクル
アートプリントジャパン
フェイスファイブフレーム
ハガキサイズ（外寸：200×150mm）
クリア

*1枚： お申込番号：860316
*3枚セット：お申込番号：517918

・アクリルフレームに入れる際は下紙は不要。ブランディング掲示、免許の掲示場所は店舗開
発が指定し、別々に掲示スーペースを設けます

・コルクボードの使用は禁止
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■待合スペース

●グループブランディング掲示物

・指定掲示物内容を本部より指定された場所に掲示します

[掲示物とサイズ]

・はがきサイズ(A６)の掲示内容を透明アクリルフレーム内

にきれいに納める

*全国店舗MAP

*グループ紹介

（株）GENKIDO店舗[整骨院]・リラクゼーションサロン、（株）介護NEXT

*ボランティア活動

*スポーツ企画（対外活動）

☆計：6枚

・アクリルフレームに入れる際は下紙は不要。ブランディング掲示、免許の掲示場所は本部か
ら指定された場所とし、別々に掲示スーペースを設けます

・コルクボードの使用は禁止

◎決められたものを決められた場所以外には置かない。
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■待合スペース

◎決まったもの以外置かない。

●スタッフ取得免許（ディプロマ）の掲示

・指定掲示物内容を店舗開発から指定された場所に掲示します

[掲示物とサイズ]

・はがきサイズ(A６)の掲示内容を透明アクリルフレームにきれいに納める

●店舗に勤務するスタッフ全員の資格証※カラー印刷

*はり・きゅう・あん摩師

*ボディセラピスト協会発行免許 各種

☆計：人数分

・アクリルフレームに入れる際は下紙は不要。ブランディング掲示、免許の掲示場所は本部か
ら指定された場所とし、別々に掲示スーペースを設けます

・コルクボードの使用は禁止
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リラックスできる空間づくりも重要です。

■待合スペース

●ソーシャルディスタンスPOP
お客様からお客様出入口、受付から見えやすいように
配置します。

※待合スペースが十分に無い店舗や、待合がカウンタータイプの作り
になっている店舗においては、待合椅子はそのままの位置で
椅子に❝ソーシャルディスタンス❞のPOPを張り、お客様同士距離がと
れるようにします。

●手指消毒用品 ※消毒POP設置
・待合等座って頂いた際、手を伸ばせばすぐ手に取れる場所に設置

消毒用品が飛び散ったりしていないか、確認し、飛び散っている場
合は素早くふき取り綺麗に保ちましょう。

●アメニティーグッズ
除菌済みのもの、または個包装になっているホテルアメニティー
用品を配置

〈アメニティ〉
・鏡
・櫛
・あぶらとり紙
・綿棒（個包装）
・ヘアゴム/ヘアクリップ（除菌済、または個包装のもの)

〈アメニティイメージ参考画像〉

□待合

＊アメニティ エコ二つ折ブラシ バイオマス 1

セット（100個入）

＊アメニティ コットン・綿棒セット
バイオマス 1セット（100個入）

＊ホテル・エステ用アメニティ
ヘアーゴム 1箱（100個入）

22

シュガーバイン/白陶器（同型2個
セット） PRAS-0163 1セット
（2個：1種×2個） プリマ
（直送品）
■お申込番号：6310440 

プリマフェイクウォーター
キューブグリーン 2個セット
PRAS-0281 1セット（2個：2種×1個ずつ）
プリマ（直送品）
■お申込番号：A025796

小さなフェイクグリーンや植物や花等の静物ポスターなどは、破損、埃などついていないよう
にきれいに保ちましょう
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■待合スペース

●カウンター上カルテ記載用ボールペン

・プラチナ万年筆デスクボールペン500S 黒 デスクボールペン DB-500S#1
抗菌仕様なので多数の人が触れる受付カウンターや会議室内でのご使用にもお勧めです。
アスクル申込番号：232239

・デスクペンスタンド 1200E ペン立て 受付ペン DPD-1200E#0 プラチナ万年筆
デスクペンをすっきり見せる専用スタンド。受付やオフィスのデスクに。
アスクル申込番号：232248

□待合カウンター

□温湿度計

温湿度をきちんと計測の場合には、冷暖房が当たる場所や加湿
器の近く、直射日光が当たる場所を避け、ある程度正確に計測
できる場所に設置しよう。風の流れがあまりなく、明るくも暗
くもない落ち着いた場所に設置する

●待合スペース
空調の風や風の通りが良い出入口付近ではない場所、直射日光の当たらないな所に設置

＊置き場所の指定
傘立ては入口、マットの上（玄関マット）に設置

クライアント用傘立てに、スタッフの傘は置かない。
スタッフの傘は、バックヤードに。

＊クライアントの忘れ傘
・バックヤードで1か月お預かり。
付箋に日付、名前を記載しセロハンテープで
傘の柄に貼り付ける。
1か月経過したものは、流用廃棄

□傘立てについて

23

所有者が判明、不明の忘れ物傘の対応

傘の柄にセロハンテープで貼り付ける （保管はバックヤード）

①日付
②所有者クライアントお名前

（フルネーム）
※所有者不明
お預かり期間1か月後日付記載

□OMGパートナーズグループ記念誌

●待合スペース
待合カウンター・机の上に指定商品、POPと共に設置

※待合スペースが十分に無い店舗や、カウンター・机等の設置がされていない店舗は“イレギュラー対応対象店舗”と
なります。設置位置は責任者より本部確認のうえ設置
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■フィッティングスペース

●フィッティングスペース

＊お着換え

・会社指定の会社が用意する茶系の上下を着換えとし、セット

にして収納棚にサイズごと綺麗に収納します

・お客様から見て、サイズがわかるようにサイズごとにまとめ収納します

サイズタグ等があるとより分かりやすくなります。

・脱衣されたお着換えを入れていただくための蓋つきかごが配置されています。

“蓋つきのかご”には、ふたの部分にPOP表示し収納棚脇に設置してください

□［おもてなし］を意識した空間

24
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■フィッティングスペース

●フィッティングスペース

□［おもてなし］を意識した空間

□患者様ご使用された後

お客様のお忘れ物等がないか、フィッティング内確認を行います

収納棚上は常に清潔に保ちます

＊足元

フィッティング内足元には糸くずや塵ゴミが落ちていないか確認し、

掃除用コロコロで素早くきれいに掃除を行います

＊スリッパ消毒

お客様の使用されたスリッパは施術終了、更衣終了後、バックヤードにて消毒

＊ゴミ箱

常にゴミ箱にゴミが入っていないよう保ってください。

ごみが入ったままですと、不衛生だと感じられます。

確認しごみが入っていた場合はバックヤードのゴミ箱に捨てます

使用された
ものはバッ
クヤードに
て消毒
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・サイズ別でまとまっている（タグつき）、

収納されている

・色がそろっていない

・乱雑に収納がされている

・サイズ別で分かりやすくまとまっている

（タグつき）、収納されている

・色がそろっている

・整理収納がされている

■フィッティングスペース

□お着換え収納

○お着換えは、会社指定の会社から納品されたものを使用

◆収納棚を開けた際に受け取る印象が違います

◇見た目の色・素材の異なるものが沢山ある
◇わかりづらい 手にとって触る機会がふえる

◇整理されていない
◇衛生的でない印象

◇見た目の色・素材がそろっている
◇わかりやすい

◇整理されている
◇衛生的な印象
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□お客様お着換えの畳み方

パンツをお腹部分を上に広げておきます
ウエスト部分・パンツの裾左右をお腹の部分が内側にな
るよう重ね合わせ半分に畳む

股下部分の出っ張りをしまうように折りたたみます 三等分に畳みます。

●お着換えパンツの畳み方
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□お客様お着換えの畳み方

後ろ身ごろを表にして広げ、一方の身ごろの脇を中央に合わせて折りたたみます。 袖を、外側に折ります

サイズごとにゴムでまとめます。

畳み終えた同じサイズの上着とパンツを用意

します。

上着の上にパンツを重ね、まきます。 少し抑え気味に

もう一方も同様に身ごろの脇を中央に合
わせて折りたたみます。

袖を、外側に折ります 身頃をお腹あたりで半分に折る

●お着換え上着の畳み方
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■フィッティングスペース

●アメニティーグッズ

• 除菌POP、除菌済みのもの、または個包装になっている

ホテルアメニティー用品を収納棚の上に配置

〈アメニティ〉

• 鏡

• 櫛

• ヘアゴム/ヘアクリップ（除菌済、または個包装

• あぶらとり紙

• 綿棒（個包装）

• 手指消毒

※櫛・ヘアゴムは使い捨て

□［おもてなし］を意識した空間

お着換えをまとめ
ているタグ置き

○アメニティー：櫛・ヘアゴムは使い捨てを配置

※商品はエリア責任者より本部へ依頼
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■施術スペース

患者様の為の空間であり、圧迫感のない空間づくりが大切です

お客様や患者様が行き来する場所には極力ものを置かないよう店舗内をきれいに保ちましょう

●施術ベッド

ベッドごとに消毒スプレーの設置

消毒スプレーはベッド下網棚に配置

お客様患者様の施術が終了し次第、ベッド・フェイス枕・胸当てにスプレーし、キッチンペー
パー等でふき取り清潔に保ちましょう

※スプレーボトルをハンガー掛け紐にかけるなどはしません。

スプレーの設置が難しい場合は施術室にお客様への除菌オペレーション（スプレーをお渡しする
など）対応をしてください

・ベッドの消毒は、タオル使用からキッチンペーパーに変更

□施術スペース
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■施術スペース

お客様の為の空間であり、圧迫感のない空間づくりが大切です

お客様が行き来する場所には極力ものを置かないよう店舗内をきれいに保ちましょう

●タオル

・自由診療リラクゼーション 30分以上の施術を受けられる方、

都度タオルを敷きます

・タオルをクライアントにかける際は、足元からかけていきます

・身体にかけるタオル 基本は毎回消毒実施

・汗をかかれる方、体臭のある方がいらっしゃる場合、必要に応じて

交換対応

〇洗濯は毎日実施 ※洗濯のタイミング洗濯関連は別途説明項目あり

●お荷物かご、小物ケース（貴重品入れ）

・荷物かごはベッドごとに配置し、貴重品等入れるための

蓋つき小物ケースをセットする

※小物ケースは主に長財布、スマホ、車の鍵など入れられるサイズ

荷物かごの基本位置は施術者椅子の上、施術中はベッドの下（常に目が届くようにお客様の頭の
下の位置）、施術後は再度椅子の上へ置きます。

●貴重品は荷物かごの一番下になるよう入れてください

●メガネケース

・メガネケースをおあけしてお客様、患者様にて入れていただきます

●お荷物を入れて頂いた後は掛け布をします

□施術スペース
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◆使用頻度の高い商材、収納

■施術スペース

□施術スペースの収納

使用頻度の高い商材類は施術室内指定された収
納スペースに収納します

種類ごと、サイズごと、商品を分けて収納する
ことにより、取り出しやすく、必要な商を探す
時間と手間が省けます

収納する際の注意としては、使用頻度の高いも
のから、一番手に取りやすい場所に配置します。

タオル類は使用後洗濯を行い、元の位置に収納
します

◇施術スペースが狭く、収納棚が置けない◇

施術で使用する商材類・お客様お着換え・施術
用タオルをバックヤードから持ち出します。お
客様に対し安全面に気を付け、お待たせしない
よう素早く用意します。

〈ベッド下、網棚〉
・あし枕（半円枕大）
・あしマット
・施術後掃除用具（消毒スプレー・ティッシュ）
・除菌・消臭スプレー
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◆オイルメニュー施術準備
防水シーツを手を置く部分に敷く

■施術スペース

□施術スペース

◆タイマー置き場所
施術中、椅子に座って施術をする際、床の見
える場所に置く

◆オイル・化粧品類
収納基本的にはバックヤード

□温湿度計

温湿度をきちんと計測の場合には、冷暖房が当たる場所や加湿器の近
く、直射日光が当たる場所を避け、ある程度正確に計測できる場所に
設置しよう。風の流れがあまりなく、明るくも暗くもない落ち着いた
場所に設置する

●施術スペース（オープン）
空調近くや空調からの風が直接当たらない場祖、また換気の際、風の通りが良い出入口付近ではない場所、
また直射日光の当たらないな所に設置
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■施術スペース

□施術スペース 機材関連

●岩盤浴・EMS、他店舗内で使用する機材類

・岩盤浴・EMS：個室

・電気毛布：オープン施術スペース、個室

・その他機材：壁側など邪魔にならない場所に配置

◎機械類コードは、お客様が移動する際に邪魔にならない、引っかからないような配線とする。

!!この対応注意!!
●EMS・粘着PADに関して
→お客様個人専用となります。使用後は都度消毒行います。
E

『無料体験会用で使用したEMSパッドは？』
→使用後は都度消毒を行います。
●EMSパッド４枚入/１セット20回使用とし、20回使用後は廃棄とします。無料体験用
PADはブリリアントライフより発注依頼
導入時は2セット納品、1セット廃棄したら1セット発注。店舗には2セットがあるよう
にします
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■施術スペース

＊鍼治療用パルス

・鍼治療専用のワゴンカートに乗せ、コードはきれいにまとめ
て置きます。

※狭小店舗の場合、使用するものをまとめて所定の場所に置き
ます。

＊鍼商材

・お客様・患者様の導線上には商材類、専用ワゴンカート類は
出しません。

使用する鍼商材は購入時の箱そのまま外に出すようなことはせ
ず、ケースにしまって置きます

・使用済鍼は、指定の廃棄用箱に納めましょう

◇施術スペースが狭く、収納棚が置けない◇

施術で使用する商材類をバックヤードから持ち出します。患者
様に対し安全面に気を付け、お待たせしないよう素早く用意し
ます。

□施術スペース 鍼関連

◇廃はり回収容器
ダイヤ工業㈱
[ブリリアントライフ]
品番：264-0007
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■施術スペース[個室]

□施術スペース[個室]

お客様が滞在時間の長いサービスを受けられる空間であり、圧迫感のないくつろげる空間づくりが大切で
す

●店舗内の雰囲気にあった、リラックスできる空間になっている

イメージとしては、ホテル客室やおしゃれな美容室を思い浮かべてください。

衛生面にも気を配り、お客様の利便性に配慮しましょう。

□温湿度計

温湿度をきちんと計測の場合には、冷暖房が当たる場所や加湿器の近
く、直射日光が当たる場所を避け、ある程度正確に計測できる場所に
設置しよう。風の流れがあまりなく、明るくも暗くもない落ち着いた
場所に設置する

●施術スペース（個室）
空調近くや空調からの風が直接当たらない場所、また換気の際、風の通りが良い出入口付近ではない場所、
また直射日光の当たらないな所に設置
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■施術スペース[個室]

□施術スペース[個室]

配置しているものや収納内もきれいに整頓し、見られても良い状態にきれいに保ちましょう

◆個室収納棚に配置するもの

・アメニティ類

・お着換え（Mサイズ・Ｌサイズ各1ｾｯﾄ）

・フェイスシート

・使用するタオル （フェイスタオル・大判バスタオル）

・スリッパ （ベッド下）

①施術時備品

ペーパーショーツ

アロマオイル

EMSPAD

②タオル

③ガウン

お着換えセット

④ペーパーシーツ

（アロマ用）
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◆荷物かごにセッティングするもの

＊小物入れ（蓋つき）
＊眼鏡ケース
＊手荷物にかける布

◇小物入れ（蓋つき）何に使用？

・お客様のなかには、鞄・ポーチ等も持ち
歩かず、ポケットや手にお財布やスマート
フォン、場合によっては車のカギ等そのま
まもって来院いただく方もいらっしゃいま
す。

防犯の為にも、荷物かごに直にそのまま入
れるのではなく、蓋がついたケースにお客
様ご自身でしまっていただきます。

『どのタイミングでケースを誰がどのよう
に扱うのか？』

鞄・ポーチ等持っていらっしゃらないお客
様であることを確認し、施術室に入室して
から手荷物の有無確認をおこないます。

眼鏡ケース、小物ケースはスタッフ皆さん
が開閉し、荷物かごに収める確認頂いて
ベッド下に置きます。お客様からお預かり

することはしません。

■施術スペース[個室]

□施術スペース[個室]
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■バックヤード

バックヤードが散らかっていると、作業効率が落ちてしまいます。

商品が奥へ奥へと追いやられてしまい、棚卸をした際に不良在庫が山ほど出てくる・・・

なんてケースもあるかもしれません。

整理整頓されたバックヤードであれば、何がどこに保管されているかが一目瞭然となり、また

在庫数を普段から目視で確認できるようになるので、突然ストックが切れたりといったトラブル

も減らすことが出来ます。

分類し、収納にルールを決め、誰にでもわかるようにラベリングを行い、軽いものは上、

重いものは下、使用頻度の高い商材、備品類は取りやすい場所で手前側といったレイアウトにも

気を付けます。

□バックヤードの片づけ
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■バックヤード 収納

□カラーボックス 収納店舗 ☆奥行がない～30㎝棚の場合

【アスクル】

[ブリックスシリーズ] 210㎜そろえる場合

964-3880 210ミドルM ¥513

964-3834 210ミドルL ¥775

964-3745 280ワイドM ¥845

964-3763 280ワイドL ¥961

964-3852 350ワイドM ¥998

221-0802 350ワイドＬ ¥1280

【使用頻度の高い商材類】【使用頻度の高い商材類】【使用頻度の高い商材類】

◇参考例

バックヤード

入口側
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■バックヤード 収納

□シルバーラック・吊戸棚 収納

個人の荷物はロッ
カーにしまう

〇タオルストック・お客様用お着換え・フェイスシート・オイルや化粧品類がメイン
使用頻度の高いものは手前側、手に届きやすい場所に配置されている

アイリスオーヤマ メタルラック ポール直径
25mm 幅910×奥行460×高さ1785mm MR-
9018J
【幅90cm】【5段】【耐荷重250(kg/枚)】高耐荷重
メタルラック(R) のセット。サビ・キズに強く、簡
単に組み立てられます。付属品／アジャスター

申込番号：350368 型番： MR-9018J（540401）
JANコード：4905009086054

【参考】
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■バックヤード

□水回り収納
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■バックヤード

□掲示物について

●カルテ類
カルテの保管期間1年間
会社ルールでカルテのみカルテ収納棚、収納棚の無い店舗はカウンター下鍵付きキャビネットに1
年分のみ置き、１年経過したものはバックスペースにさげ、段ボールに溜めます。段ボールに溜
まった書類は日通に発送とします。
（１年分溜まったら発送＝約２箱）

倉庫にて溶解とします。

カルテ以外のもの（問診表やその他の書類）は、シュレッダーにかけて廃棄。

【溶解、文書保管業者】
◇業者：（株）日通
・文書保管 1箱＠165円
・溶解 1箱@660円

●その他
＊商業施設側書類
商業施設側よりいただく❝売上報告書❞は7年保存
になります。

売上報告書のみいれる箱を用意し、段ボール箱にいっぱいに
溜まったら日通へ発送します

□文書保管について

バックスペースの掲示物は、お客様に直接関係しないものになります。皆様が見やすい場所に掲
示をします。

・会社理念 ※ｱｸﾘﾙﾌﾚｰﾑに納めます
・年度スローガン ※ｱｸﾘﾙﾌﾚｰﾑに納めます
・コンパスアクセス用QRコード
・ドレスコード
・連絡事項 (緊急連絡先含む）

【配置書類】

※商業施設等の発行する告知物についてはファイル作成、保管
する。書面内容対象期限を過ぎたものについては、破棄。

※狭小店舗：イレギュラー店舗として本部に事前告知が必要
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□冷蔵庫 （冷蔵室・冷凍室）

■バックヤード

○冷蔵庫周辺には最低限の放熱スペースの確保が必要。
このスペースを確保していないと、熱がこもり効果的な
冷却が行いづらくなります。また周辺には燃えやすい物
は置かないようにする.（火災を防ぐ）

[冷蔵室]

44

※冷凍庫は霜ができないよう
にする。出来てしまった場合
は霜取りを行ってください

[冷凍室]

◎飲み物以外の私物は入れない
（冷蔵室）

□御忘れ物傘について

①日付
②お客様お名前（フルネーム）
※所有者不明
お預かり期間1か月後日付記載

*クライアントが忘れた傘で所有者が判明
①日付②クライアントのお名前付箋記載し
セロテープで貼り付け管理

*所有者不明
お預かり期間1か月

バックヤードで保管できる本数は５本。
５本以上となった場合は、保管期間が古い傘
から流用 若しくは廃棄処分
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■店舗内の清掃

１.店舗内掃除

OPENと業務終了後：床や待合カウンター、棚、配置されている物や機材等が汚れていない状態

2.使用済みタオル洗濯、乾燥 ※乾燥機使用後、フィルター埃とり

3.店舗内配置機材類の掃除、消毒

ほこりや手垢指紋などついたままになっていないように、お客様がいない時掃除を行う

4.スリッパ拭き

お客様が使用された後、都度バックヤードにて消毒を行う

5.トイレ掃除 ※路面店や店舗区画内にトイレがある店舗

次の方のために清潔な利用と清掃をお願いします

お客様をお迎えするにあたり、常にきれいな店舗にてお迎えします

□ウイークリー

１.洗濯機パン（詰まり）排水掃除

排水の掃除をお行うことで、排水が詰まることを防ぎます。

2.空気清浄機フィルター掃除

3.窓・ガラスふき

窓ガラスにもホコリがたくさんついています。きれいにすることで、店内の明るさが変
わります。気分もあがります。縞模様が残らないようにきれいにしましょう。

□マンスリー

１.店内エアコン掃除、空調フィルター掃除

お客様も皆様も、きれいな空気で健康的に過ごせます

□デイリー
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■洗濯

お客様をお迎えするにあたり、清潔・衛生観点できれいなものを提供します

□洗濯のタイミング 3回

洗濯

①9:30 ②14:00 ③19:00

③19:00 最終は干して帰る ※乾燥機は掛けず、翌朝①9:30の時に乾燥機にかける

◇アロマで使用したタオルはつけ置きを行う

◇洗濯の際は柔軟剤をいれます

タンブル乾燥 自然乾燥
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■衛生面対策

□感染拡大防止対策

●ベッド毎にアルコール消毒液の設置を基本とします。
消毒液スプレーはベッドにお客様が横になった際の足元側、ベッド下に置く

●クライアントからの金銭受け取りなどは、トレーを利用
何かを触ったら手指消毒の実施

●ベッドの消毒は、ペーパータオルからティッシュに変更

●マスク
・店舗内スタッフは常時着用とします
・透明マスク マスク着用の上、着用。仰向け施術時着用必須

●手指消毒、検温のご協力実施（クライアント）

●飛沫感染防止シート・パネルの設置

●非接触型温度計の設置

●スタッフの検温実施

●スタッフ・お客様・患者様が触れる部分の消毒

●スタッフの手指消毒の実施

【アスクル】ティッシュペーパー 150組 オリジナルソフトパックティッシュ

FSC認証紙 1パック（6個入） 大王製紙共同企画 オリジナル

お申込番号：U366433 型番： daio01
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■衛生対策

□機材系の衛生対策

●EMS・粘着PADに関して
→お客様個人専用となります。使用後は都度消毒行います。

『無料体験会用で使用したEMSパッドは？』
→使用後は都度消毒を行います。
●EMSパッド４枚入/１セット20回使用とし、20回使用後は廃棄とします。無料体験用
PADはブリリアントライフより発注依頼
導入時は2セット納品。1セット廃棄したら1セット発注。店舗には2セットがあるように
します
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■衛生対策

除菌・消臭スプレー

匂いがなかなか取れない等

○重曹にも消臭効果もあります

水100mlに重曹大さじ1杯を溶かして使用します。

水は腐ることも考えられるため、水30mlに対し小さじ1杯程度でも同
じものが作れます。

空のスプレーボトルにオキシドールと水を入れる
空のスプレーボトルにオキシドールと水を1:3の割合で入れて、軽く混ぜ
る。

□タオル・枕類の衛生対策

○オキシドールにも消臭効果もあります

衣類や布製品に、イヤな臭いが付きやすいものに使用する場合
は、消臭効果のある除菌スプレーは便利です
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□ユニフォーム貸与に関するルール

〇ユニフォームについては、❝支給❞ではなく、❝貸与❞です

全社のユニフォーム在庫管理は本部（サポートセンター）にて実施します

〇スタッフのユニフォームは店舗にて店舗責任者が管理を行う

毎日の洗濯など衛生管理は店舗責任者の管理のもと、店舗にて行います

ユニフォームは自宅に持ち帰らない。

〇ユニフォームの汚れや破損に関しては、店舗責任者が管理をし、対策を講じます

・ユニフォームの劣化による入替が必要な場合には、店舗責任者がナレッジ内ワークフロー
【GENKIDOユニフォーム発注フォーム】より発注稟議を上程する

・ユニフォーム廃棄に関しては店舗で実施し、本部（サポートセンター）と共有します

〇勤務スタッフで退職者が出た場合の対応

ユニフォームは貸与であるので、スタッフが退職する場合は、クリーニングに出したうえで

店舗経費で発送する。 本部（サポートセンター）と情報共有し、対応をする。

※クリーニングコストと発送コストは店舗負担となります

〇貸与されたユニフォームについて

上衣・下衣それぞれについている製品タグ（裏側についています）に小さく名前を記載します

■スタッフユニフォームに関するルール

□ユニフォーム製品タグ(裏側)名前記載ルールと入替サイクル

①

②

①及び②に名前が記載された
ものは本部に連絡

貸与された商品裏側についてい
る①のタグに名前を記載する

貸与された商品①に記載

がある場合②のタグに記載する

①

②

右わき

襟元
[上衣]
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貸与された商品タグに名前を

記載する

■スタッフユニフォームに関するルール

〇ユニフォームの洗濯は、ユニフォーム
のみで店舗にて洗濯を行う

□ユニフォームの洗濯について

□ユニフォーム製品タグ(裏側）名前記載ルールと入替サイクル

①

２名分名前が記載されたもの
は本部に連絡

貸与されたら裏側にある①の商品タグに

小さく名前記載する

[下衣/リラクゼーション]
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■スタッフユニフォームに関するルール

□入社時に上下2枚ずつ貸与されます

※1年ごとに1枚追加

破損や汚れがひどい等交換が必要な場合は稟議申請となります

◇ユニフォーム状態の画像をとり本部確認のうえ、店舗廃棄or交換判断、対応

【きれいな上着】

【きれいなパンツ】

【使用頻度高い＆汚れあり 交換判断】

*シミ・ シミ＆黒ずみ

ロゴがはがれている

↑ ↑ 

↑ ↑ 
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■スタッフユニフォームに関するルール

□入社時に上下2枚ずつ貸与されます

※1年ごとに1枚追加

破損や汚れがひどい等交換が必要な場合は稟議申請となります

◇ユニフォーム状態の画像をとり本部確認のうえ、店舗廃棄or交換判断、対応

○fagun参考

○GENKIplus参考
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■タオルの手入れと畳み方

タオルを裏側にして長い辺が上下に来るように持ちます。 タオルの長い辺の端を持ち左右の端を合わせるよう
にして折ります。

そしてもう一度、左右の端を合わせるように折ると、

縦長の長方形のような形になります。

縦長になったものを3等分に畳む

●大判タオルの畳み方

●パイル抜け対応

パイル抜けの主な原因：「何かにひっかける
こと」です。

沢山のタオルを一緒に洗濯することでもタオ
ルが他のものと絡み合うことでパイル抜けの
原因になるなど、些細なことが原因になりま
す。 タオルに、パイル抜けが発生している
場合、洗濯や乾燥機にかけると、引っかかる
などして余計に糸が出てきてしまいます。画

像のような長さは✂切ります。
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■タオルの畳み方

●フェイスタオルの畳み方

タオルのヘム部分が表に出てこないよう、内側となるよ
うにして３つ折りします。

タオルの・ヘム/タオルを縦長に広げて置いた時の上下(短辺)の端のこと。
生地が折り重ねて縫われているので、パイル生地の部分よりも分厚くなっ
ています。

＊縦長になったものを3等分に畳む

ヘ
ム

タオルを裏側にして長い辺が上下に来るようにし広げます。

↑ 横側から見た形。↑

更にに半分に畳みます。

丸みを帯びた部分をお客様から見
える位置、正面側にして収納する。

横半分に畳みます。

さらに、半分に畳みます。
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■仕入れに関するルール

□仕入れ購入タイミング

＊月末棚卸後に月初の月曜日に当月分の発注を行う

月末の棚卸をして店舗にある在庫を把握したうえで発注を行う

〇ブリリアントライフから発注物
店舗から発注→役員承認→データ抽出・仕分け→ 月曜日着分まで火曜日に発注

〇ソロエルアリーナ(アスクル）から発注物
店舗から発注→役員承認→アスクルに自動発注→ 役員承認後2～3日後着

〇医療系商材[ダイヤ工業㈱] 業者在庫商品手配後２～３日後迄着

〇美容系商材[ﾍﾟｰﾊﾟｰｼｮｰﾂ・ﾌﾞﾗ、防水ｼｰﾂ類、他] 業者在庫商品手配後２～３日後迄着

〇施術用オイル[㈱フレーバーライフ社] 業者在庫商品手配後２～３日後迄着

〇機材関連部品[㈱ジョイパル] 受注発注 手配後10日～2週間後到着

〇その他
＊ユニフォーム：ユニフォーム専用稟議
店舗から発注→本部在庫確認→ 在庫ある場合本部より発送。

在庫ない場合は手配後から7日後迄着

＊家電類
店舗から発注→本部から量販店へ見積書依頼
→店舗稟議申請→納品。 店舗手配依頼から１週間～2週間迄には納品

□発注について

＊本部から業者へ発注のタイミング 毎週火曜日

毎週月曜日までに本部仕入れ担当にて確認が取れない発注物は、翌週以降に発注となります。

前週の火曜日～月曜までに役員決済されたものを火曜日に発注します。
月曜までの決済のものとします

現場が発注してからの期限ではありませんので注意が必要です。
段取りよく最短の月曜日に仕入れ担当に発注が入る段取りをしてください。

尚、上記の期間に到着しない場合には、取締役・マネージャー・統括院長より仕入れ担当に連絡を入れるように
してください。

•ワークフロー
急ぎのモノもあると思います。ワークフローで稟議をあげる際に事前に上長に
「すぐに決裁おろしてください！」と段取りをお願いします。また、承認がどこ
でとまっているか？は、ナレッジで確認ができます。

●稟議案件で急ぎお願いしたい場合
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＊店舗内BGMについては、本部指定（著作権フリー）のものとする。

整骨院用指定BGM、リラクゼーション指定BGM

■店舗内BGMに関するルール

■文書保管依頼について

■文書保管依頼方法

店舗から日本通運へ直接メールにて手配依頼とします

電話での依頼はできません

■梱包ケース段ボール大きさについて：一般的ミカン箱程度であれば特に指定はなし。

　作業員１名が持てる位の大きさ、大きすぎないでください

■管理番号表記

ケース側面に管理番号を表記する。 ※保管期経過の溶解には、別途依頼が必要

■依頼先　：

・日本通運株式会社　東京ドキュメントサービスセンター　

担当/加藤 優樹 様　 TEL：0297-47-8161

〈メール配信先　担当〉

①加藤 優樹様　　　 TO： yuki.kato@nipponexpress.com

②鈴木 裕紀様　　　 CC: yuki.suzuki@nipponexpress.com

上記２名宛に“依頼書”作成内容を添付、送信依頼ください。

■引取りについて

・依頼書内容が先方で確認取れ次第、引取り回収日程が店舗宛に連絡が入ります。

■費用について

・配送費用は、現場で支払い対応頂く必要はありません。

　☆日通から本部へ請求書が届きます
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■日通文書保管依頼書　入力作成例 ※電話での依頼は不可。依頼書配信先アドレスは別途

〈管理番号について〉 ☆店舗にて把握し、管理お願い致します

　 例）げんき堂鍼灸整骨院　藤岡店の場合

０２　－　１０１５　－　２１１０　－　０１

[固定] ↑店舗番号 年・月 依頼箱の数

※連番管理

上記番号が店舗管理番号となり、10

月中に出す場合は 末尾“01”の部分

のみを箱の数分02，03・・と続けて

入力してください。11月に出すよう

でしたら“2110”の部分を“2111”と入力

変更し、箱の数分、管理番号を入力

ください。

溶解処理予定年月入力は、

保管に出す年月から5年経

過する年月を入力ください。

ここに、店舗正式名称

入力お願いします。

ここ備考に、①引取り希望日、店舗名

称、店舗電話番号、入力お願いします。

ここに、店舗電話番号入力。
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