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店舗運営マニュアル（整骨院用） 

 

はじめに 

 

■ 必ずイニシャル研修を実施し、隅々まで理解させること！ 

■ スタッフは期日までにマニュアルをすべて覚えてくること！ 

■ 責任者は、スタッフがしっかり覚えたかをチェックすること！ 

■ マニュアルのチェックが合格で初めて現場に立つことが出来ます！ 

■ 店舗運営マニュアルは問診室にその他マニュアルと一緒に設置する！ 

■ 店舗運営マニュアルは毎月ブラッシュアップしたものが足されていきます！ 

■ 店舗運営マニュアルの見直しは年 1 回実施します！ 
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1. ルール関連 

 

1-1 クレド・社会人基礎 

出勤後勤怠登録を行いユニフォームに着替えたら以下のそれぞれを黙読し、その項目の内

容についての取り組みを明確にして業務に入る 

■ クレド唱和ルールについて（出社時の黙読ルール） 

⚫ クレドに記載されている、ポリシー・スローガン・理念（補足文含む）・社会的存在

価値・治療概念・行動重要指針を黙読する 

⚫ 社会人としての基礎教育（1 年目・2 年目）を日付の箇所を 1 回ずつ読み、実践す

る 

⚫ 責任者は 3 年目・責任者についても日付の箇所を 1 回ずつ読み、実践する 

■ 会議・ミーティング時の唱和ルールについて 

⚫ 唱和リーダーに続き、参加者全員でポリシー・スローガン・理念（補足除く）を唱和

する 

⚫ ポリシー：リーダー「OMG パートナーズ ポリシー」→全員「世の中の方々の〜」 

⚫ スローガン：リーダー「OMG パートナーズ スローガン」→全員「Say thank you! 

家族、お客様〜」 

⚫ 理念：リーダー「OMG パートナーズ 理念、一つ 人を活かす人に活かされる」→全

員「一つ 人を活かす人に活かされる」、リーダー「一つ 独立自尊の精神」→全員

「一つ 独立自尊の精神」 

以下４つも同様に唱和する、補足部分は唱和しない 

 

1-2 ドレスコード 

■ 毎回洗濯したものを着用 

■ しわ・よれ・汚れがない清潔な状態の物を着用 

■ アンダーウエアを着用する場合は無地の黒か白で、首元・袖・裾からはみ出ていない

こと ※冬場長袖のアンダーウエアを着用した場合は袖をめくり上げないこと 

■ ネームプレートの着用 

■ アクセサリー類の着用禁止 

■ 匂いの強い香水、ボディクリーム、ボディミスト、ボディスプレー、ヘアスプレー、

ジェルなどは禁止 
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男性 

髪型…髪の色は自然でヘアカラーはレベル 8 番程度、清潔で整っている、寝癖がない、前

髪・後髪・もみあげは長すぎない、前髪は眉毛が出る程度の長さ、パーマはナチュラル、

パンチパーマは禁止、スキンヘッドは禁止 

ヒゲ…手入れされ清潔である、剃り残しがない、ヒゲの長さは 5 ミリ以内、無精髭になっ

ていない 

鼻毛…伸びていない 

女性 

メイク…明るく朗らかにみえるナチュラルメイク、極力無香料のもの 

髪型…髪の色は自然でヘアカラーはレベル 8 番程度、業務に支障がないように肩より長い

場合は必ず髪をまとめる、お辞儀した際に顔にかからない程度にまとめる、前髪がフェイ

スラインにかからないようにピンで留める、パーマはナチュラルなもので清潔に見える、

寝ぐせがないこと、髪留めやゴムの色はユニフォームに合わせクライアントに不快を与え

ないもの 

 

1-3 勤怠管理 

出勤時 

■ 店舗に出勤したら出勤登録をまずおこなう 

■ 着替えは原則 5 分以内に済むように私語などせずになるべく早く働ける体制を整える 

退勤時 

■ 業務が終了したら私語などせずにすみやかに着替える 

■ 着用したユニフォームは洗濯かごに入れる 

■ 着替えが終了し店舗を退店する際に退勤登録をおこなう 

 

1-4 個人携帯電話 

電源を切るか、マナーモードに設定し、個人のカバンの中に入れ、指定の場所に置く 

休憩時間を除く勤務中に個人携帯は一切使用しない 

 

1-5 会社貸与携帯電話 

会社から貸与されている携帯は常にマナーモード設定で身に着けて行動してください 

ユニフォーム着用時はパンツのポケットに入れておいてください 
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1-6 月次店舗ミーティング 

月初めに 1 時間全スタッフが参加する店舗ミーティングを毎月実施します 

ミーティングはシフト内にカウントされます 

クレドのポリシー・理念・思考と行動指針の唱和、コンパスの会長メッセージ・リーダー

ズリレーメッセージ・重要トピックスの読み合わせ、先月の数字分析と対策、今月予算必

達のための戦術と KPI の共有、全スタッフによるコミットがルールになります 

 

1-7 コンパス 

冒頭の会長メッセージ及びリーダーズリレーメッセージが必読項目となります 

該当ページは月初めミーティング時・朝礼など、【業務時間内】に必ず読み合わせをして

ください 

※「読み合わせ」については、参加者全員で順番に読むという形をルールといたします 

朝礼に参加できないスタッフには黙読時間を長く設定し対応をお願いします 

「各自スマホで」閲覧をお願い致します※PC 閲覧は原則禁止です 

他のページは任意となりますが、OMG PARTNERS という同じ船に乗っている仲間たち

に興味・関心をもっていただき、隙間時間などに目を通していただけると幸いです 

 

1-8 夢プロデュース面談 

月 1 回 1 時間程度実施するためシフトに組み込んでください 

面談後に責任者は Google フォームに全員分を月末までに入力してください 

面談はスタッフのビジョンに紐づいていますが、それを達成させるために今期やるべきこ

とが 12 分割の課題となっており、当月分課題（月次数字達成）の具体的取り組み方を可

視化して、その課題を達成させる執念のアクションコミットの相互認識になっていること 

 

1-9 店舗監査実施 

毎月店舗責任者は店舗監査シートを基に自店の監査を実施し報告をします 

統括・マネージャーは店舗責任者が実施した監査シートを基に月次確認監査を実施します 

執行役員・取締役は四半期に一度店舗監査を実施します 

代表は年 1 回の店舗監査を実施します 
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1-10 緊急連絡 

責任者以上へ緊急時の連絡を取りたい際は、通常電話を行い出ない場合には連続で 3 回コ

ールを 3 回鳴らして着信履歴を残してください 

それと LINE でも緊急連絡であるメッセージを送ってください 

該当者は 3 回以上の連続着信と LINE メッセージがあった場合には、会議や商談中であっ

ても緊急連絡を優先対応してください 

それでも連絡が取れない場合にはエリア管掌ではない他の役員へ連絡をしてください 

他の役員の連絡先はマニュアルの最終ページを確認してください 

 

1-11 クレーム発生時 

クレーム発生時はクレームフローチャートに基づいたアクションをお願いします 

1. クライアント初期対応及び詳細の確認 

2. 初期対応後原則 5 分以内に統括・マネージャー以上に連絡する※統括・マネージャー

に連絡がつかない場合は東京サポートセンターへ連絡 

3. 現場でのクレーム対応が未解決の場合は、統括・マネージャー以上がクライアント対

応する 

4. 統括・マネージャーは、クライアント対応後に役員へ報告する 

5. クレーム発生から 24 時間以内にクレーム・事故報告書を提出する 

6. クレームは事案が完結するまで、グループ LINE のクレーム報告部屋にて週次で進捗

報告をあげ、改善必要事項はマニュアルインしてブラッシュアップする 

 

1-12 コンプレイン 

店舗責任者は毎日曜日の業務終了時までに統括・マネージャー以上にその週に吸い上がっ

たコンプレインを提出する 

執行役員以上は毎月曜日の幹部会議に上程し、その改善内容を審議する 

コンプレインに対する現場改善は即日指示し後日改善確認を実施する 

週次で審議されたコンプレインの改善事項は翌月の店舗運営マニュアルアップデートに反

映させて配信されます 
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1-13 シフト 

前月の 25 日までに翌月分のシフトを最終確定させます 

最終確定とは統括以上の承認済みのものとなりますので、調整には十分余裕をもってくだ

さい 

28 日の月は 160 時間、30 日の月は 171 時間、31 日の月は 177 時間にそれぞれのみなし残

業を加味した時間でシフトを作成します 

 

1-14 残業 

基本残業は禁止となります 

やむを得ず残業が発生する場合には、事前に統括以上の承認を得る必要があります 

事後報告では認められない場合もあります 

 

1-15 迷惑メール 

グループ社内の名前を表示させた迷惑メールが送られてくる事案が多数報告されておりま

す 

特に心当たりのないメールはむやみにクリックしないようにしてください 

またその他迷惑メールが再流行の兆しがあります 

マルウェア「Emotet」の感染につながる不審なメールが再び出回ったとして、IPA が注意

喚起しています 

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1367367.html ウィルスに感染しないよう

下記の対策を適宜講じて頂ますようお願いします 

1. 不審なメールは開封しない・添付ファイルを開かない 

2. Windows・メールアプリのアップデート 

3. ウィルス対策ソフトの導入・定義最新版へのアップデート 

4. EmoCheck による Emotet 感染有無の確認 

  https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2019/12/emotetfaq.html 

5. OS が Windows8.1 以前の PC は使用しない・入れ替えを検討する 

※Microsoft 社のサポートが切れておりますのでセキュリティリスクがあります 

その他、Symantec 社のウィルス対策ソフトを導入しています 

定義が最新版になっているかの確認をしてください 

週１回程度、EmoCheck の実行を徹底してください 

 

 

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1367367.html
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2019/12/emotetfaq.html
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1-16  発注ルール 

毎週月曜日までに東京サポートセンター仕入れ担当にて確認が取れていない発注物は、翌

週以降の発注となります 

毎月曜までにワークフローの役員最終決裁がされたもののみを毎火曜日に発注します 

※現場が発注してからの期限ではありませんので要注意 

※決裁後の商品が届かない場合は、統括・マネージャー以上より仕入れ担当に連絡する 

 

1-17 電球切れ 

店舗の電球が切れた状態をそのまま放置しないでください 

天井電球が切れた際は、切れたユニット内の電球をセットで交換してください 

現地にて即購入が可能な場合は統括・マネージャーが立替購入し月次活動費にて清算処理

を行ってください 

看板等の内照ライトや装飾のペンダントライト等の特殊電球に関しては随時稟議申請にて

対応し、期日管理と交換報告の徹底をお願いします 

 

1-18 人事考課 

年に 2 回定性評価実施（上期評価を 9 月/10 月、下期評価を 3 月/4 月）します 

その考課を基に年間総合評価を策定し、フィードバックを 5 月/6 月に実施します 

賃金改定（職能給変動）は 7 月（8 月支給分）に実施します 

年間の店舗実績・個人実績（定量評価の基）と定性評価を考課者が総合的に評価します 

 

1-19 中途オリエンテーション 

■ 初日出社日に統括・MGR 以上が必ず行う ※原則朝 9 時より開始する 

■ 技術系は 16 時間を 2日間、受付アシスタントは 8 時間を 1日で完遂する 

※難しい場合は必ず相談をあげること/統括・MGR 独自の判断をしないこと 

■ オリエンテーション実施内容（4 時間） 

⚫ 出勤後（もしくは他スタッフ出勤時）に既存スタッフに対して顔合わせ（紹介・挨

拶）を行い、安心させ共にモチベートをする 

⚫ 代表大平の LINE/ZOOM による挨拶（９時台に実施）を行う 

併せて現場にて辞令授与を実施する 

⚫ 軌跡動画・リクルート動画・2022 年度入社式大平会長講話動画・グループ説明とク

レドについての説明動画を視聴する 
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研修担当は一緒に視聴し、補足があれば伝える 

統括・MGR は何度も見ることで自身でも同じ内容を同じ熱量で伝えることができる

ようにする 

社会人としての基礎教育・ホスピタリティマインド・コンパス・店舗連絡事項に関す

る説明と黙読ルールの共有、必読箇所の読み合わせを行う 

※コンパスニューフェイス投稿の指示、グループホットラインの周知、スタッフサポ

ート LINE の登録指示をお願いします 

⚫ 就業規則/給与規定についての説明（シフト作成ルール含む）、デベロッパー規則の説

明、ビジネスマナー（GENKIDO スタッフとしての心構え）、ホスピタリティマイン

ド/CS、自⼰努力・自⼰研鑽、チームプレーについてのセットアップを各資料・各テ

キストをもとに実施する 

■ マニュアル研修実施内容（技術系 12 時間、受付アシスタント 4 時間） 

1. クライアントに感動を提供する CS 指導マニュアル 

2. 店舗運営マニュアル 

3. 物的環境整備マニュアル 

4. 各種治療マニュアル（物療マニュアル・柔整マニュアル・鍼灸マニュアル・療養

費マニュアル・自費/整体マニュアル）※該当するもの 

スタッフは、①CS 指導マニュアル・②店舗運営マニュアル・③物的環境整備マニュア

ル、および④各種治療マニュアルの電療/物療に関する部分を入社１０日以内にマスターす

る 

その為の自分の時間を使った自⼰努力を標準とする 

④各種治療マニュアル（電療/物療除く）に関しては、取締役の判断のもとマスターする期

日を指定する 

それに基づき統括・MGR 以上が研修を行い、スタッフは期日までに自⼰研鑽・自⼰努力

し身につける 

尚、技術習得に関しては、上司や仲間が自分の時間を使って身体を貸すことも当たり前化

するような切磋琢磨の文化を構築する 

※受付アシスタントに関しては、オリエンテーションおよび大平代表挨拶（4 時間）・

①②③のマニュアル、および④各種治療マニュアルの電療/物療に関する部分（4 時間）は

同様に実施し、入社１０日以内にマスターする 

初日に関しては原則朝 9 時より勤務開始とする（どうしても難しい場合は都度相談するこ

と） 
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1-20 掃除 

【整理】【整頓】【清掃】【清潔】【しつけ】の頭文字の S をとった 5S についてはすでに理

解出来ていると思います 

私たちは 5S を実施することによってリスクの発生を抑え、生産性の向上を目指すという

取り組みをしています 

【清掃】とは常に掃除をしてきれいな状態を保つことです 

すなわち衛生的に環境を保つことです 

パッと見きれいでもバイ菌などがいれば清潔とは言えません 

そこで衛生的に清掃に保てるようにします 

■ 洗濯機（デイリー・ウィークリー・マンスリー掃除） 

デイリー：糸くずフィルター（ゴミ取りネット）は毎日取り外し、溜まったゴミを捨てて

ください。 

ウィークリー：洗濯機と壁の隙間や洗濯パンの間のホコリや毛は掃除機で吸い取ってくだ

さい。次にハンディモップ等をすき間に入れ込みホコリや毛をかき出してください。最

後に排水溝に溜まったゴミを取り出し、布で洗濯パンのすみっこや排水口周りを水拭き

し、湿気でこびりついた汚れを拭き取ってください。 

マンスリー：洗濯槽の洗剤・石けんかすの付着やにおいの発生を抑制するために、洗濯機

の「洗濯槽」や「槽洗浄」コースを選択し、洗濯槽クリーナーを入れて月 1 回洗浄して

ください。 

■ 冷蔵庫（マンスリー掃除） 

まずは冷蔵庫に入っているものを一旦すべて出し、全体的にクエン酸水をスプレーして少

し時間を置いてから乾いた布で拭き取ってください。水滴がたまりがちな箇所やさらに

細かい隙間等には、歯ブラシや綿棒を使用して汚れをかき出します。全体的な掃除が終

わったら、最後にアルコールスプレーをして乾いた布で拭き取っておくと除菌・消毒さ

れ、カビが生えにくくなる効果があります。カビ防止のためにも水滴が残らないように

しっかり拭き取ってください。 

■ 加湿器（デイリー掃除） 

加湿器に入れる水道水には塩素やカルシウム、ミネラルなどのさまざまな成分が含まれて

います 

それらが水垢となってフィルターに付着すると、嫌なニオイが発生することがあります 

また、水垢によってフィルターの目が詰まり加湿能力が落ちます 

加湿器にはいろいろな種類がありますが、その中でも超音波加湿器は、タンクの水をその

まま超音波で細かい粒子にして放出しています 

そのため、水の中に雑菌が混じっていた場合、雑菌も一緒に部屋の中にまき散らしてしま

います 
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業務終了後にタンクに少量の水を入れてフタをし、振り洗いして水を捨ててください 

本体に残っている水を捨て、内部をスポンジや歯ブラシでこすり汚れを落とします 

フィルターやトレーなど外せるところがあれば外し一緒に流水で洗い、乾いた布で拭きあ

げ、翌日の業務開始前にセットしてください 

 

1-21 各種マニュアルおよび指定図書設置 

青いリングファイルに各種マニュアルタイトルをラベリングした 7 冊と指定図書 4 冊は、

問診室のデスクの上にブックエンドで挟んで設置してください 

 

■ 各種マニュアル 7 冊（2022.07.01） 

⚫ 物的環境整備マニュアル 

⚫ 店舗運営マニュアル 

⚫ 療養費マニュアル 

⚫ 柔整マニュアル 

⚫ 鍼灸マニュアル 

⚫ 物療マニュアル 

⚫ 自費・整体マニュアル 

 

■ 指定図書 4 冊 

⚫ 社会人としての基礎教育 1 年目テキスト 

⚫ 社会人としての基礎教育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 

 

■ 指定購入品 

商品名：【アスクルオリジナル】リングファイル PP 製表紙 A4 タテ 丸型 2 穴 背幅

27mm ブルー 青 ユーロスタイル オリジナル 

お申込番号： 2713614 

商品名：アスクルリング式ファイル用ポケット A4 タテ 100 枚パック 

お申込番号：510354 

 

構造上のイレギュラー店舗（バックヤードや収納スペース等）の場合は、各エリア統括お

よび MGR がその該当店舗毎にこの部分のマニュアルを別途作成し、物的環境整備マニュ

アルに付け加えてください。 

 



2023.04.01 

 

   

 

1-22 金品授受の原則禁止 

いままでクライアントからの金品授受に関するルールがマニュアル化されていなかったた

め、社会通念上の各自の判断で対応してきましたが、クライアントとは常に公正で透明な

関係性を末永く築いていく必要があり、今後、高額あるなしにかかわらず金品（金券・現

金または物品）の授受を原則禁止とします 

クライアントにとっては、感謝の気持ちを伝える方法として金品を差し出されることがあ

ります 

特に見返りを求めていない気持ちが大きいのですが、一度受け取ったらそれで終わりでは

ありませんし、その後繰り返されるということです 

いずれは互いの関係を超えやはり特別にしてほしいと言う気持ちが大なり小なり芽生えて

しまいます 

エッセンシャルワーカーとしての仕事に誇りを持ち責任ある行動をとりましょう 

その為万が一、頂き物が生ものであったしても、最初は会社ルールで受け取れない旨をき

ちんと伝えてください 

その上で生ものをやむを得ず受け取らざるを得なかった場合には、サポートセンターの志

垣さんへナレッジで毎回当日中に報告をあげてください 

クライアントには、「今回は○○さんのご厚意に感謝いたしますが、次回からは会社のル

ールで一切の金品を受け取ることが出来ないので、お気持ちだけありがたく頂戴いたしま

す。」と感謝の気持ちをお伝えください 

受け取った生ものはバックヤードで管理し、業務時間外（休憩または業務後）にスタッフ

で当日中に分け合ってください 

生ものが翌日にもそのままバックヤードに放置されていることがないようにしてください 

店舗の受付と待合スペースに新たな掲示物（金品受取禁止）を設置します 

掲示物データはナレッジのげんき堂 G 書式の POST を確認してください 

 

1-23 バックヤード掲示物 

■ OMG PARTNERS スローガン 

「Say thank you!」 

家族、お客様、仲間、上司に、ありがとうと言おう！ 

■ ○○月の生産性データ 

毎月末にコンパスデータと一緒に送っている「●●月の生産性データ」は出力し、自店の

部分にアンダーラインを引き、バックヤードに貼りだしてください 

店舗監査時には生産性データが貼りだされているかを確認します 
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■ 年間予算計画表 

バックヤードに今期年間予算表を貼りだしてください 

店舗監査時に数字記入がなされているかを確認します 

⚫ エリア年間予算（外部）、エリア年間予算（内部） 

⚫ 自店年間予算（外部）、自店エリア年間予算（内部） 

⚫ 年間賞与目標 

⚫ 月次予実（外部）、月次予実（内部） 

 

1-24 パスワード・案内書の管理取扱い 

店舗で使用する ID やパスワード類はすべて 1 枚のシートに出力したものを金庫保管とす

る 

※その際に出力した日付を必ず入力する 

※月次でシートの確認を行い、すべての ID やパスワードが正しくアップデートされてい

るかを確認する 

⚫ パソコン   ID、パスワード 

⚫ レセコン  ID、パスワード 

⚫ iPad   apple ID、パスワード 

⚫ ナレッジ   ID、パスワード 

⚫ アスクル   ID、パスワー 

⚫ ブリリアントライフ ID、パスワード 

⚫ 働く DB  ID、パスワード 

⚫ LINE 公式  ID、パスワード 

⚫ Google アカウント ID、パスワード 

⚫ エキテン  ID、パスワード 

⚫ HPB  ID、パスワード 

⚫ KOT  ID、パスワード 

⚫ 金庫  パスワード 

⚫ デベ（金庫） パスワード 

⚫ デベ（ロッカー） パスワード 

案内書 

⚫ プロバイダーの契約 開設案内書 

⚫ NTT 開通  案内書 
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1-25 タオルの経年劣化に伴う入れ替え 

タオルは洗濯の回数が増えてくるとパイルや繊維そのものが傷んでほつれてきたり、吸収

性が悪くなったり、肌触りも硬くなってしまいます 

タオルを交換する目安は 1 年以上使い続け、下記のような状態になったら換えてください 

⚫ タオルの端から糸がほつれているのが目立つ 

⚫ ゴワゴワとした感じが出て使い心地が悪い 

⚫ 変色して薄い赤っぽい色になっている 

⚫ 雑菌が繁殖しているような変な匂いがする 

経年劣化した古いタオルは、シンクや洗濯パンの水漏れマット、雑巾、荷物の梱包材等、

非常に多くの用途がありますので直ぐに処分せず再利用してください 

 

1－26 疼痛性外傷の問い合わせ対応（電話問い合わせ） 

多くのクライアントに継続通院頂くために予約優先制としていますが事前予約でいっぱい

だからとお断りするのではなく、「事前予約制となっておりますので少々お待ちいただき

ますが、ご対応いたしますので気を付けてご来院ください。」と伝えしてください 

 

1－27 疼痛性外傷の問い合わせ対応（窓口対応） 

多くのクライアントに継続通院頂くために予約優先制としていますが事前予約でいっぱい

だからとお断りするのではなく、「事前予約制となっておりますが、少々お待ちいただけ

ればお声がけいたしますので、待合スペースでお待ちになってください。」と伝えしてく

ださい 

 

1-28 防火・防災管理者選任 

火災や災害の多くはちょっとした不注意やそれに対する意識の低さから発生していること

が多く、現場の不備や対応の遅れなどによって被害が拡大します 

これから起こり得る災害の予防や発生時のリスクを最小限にとどめるためにも、必要な知

識と対策を講じられる管理者を定めておく必要があります 

そのため各店舗責任者は今期末(2023 年 3 月末)までに各地域の消防本部（消防署）にて防

火・防災管理新規講習を受講し、防火防災管理手帳を取得してください 

手順 

1. 一般財団法人日本防火・防災協会のホームページへアクセス 

https://www.n-bouka.or.jp/ 

https://www.n-bouka.or.jp/


2023.04.01 

 

   

 

2. 防火・防災管理講習を選択 

3. 講習会の検索・申込 

4. 実施年月、講習種別、当道府県を選択して検索実行ボタン 

5. リストの中から講習会番号を選択し、申込 

6. 講習料金（地域によって金額の相違あり）の決済はクレジットカードまたはコンビニ支

払、支払完了後に稟議提出 

※領収書を出力し稟議に添付してください 

 

1-29 オイルアレルギー対応 

現在ベースで使用しているオイルはライスジャームオイルですが、万が一コメ胚芽油にア

レルギー反応が出る方がいた場合に限りスイートアーモンドオイルベースを使用してくだ

さい 

その際もアーモンドやマカデミアナッツに対してのアレルギー反応が出るかの確認も必ず

行ってください 

 

発注：ブリリアントライフからアロマオイルを選択 

⚫ ベジタブルオイル ライスジャームオイルベース（コメ胚芽油、コメヌカ油）1000ml

詰め替え用 商品番号：S101-00473 

⚫ 【キャリアオイル】スイートアーモンドオイルベース（アーモンド油、コメヌカ油、マ

カデミアナッツ油）1000ml 詰め替え用 商品番号：S101-00461 

 

1-30 バックヤード設置個人ロッカーの鍵かけ 

スタッフ用個人ロッカーがあっても盗難のリスクはゼロではありません 

しかし個人で使えるロッカーがあり鍵をかけることができれば盗難や紛失のリスクは低く

なります 

一度盗難が起きてしまうと犯人捜しが始まり、一緒に働く同僚や上司にあらぬ疑いをかけ

てしまうと人間関係が悪くなり仕事に支障をきたしてしまうことも考えられます 

そのため貴重品や携帯電話は常に自身のバッグの中にしまっておくようにして、貴重品を

しまったそのバッグは個人ロッカーに入れてロッカーの鍵は必ずかけことがルールです 

個人ロッカーの鍵はズボンのポケットにしまって各自が管理すること 

 

 

 

 



2023.04.01 

 

   

 

1-31 電話・ネット回線のトラブルが生じた際の対応 

1. 物的環境整備マニュアルにインしてある「電話ネット回線トラブル対応 2021.11Ver」

の全項目を確認する 

2. それでも問題解決しない場合は、各現場から統括・MGR へ連絡する 

3. 統括・MGR より下記の担当者宛にナレッジでメッセージを送信 

To: 橋本伸也、岡田拓馬、荒木弘美、山崎奈津枝、中山 

メッセージには  

・ 不具合の発生している PC 情報 

・ 発生した時期 

・ トラブルの内容 

・ リモート診断等に対応する店舗担当者名 

・ 上記担当者の連絡先 

・ プロバイダーの契約開設案内・NTT 開通のご案内情報 

を必ず明記する 

4. リモート診断に対応する担当者（外部アウトソーシング）から上記に記載した店舗担当

者へ速やかに連絡が入ります 

ただし対応可能なのは、月曜日から金曜日までの 10:00〜17:00 まで 

※土曜・日曜・祝日と上記時間外は対応不可 

 

1-32 慶弔関連 

◼ 結婚をした  

上長へ報告し、統括・MGR より事業戦略 LINE へ報告してください 

（店舗/スタッフ氏名/入籍日/結婚式有無/招待の有無/有の場合詳細） 

◼ 改姓の申請  

ご自身の SmartHR アカウントから申請してください 

（TOP→氏名変更の手続き 保険証は手続き完了後 3 週間をめどに発送されます） 

◼ 子供が産まれた 

上長へ報告し、統括・MGR より事業戦略 LINE へ報告してください 

（店舗/スタッフ氏名/子性別/子氏名/子生年月日） 

◼ 扶養の追加/異動などの申請 

ご自身の SmartHR アカウントから申請してください 

（TOP→扶養追加の手続き/扶養削除の手続き） 

・ 追加の場合、マイナンバー提出は必須となります 

ご用意の上申請をしてください 
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保険証は手続き完了後 3 週間をめどに発送されます 

・ 扶養削除の場合、保険証は速やかに➡〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-5-5-6F 

株式会社 GENKIDO 東京サポートセンター 総務まで送ってください 

◼ 親族が亡くなった 

上長へ報告し、統括・MGR より事業戦略 LINE へ報告してください 

（店舗/スタッフ氏名/故人氏名/続柄/通夜告別式有無） 

・ 有の場合→喪主名/会場名・住所・電話番号/時間など 

 

※慶事について補足 

ウィズコロナ社会になり、今後結婚式開催についても元に戻っていく状況と思います 

おめでとう/ありがとうの文化構築として会社としてしっかりお祝いを実施していく方針で

す 

開催規模は様々と思いますが、会社への招待がある場合は、代表もしくは代理として役員

や MGR が参加 

事情があり招待が無い場合も祝電・ビデオレター対応などを行います 

スタッフからの入籍報告が上がった際、統括・MGR は上記をふまえて詳細を確認し報告

をしてください 
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2. コロナ感染拡大防止対策 

「持ち込まない」「うつさない」「かからない」 

 

2-1 スタッフ 

■ 出勤前自宅での検温を実施 

➔37 度以上の場合は上長に連絡し体調確認してからの判断 

➔37.5 度以上の場合は出勤停止 

■ デイリー検温記録は店舗保管 

■ 店舗出退勤時のアルコール手指消毒 

■ 勤務中は常時マスク着用 

■ ユニフォームは 1 日 2 回(午前・午後)消毒・消臭スプレー 

■ 施術直前、直後は毎回ベッドサイドにて手指消毒 

 

2-2 クライアント 

■ 来店時都度受付にて検温を実施 

➔37 度以上の場合は体調確認 

➔37.5 度以上の場合は当日のサービス提供お断り 

■ 受付にて手指消毒依頼 

 

2-3 店舗 

■ クライアントが使用した物(ペン、クリップボード、メニューファイル、老眼鏡、荷物

カゴ、アメニティ、眼鏡ケース等)は都度使用後即消毒 

■ クライアントが使用したスペース(待合、フィッティング、トイレ等)も都度使用後即

消毒 

■ 施術ベッドは都度消毒し、ティッシュペーパーで拭き取る※要拭き取り確 

商品名：ティッシュペーパー150 組 1 パック(6 個入) 

お申込番号：U366433 

■ 受付カウンター、待合スペース、問診スペース、施術スペース、個室スペース、フィ

ッティングスペース、バックヤードは開店前と閉店後、それ以外に 1 日 2 回(午前・午後)

全体消毒作業実施 ※4 回/日、チェックリスト作成運用 

■ クライアントが使用したスリッパは靴箱に戻す前に都度消毒 
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2-4 コロナ感染対応  

スタッフが体調不良となり PCR 検査を実施した際に陽性、またはみなし陽性と診断され

た場合には、行政が定めた期間有休を使っての自宅療養をしてください 

現場スタッフがコロナ陽性となった場合、他のスタッフに関して保健所から濃厚接触者の

判断がされない場合には、PCR 検査を受ける必要はないです 

もし他のスタッフが保健所判断により、濃厚接触者と判断された場合には、速やかに PCR

検査を実施してください 

 

その際は、 

■ PCR 検査の結果が出るまでは、有休を使っての自宅休養 

■ 陽性の場合は、指定期間有休を使っての自宅療養 

■ 陰性の場合は、現場復帰 

 

家庭内にて濃厚接触者になった場合、 

陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）または住居内で感染対策を講じた日、いず

れか遅い方を 0 日目として 5 日間（6 日目解除）とします 

なお、医療用抗原定性検査キットにより 2 日目と 3 日目に検査を行い、陰性が確認された

場合には、3 日目から待機を解除します 

医療用抗原定性検査キットは各薬局で購入可能、購入費用については会社が負担します 

発生時都度上長へ申し出てください 
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3. 環境整備 

 

3-1 営業前準備 

オープン前チェックリストがすべて○になっていることをダブルチェックする 

■ 各種電源確認 

留守電解除、受付パソコン、レセコン、iPad 、クレジットキャット端末、ホットキャビ、

ディフューザー系、空気清浄機、サーキュレーター、看板（デジタルサイネージ）、ウォ

ーターサーバー、CD コンポ、非接触型体温計、エアコン 

■ トイレ（路面店） 

便器・便座掃除、ゴミ箱 、トイレットペーパー補充、 ハンドソープ補充、 消毒液補

充、ペーパータオル補充、鏡拭き、トイレマットホコリ除去、スリッパ消毒 

■ ファサード（イーゼル・パネル・ブラックボード） 

拭き掃除、ホコリとり、ポスター確認、書き直し（ブラックボード） 

■ ファサード（ドア・ガラス面） 

ドア両面の拭き掃除、ガラス拭き、ドアのとっての部分の拭き掃除 

■ 受付カウンター 

整理整頓清掃、床掃除、棚、引き出しの中、PC、POS、レジ周りのホコリとり、消毒液補

充、拭き掃除、ゴミ箱 

■ 待合スペース整理整頓清掃、靴箱拭き掃除、スリッパ消毒、掲示物のホコリとり、待

合椅子の脚（ホコリとり）、鏡拭き、カップディスペンサー補充（60 個）、アメニティグッ

ズ補充、消毒液補充、ゴミ箱 

■ 問診スペース 

整理整頓清掃、ゴミ箱、カルテ整理、消毒液補充、掲示物 

■ 施術スペース 

整理整頓清掃、ベッドセッティング、ベッド下、足マットのホコリとり、棚、ペーパー類

の補充、消毒液補充、ゴミ箱 

■ 施術スペース（個室） 

理整頓清掃、ベッドセッティング、ベッド下、足マットのホコリとり、棚、着替え補充、

ペーパー類の補充、ホットキャビ準備、タオルセット、消毒液補充、ゴミ箱 

■ フィッティングスペース 

整理整頓清掃、足マットのホコリとり、鏡拭き、棚の上（アメニティグッズ・消毒液）、

着替え枚数確認、消毒液補充、ゴミ箱 

■ バックヤード 

整理整頓清掃、冷蔵庫、棚（タオル・着替え）、ロッカー（携帯電話）、靴箱の整理、洗濯

機内外の清掃、ホコリとり、ゴミ・ダンボール等の廃棄 
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■ 洗濯物 

タオル類、ユニフォーム、包帯類 

■ 物療機器 

整理整頓清掃、電源、配線コード、スポンジ、ペーパー準備 

■ 予約表の確認 

カルテだし 

■レジ金 

金額、釣銭確認 

■ 両替 

インショップの場合は、毎朝デベの両替機（使用時間内）で両替を行ってから店舗をオー

プンさせてください 

※レジ金の千円札が 10 枚を切ったら両替に行ってください 

アウトショップの場合は、前日の売上金を翌日銀行へ入金（週末は除く）に行った際に両

替を行ってください 

■ チケット類 

金庫出し、枚数確認 

 

3-2 空調設定 

エアコン設定はクライアントが心地よいと感じられる室温設定にする 

室温目安：夏は 27℃、冬は 25℃ 

※各スペース設置の室温・湿度計で都度確認する 

湿度目安：夏でも冬でも 40〜60％ 

※各スペース設置の室温・湿度計で都度確認する 

※エアコンの設定温度を夏は 27℃（冬は 25℃）にするということではなく、室温が夏は

27℃（冬は 25℃）、湿度が 40〜60％になるように都度調整をすること 

 

3-3 室温・湿度計設置 

室温・湿度計は各スペース（待合・問診・施術・個室）にそれぞれ設置をしてください 

設置は、クライアントとの頭から胸の位置と同じになるようにしてください 

※インショップなどで空調ユニットがセントラル方式で自店での調整ができない店舗に関

しては、別途サーキュレーターやファンを用意して対応してください 
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4. 受付スペース関連 

 

4-1 クライアントアプローチ 

■ 店舗の看板前で立ち止まり興味深そうに眺めていたら様子を見て声をかけます 

最高の笑顔で近寄って行き、「こんにちは、ご質問があれば承ります。」などと気軽に声を

かけます 

この時相手との応対がきちんとできると、信頼関係が生まれ集客へと結びつくでしょう 

相手が何を望まれているのかを丁寧にお聞きし、その方に最も適した提案をしてください 

当日集客に結びつかなくても将来顧客になり得ますので、LINE 公式カウントへの登録案

内およびチラシ等を必ず渡してください 

■人には快適な距離感（パーソナルスペース）があり、クライアントとの親密度に応じた

適切な距離を取ることで、円滑なコミュニケーションができると言われています 

通常の場合だと 75〜120 センチが快適と言われており、逆にそれ以内だと不快になると言

われています 

物を渡すときや近づく際は、アイコンタクトを取りながら「失礼します。」とお声かけ

し、クライアントから承諾を必ず得てからに近づいてください 

 

4-2 電話対応 

■ 着信 

電話がかかってきたら、3 コール目が鳴り終わる前に受話器を取ります 

それ以上待たせた場合は、「お待たせいたしました。」と一言お詫びの言葉を添えます 

■ 明るい声でゆっくり話す 

電話は相手の表情や態度が見えないため相手の声量や声のトーン、話すスピードで印象を

判断することになります 

電話で話すときは、普段の会話より少し明るめのトーンで、ハキハキゆっくりと話してく

ださい 

■ 正しい呼び方に注意 

電話を受けた際には、「お電話ありがとうございます。げんき堂整骨院○○、○○ が承り

ます。」と名乗ってから会話を始めます 

それ以降は、毎回院の名前を伝えるのではなく、「当院」と言います 

また、「患者さん」ではなく「患者様」と敬称で相手のことを呼び、相手の名前を確認し

てからは、「○○様」と名前で呼んでください 

■ メモを取って復唱する 

クライアントから聞いた大切な情報は、メモを取ります 
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特に名前、連絡先、来院時間帯、コースや症状などの情報は重要です 

メモを取った後に、必ず復唱し、内容に間違いがないか確認します 

■ 相手の声が聞き取りづらい：相手の声が小さく、聞き取りづらい場合 

「聞こえません」➡「申し訳ございません。少しお電話が遠いようですが。」 

「ちょっと聞き取りづらいのですが。」➡「電波の調子が悪いようです。」 

■ 忙しくて電話を受ける余裕がない：院が忙しい時間帯にかかってきた電話「ごめんな

さい、また後でかけてください。」「今忙しいです。」➡「申し訳ございません。少し立て

込んでおりまして、満足のいく電話対応をできないため、後ほど（○○分後に）折り返し

のお電話をさせてください。」 

■ 電話対応中のキャッチ 

相手の言葉が一度途切れたところで、「恐れ入りますが、別の電話が入ったようです。ご

用件を聞くため、いったんこのままお待ちいただけますでしょうか？」と相手の了承を得

てからキャッチ対応する 

保留した際に相手を 30 秒以上待たせてはいけないので、キャッチ相手には「お待たせい

たしました 

お電話ありがとうございます。〇〇の〇〇です。申し訳ありませんがただいま他の電話に

出ておりますので、終わり次第こちらから折り返しお電話しますので、お名前フルネーム

とお電話番号を頂戴してもよろしいでしょうか？」と慌てず丁寧に対応ししてください 

■ 施術中の電話対応 

電話が鳴ったからといって当たり前のように電話に出て良い訳ではないです 

目の前のクライアントがプライオリティであり、電話に出るためにいったんその場を離れ

ることについて了承を得る必要があります 

「〇〇様、大変申し訳ございませんが電話対応のため一度施術（タイマー）を中断（止

め）させていただいてもよろしいでしょうか？」クライアント了承を得たら、「ありがと

うございます。すぐに戻りますので少々お待ちください。」と言ってから初めてその場を

離れられます 

電話に出たら「お待たせいたしました。お電話ありがとうございます。〇〇の〇〇です。

申し訳ありませんがただいま施術中になりますので、〇〇分後（施術終了予定時間）にこ

ちらから折り返しお電話しますので、お名前フルネームとお電話番号を頂戴してもよろし

いでしょうか？」と慌てず丁寧に対応してください 

■ 電話の最後は丁寧に 

電話を切る時にミスをしてしまうと、それまでの印象が台無しです 

電話の御礼を伝え、クライアントが先に電話を切ったことを確認してからこちらの受話器

を置きます 

もし、クライアントがなかなか切られない場合には、しばらく待ってから「失礼します」

と一言添えて電話を切ります。基本電話対応は 3 分以内に終えてください 
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■ 姿勢 

受付で電話対応している最中は、常に他人に見られている意識を持ってください 

予約のメモを取る際は、下をずっと向いたまま作業をするのではなく、周囲の人にも気を

配ってください 

丁寧な電話対応をしながらも、周囲に対する接客意識を持って対応してください 

特に片肘、カウンターや壁への寄りかかり、ペン遊びなど見ている相手が不愉快に感じる

所作は謹んでください 

 

4-3 お出迎え 

■ 事前準備 

ご予約時間の 5 分前には事前準備（各種記入書類、ご案内するスペースの整え、着替

え、アメニティ等）を済ませた状態で待機してください 

■ ファーストインプレッション 

第一印象がもっとも大事だと聞きますが、一番心がけたいことはクライアントに安心感を

与えることが出来るかどうかです 

人は誰しも特に初の来院や違う環境では多少なりとも緊張したり、不安になったりします 

特に、はじめてのクライアントの場合、次も利用してくれるかどうか決め手になる要因の

一つはスタッフの第一印象です 

せっかく挨拶をするのなら、良い印象を持ってもらえるようにしましょう 

そして「また利用したい」と感じてもらうことが大切です 

■ 笑顔 

心からの笑顔がクライアントに伝わるように心がけてください 

笑顔は人を幸せにする効果があり、そして自分を幸せにする効果もあります 

■ ファーストアプローチ 

こちらからクライアントに挨拶をするのがマナーです 

こちらから挨拶をすれば、ほとんどの人は良い印象を持ってくれます 

その際、相手の目を見て挨拶をします 

そして、挨拶にプラスアルファの言葉を加えるとさらに印象をアップすることもできます 

クライアントが共感しやすい内容や言葉を添えてください 

■ 挨拶 

きちんとクライアントが聞きとれるように、はっきりした声で挨拶しましょう 

多少発音がうまくできなくても、気持ちの良い挨拶ができれば、良い第一印象を与えるこ

とができます 

クライアントとアイコンタクトが取れた時点で会釈 

会釈に対する反応が返ってきたら、「こんにちは」と最高の挨拶をします 
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4-4 雨天時 

入店時 

雨に濡れたクライアントが利用できる雨天用タオルを用意し、受付で「風邪をひかないよ

うにこちらのタオルをご使用ください。」とお渡ししてください 

待合スペースから施術スペースへ案内する際に、使用したタオルは受け取ってください 

退店時 

「傘のお忘れはございませんか。」の声かけをする 

 

4-5 傘について 

入口スペース設置のクライアント用傘立てにスタッフの傘は置かず、必ずバックヤードに

置いてください 

クライアントが忘れた傘で所有者が判明している場合は当日内に連絡をしてください 

付箋に名前と日付を書いて傘の柄にセロハンテープで貼り付けて管理をしてください 

所有者が不明な傘のお預かり期間は 1 ヶ月として、1 ヶ月経過しても取りに来ない傘は、

急な雨の降りだし時にクライアントへ「この傘は忘れ物で 1 ヶ月以上経過し処分の対象と

なっているのでよろしければお持ちください」と渡してあげてください 

バックヤード保管が 5 本以上になった傘から廃棄処分をしてください 

※警察庁の遺失物法に関する規定をベースに持ち主の特定できない傘の忘れ物保管期間を

1 ヶ月とすることにしました 

 

4-6 受付が不在になる場合 

短時間でも受付が不在になる場合は、受付カウンターに不在アナウンス POP の設置と呼

び鈴をセットで設置する 

 

4-7 自費の次回案内掲示 

受付カウンターから離れ不在になる際には、ご案内ボードを必ず設置してください 

その際は都度時間の確認を予約表（画面）と照らし合わせて間違いないかの確認をしてく

ださい 
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4-8 受付スペースでの所作 

受付スペースは、院の顔です 

いうまでもないことですが、不愛想で暗い表情では院の雰囲気まで暗くしますし、近寄り

がたい印象を与えてしまいます 

受付スペースでは常に最高の笑顔を意識してください 

アイドルタイムがあってもスタッフ同士が受付スペースに集まって話していたり、入口付

近に立ってクライアントの導線をさえぎったりしてはなりません 

受付スペースでのスタッフ同士の私語は厳禁です 

電話対応、会計対応、来店のタイミングが重なった時以外は受付スペースに入れるのは常

に 1 名とします 

それと当たり前のことですが、ずっと下を向いて作業をしていたら、目の前を通り過ぎる

クライントを見逃したり、気づかなかったりということもあります 

常に周囲に気を配りながら最短時間で作業をしてください 

 

4-9 受付での各種チケット・パスの確認 

受付にてメンバーズカードを受け取った際、クリアカードケースの中に入っているその他

のチケット類（各種フリーパスや特殊チケットなど）の確認を行ってください 

また受付スペースから施術スペースへご案内する際、チケット類の使用が本日あるかの確

認を行ってください 

エスコートのご案内ができなかった場合でも、治療を提供する前に本日の治療プランを説

明し必ず合意形成を図ってから治療を開始してください 
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5. 待合スペース関連 

 

5-1 クライアントアプローチ 

■ 親心の目線 

特に新規のクライアントは右も左もわからないからこそ、わかりやすく、優しく、丁寧に

お伝えすることに神経を注いでください 

かゆいところすべてに手が届くくらいの気遣いで、先の先までサポートする接客が必要で

す。説明を勝手に省略しないでください 

■ クライアントカード記入 

ファーストアプローチの際は、クライアントの正面からアプローチするのではなく、斜め

向かいからさりげなく近づいてください 

その際、パーソナルスペースをしっかり意識してください 

ご記入の説明時は相手から見やすいように記入書類はクライアントの正面に向けます 

書類ばかりを見て説明したり、一方通行の説明になったり、説明が機械的になったりしな

いように心がけて対応してください 

■ 携帯電話ルール 

待合スペースから施術スペースへクライアントをご案内する際には都度クライアントに携

帯電話のルールについてアナウンスしてください 

「携帯電話をお持ちでしたら、電源をお切りいただくかマナーモードへの設定をお願いい

たします。また院内（店舗内）での通話はご遠慮ください。」店舗には他のクライアント

の方もいます 

互いに配慮し合って安心して利用できるスペースを常に心がけてください 

■ 待合スペースに複数名いる場合の案内声かけ 

ご案内に伺った際、複数名のクライアントが待っていた場合には、スペースにいるすべて

の方にきちんと予約の順番でご案内していることをお伝えして下さい 

■ 待ち時間の心理を理解してください。 

「しばらくお待ちください」と言われるのと、「5 分程度お待ちください」と言われるので

は、前者より後者のほうが安心して待つことができるのは想像できると思います 

基本はクライアントの待ち時間をなくすために最善を尽くしてください 

しかしながら、どうしてもお待ちいただく場合は、お待ちいただいているクライアントに

不安な状態のままお待たせしない一声をかけてください 

それとすべてのクライアントにフェアにお待ちいただいてください※急患は除く 
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5-2 予約時間より早く来店されるクライアント対応 

私たちもクライアントが待っている焦った心理状態ではおもてなしの心が乱れてしまいま

す 

また先にサービスを受けているクライアントも、落ち着かない、待っているから早く終わ

らせないと申し訳ない、のような心理状態にさせてしまいます 

基本早めに来るクラインとの心理としては、「少し早く行けば、早く終われていいかも」

がほとんどです 

ですので、ご予約時間の 5 分前からしか受付できないことを周知してください 

 

5-3 飛び込みの急患対応 

急患（痛みが強い方）が来院された際には、待合スペースでお待ちいただいているすべて

の方へ、「大変申し訳ございませんが、急患の方の初期対応を優先させていただきたいの

ですがご理解いただけますでしょうか？その際少々お待たせしてしまう場合があることを

ご了承ください。」とお声かけしてください 

また、ご協力とご理解いただけたクライアントに対しては個別に、「おかげさまで初期対

応を無事に済ますことが出来ました。本当にご協力ありがとうございました。」と感謝の

言葉を述べてください 

 

5-4 モニター管理 

待合室に設置してあるモニターは店舗の案内、プロモーション、キャンペーン告知、待合

での待ち時間を退屈にさせない空間演出等で大きな役割を果たします 

ブランディングイメージを高められる有用なツールとなります 

その為、コンテンツを含めて適切に管理をする必要があります 

モニター本体が映らなくなった場合は速やかに統括および MGR へ報告をしてください 

表示データのトラブルや差し替え等が生じた場合は下記に沿って対応してください 

データ画像 

ナレッジにログイン➡G 書式➡GENKIDO（モニタ画像）➡パスワード保護領域➡2929➡

必要な各モニタ画像を USB にダウンロード➡モニターに差し込んでスライドショー設定 
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6. 問診スペース関連 

 

6-1 案内前事前確認 

クライアントをご案内する前に使用するスペースの環境整備が整っているのかの事前確認

徹底のルールを遵守してください 

 

6-2 初診時対応 

■ クライアントのニーズ傾聴 

クライアントが何も求めているのかを把握し、寄り添い姿勢で対応をする 

保険が適応できるのか否かは、問診後になることを丁寧に説明する 

■ 保険説明 

保険適応症状であれば保険についての説明をする。※納得と同意が必要 

■ 保険証確認 

保険証をいったん預かり即座にコピーを取ってその場で保険証をお返しする 

※保険証返却前にベッドへのご案内は禁止 

■ 同意書サイン 

負傷日、負傷原因、負傷部位の記入済み同意書に署名をいただく 

※白紙同意書サイン禁止 

■ 施術フロー 

➀ 物療内容説明 

② 施術内容説明 

③ フィードバックと治療計画説明 

問診後クライアントを施術スペースへ案内した後のフローは原則 

物療➡施術➡フィードバックと治療計画説明の順となります 

■ レセプトサイン 

レセプトにご署名をいただく 

「こちらの欄に健康保険証に記載の被保険者名でご署名をお願いいたします。」 
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6-3 カウンセリング（問診）とフィードバック（説明） 

いくら丁寧な言葉を使ってもいても、笑顔であっても、態度や立ち居振る舞い一つでクラ

イアントにマイナスの印象を与えてしまうこともあります 

■ 姿勢 

椅子には深く腰掛けず、背筋はまっすぐ、背もたれには寄りかからないように座ります 

背もたれと背の間は拳一個分くらい空けて、体幹で支えるようにして座ってください 

この時、やや前傾姿勢を取り、心臓をクライアントに近づけるようにします 

手はデスクの上に出しておくとクライアントに安心感を与えます 

腕組をしないことはもちろんですが、デスクで見えなかったとしても脚を組んではならな

いです 

■ 傾聴 

クライアントが話したいことを聴くのが鉄則です 

クライアントの話にじっくり耳を傾けてしっかり聴くことで、相手は十分に話ができ信頼

にもつながります 

■ 目線 

都度、確認のタイミングでクライアントに目線を合わせてください 

■ 声 

ハキハキとした声でありながら、プライベートな内容を話しているので周りのクライアン

トにも配慮したトーンと大きさで話してください 

■ 共感 

相づち、確認、間、繰り返し、支持、オウム返しを活用し、クライアントが聞いてくれて

いると感じられるように心がけてください 

■ コミュニケーション 

信頼関係を築くことが一番の目的です 

こちらの一方的な質問だけで終わらせないようにしてください 

それと質問が作業的にならないように意識します。クライアントの声なき声を拾うため

に、勝手なイメージや言葉尻だけで決めつけないようにしてください 

■ 専門用語ばかりを使わない 

自分たちにとっては当たり前であっても、クライアントにとってはそうでない場合がほと

んどです 

専門用語ではなく、クライアントでも理解できる言葉を選んで使用してください 

■ クライアントの理解に合わせて説明する 

説明することで頭がいっぱいになり、クライアントが理解しているかどうかを考えずに自

分のペースで説明してしまうことが見受けられます 

クライアントにとっては初めて聞くことが多く、わからないことだらけで余計不安になり
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ますの で、ゆっくりとクライアントの反応を何度も確認しながら相手のペースに合わせ

て説明してください 

■ ツール（iPad）を活用する 

言葉だけでは真意がなかなか伝わりづらいこともあります 

そこで図解やチャート等の視てもらいイメージしやすいツールを活用して説明したほうが

理解しやすくなります 

■ プロフェッショナルとしての評価をはっきりと言い切る 

大切なのは何が原因かを断定し、クライアントの不安要素をしっかり取り除いてあげるこ

とです 

あいまいな言い方だと、その言葉の信頼性が失われ価値が下がってしまいます 

■ ゴール設定 

目標を達成した時を実際にイメージしながら、「無理ない・具体的な・肯定的                                                                                                                                                                                                                                                                           

な目標」を設定します 

「痛みに悩まされずに元の生活状態に戻ること」、「痛みを自⼰管理できるようになる」等

個々のゴールに向けて、しっかりと同じ方向を向いているかを判断するために短期（保険

＋物療）・中期（保険＋自費）・長期（自費）それぞれのゴールを具体的に設定してくださ

い 
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7. 施術スペース関連 

 

7-1 案内前事前確認 

クライアントをご案内する前に使用するスペースの環境整備が整っているのかの事前確認

徹底のルールを遵守してください 

 

7-2 荷物カゴ置き場と移動ルール 

クライアントをご案内する前の荷物カゴの設置場所はスツールの上となっています 

クライアントがベッドに横たわる直前にポケット内にある物、メガネをカゴの中にある小

物入れ、メガネケースにそれぞれ入れていただきます 

荷物カゴを移動するタイミングはクライアントがベッドに横になる直前、すなわちクライ

アントが見ている前で移動するです 

「荷物カゴは、顔の下の見える場所に置かせて頂きます。」とお伝えします。施術が終了

しクライアントが起き上がったら、顔の下に設置した荷物カゴをスツールの上に移動さ

せ、「お忘れ物がないようにご注意ください。」と声かけしてください 

※クライアントが見てない時の荷物カゴの移動や見えない場所への設置は禁止 

 

7-3 大きい荷物の取り扱い 

大きい荷物やカバンの場合、設置カゴには入れずベッドの真下またはベッド足元の壁との

スペースにクライアント自らその荷物を置いていただいてください 

 

7-4 施術スツール 

キャスター付きのスツールの使用は禁止です 

キャスター付きスツールに座ったままの移動加重時のストレスでキャスターが破損します 

またその際にスツールを転倒させ雑音が発生することで CS を下げる要因となります 

 

7-5 長い髪型の方対応 

仰臥位で頸部の施術をする際に引っかかりそうな髪の長さのクライアントには、事前に髪

を束ねて頂くように依頼をしてください 

「こちらのヘアゴムをご利用ください。」とアメニティグッズを差し出してあげてくださ

い 
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7-6 クライアントとの着衣をめくる場合 

いかなる状況でもクライアントの着衣をめくる場合は、「○○様、○○（目的）するため

に、○○（具体的部分）をめくらせていただいてもよろしいでしょか？」と確認を入れま

す 

こちらから一方的に伝えたから了承を得たではなく、必ずクライアントの返事や了承（う

なずき）を得たことを確認してからになります 

 

7-7 延長・物販・物療等の発生時 

延長・物販・物療利用の合意形成が成された際は、その場で承ったスタッフ本人が来患ノ

ートに詳細と金額を記入する 

万が一他のスタッフへ記入を依頼した場合は、記入後のノートを目視し確認をしてくださ

い 

 

7-8 ベッドセッティング 

EXGEL EX フェイス/バストマット・掛け用（大判）タオルの 3 点セットがベッドの上に

セットされている 

施術開始時にフェイスペーパーを枕にかぶせ、小タオル（フェイスタオル）を用意する 

 

7-9 ベッド周辺消毒 

施術が終了次第、ベッド、EX フェイスマット、EX バストマット、メガネケース、小物ケ

ースに除菌・消臭スプレーを噴霧し、キッチンペーパーで拭き取ります 

その際拭き残しが無いことを細かく確認する。また残臭がないかも確認をしてください 

 

7-10 転落防止 

ご年配の患者様のベッドからの起き上がりや寝返りは転落事故になることが多いため、十

分な注意が必要です 

施術終了後すぐに患者様から離れると危険です 

特に起き上がり直後の姿勢が安定していない状態で患者様から離れると危険です 

患者様の姿勢が安定したことを確認してから必ずその場を離れるようにします 
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7-11 施術後のご案内 

施術が終了したらこの後の流れを丁寧に説明してください 

特にお会計に案内しクライアントがスペースに一人になる局面では、「貴重品等のお忘れ

物がないように今一度ご確認ください。」と声をかけて差し上げましょう 
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8. 個室スペース関連 

 

8-1 案内前事前確認 

クライアントをご案内する前に使用するスペースの環境整備が整っているのかの事前確認

徹底のルールを遵守してください 

 

8-2 個室のドア 

異性（クライアント男性：スタッフ女性、クライアント女性：スタッフ男性）の組み合わ

せで個室での施術提供をする際には、扉を閉め切らず 1/3 程度開けた状態にします 

同性同士での施術の場合は完全に閉めて個室を使用してください 

※鍼の施術時等でクライアントの肌の露出が生じる場合は、異性の組み合わせであっても

その間はドアを閉めてください 

 

8-3 ドアの音 

ドアを閉める時は、残り 10 センチくらいのところでいったん止めて、「バタン」と音がな

らないように静かに閉めます 
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9. フィッティングスペース関連 

 

9-1 案内前事前確認 

クライアントをご案内する前に使用するスペースの環境整備が整っているのかの事前確認

徹底のルールを遵守してください 

 

9-2 ドアの音 

ドアを閉める時は、残り 10 センチくらいのところでいったん止めて、「バタン」と音がな

らないように静かに閉めます 
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10. 迷惑行為関連 

 

10-1 大声で話すクライアント対応 

誰しも、人から注意をされる時には嫌な気持ちになるものです 

声が大きいことを厳しい物言いで注意をしてしまうと、トラブルのもとになりかねません 

特に関係性が重視される店舗では、声が大きい人が少しでも受け入れやすいように、なる

べく柔らかく優しい表現で指摘してください 

「周囲に声が届いてしまうので、もう少しボリュームを絞っていただけますでしょう

か？」「お話に割り込んでしまいすみません、もう少し小さな声でお話していただけます

か？」と、相手の会話を邪魔することを謝罪しつつ、謙虚にお願いしてください 

 

10-2 お連れのお子様の騒音や迷惑行為 

店舗ではすべてのクライアントに平等に配慮する必要があります 

そのため、幼児連れのクライアントに対して、「店舗内には医療機器があり万が一事故が

起こってしまっても責任を負いかねますので、お子様に対して指定の場所で一定時間周り

に配慮して過ごしていただくようにお伝え願います。」と声かけしてください 

それと乳幼児をお連れで赤ちゃんが泣きだした場合には、「いったん施術を止めますので

場所をかえてなだめていただき、落ち着きましたら施術を再開させていただきます。」と

お声がけください 

周りのクライアントにも「少々騒がしくて申し訳ございません。」と気配りの声かけが必

要になります※その場合、当事者には聞こえない配慮も必要 

 

10-3 クライアントからのお誘いに対する対応 

たとえ自分の指名客であったとしても「お客様」=「店舗のお客様」になりますので、ひ

とくちにクライアントと仲良くなるといっても、公私混同しないように距離感をきちんと

意識してください 

万が一、クライアントとから連絡先（SNS 等）を聞かれたり、お誘いがあったりした場合

には、「個人的な連絡先の交換は会社規則で禁止されていますので申し訳ございません。」

と、あくまで会社の方針だと伝えてください 

特に男女関係は後々トラブルになりやすいので、業務中のプライベートに関するやり取り

は一切禁止です 

クライアントから一方的に連絡先が書かれたメモ等を渡された場合は、連絡など一切せず

に無視してください 
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連絡するだけで気を持たすこともありますし、自分の連絡先が相手に知られることにもな

ります 

しつこい相手だとストーカー質の方もいます 

仕事が終わるまで待たれているなどそんな時には躊躇なく警察に通報してください 
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11. 会計時関連 

 

11-1 お会計対応 

■ ペーシング 

クライアントとのペースを観察しましょう 

急いでいるのか、ゆっくりとしているのかなど、よく観察しペースを合わせて声がけして

ください 

タイミングよくスムーズにお会計をすることは最後の印象を決める大事なことです 

■ 会計説明 

会計時は総額のみをお伝えするのではなく、内訳もきちんとお伝えしてください 

「○○様、お会計よろしいでしょうか？本日のお会計は、初診の保険料が○○円、物販代

金が○○円、自費料金が○○円で、合計 ○○ 円になります。」 

■ 「ｄ払い」の提案について 

「お支払い方法ですが、現金またはｄ払いでお支払いいただけます。ｄ払いはお持ちでし

ょうか？」 

はいの場合、 

「ｄ払いでお支払いいただいた場合は d ポイントがたまります。また溜まっている d ポイ

ントでのお支払いでも可能です。キャッシュレスで大変便利ですが、いかがなさいます

か？」 

■ 会計時の正しい言葉遣い 

金額をちょうどで頂いた場合は「ちょうど頂戴いたします。」、お釣りが出る場合は「○○

円お預かりいたします。」が正しい言い方です 

「○○円からお預かり致します。」という言葉は正しくありません 

またレシートは、お返しするものではないので「お返しいたします」ではなく「レシート

でございます」と伝える 

■ お会計に割り込みが発生し順番が変わらないように 

会計にご案内する順番は把握しておきましょう 

会計の前に立った順番ではなく、施術スペースから待合スペースへ移動案内した順番にな

ります 

万が一割り込んだクライアントがいた場合には、「順番に会計のご案内をしておりますの

で、もうしばらくお掛けになってお待ちください。順番になりましたらお呼びいたしま

す。」と声がけしてください 

■ チケット準備が出来ておらずクラインに迷惑をかけないために 

毎朝オープン前にチェックリストに基づいてチケット確認を行ってください 

金庫から取り出し、在庫枚数を確認、連番になっているかを確認、指定場所に置くルール
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が遵守できているのかの確認をする 

■ クレジット端末の操作に手間をとりクライアントに迷惑をかけないために 

スタッフ全員クレジット端末の操作マニュアルに沿ってトレーニングを行い、操作できる

ことが確認できていることが会計業務を行う条件になります 

その他使用時に電源が入っていない、充電切れなどの初歩的ミスを防ぐためにも、毎朝オ

ープン時のチェックリストに基づいて確認を行ってください 

 

■ お忘れ物がないように 

お会計が終了したらクライアントにいま一度「お忘れ物はございませんか？」と声かけを

してください 

 

11-2 予約枠ルールと予約時のアナウンスルール 

施術スタッフと受付助手がいる場合の予約枠は 1 時間に 6 名、ワンオペの場合は 4 名です 

また次回予約・事前予約をいただいたクライアントには最大所要時間（治療時間ではな

い）は 90 分であることを説明してください 

これは急患や想定外な事案が発生し対応したとしても、クライアントが次の予定を遅れる

ことがないようにするためです 

 

11-3 次回予約提案（自費） 

クライアントの先の予定を抑えてしまうことに対して申し訳なく思ってしまっているので

あればそれは間違いです 

クライアントは不調改善やより健康になるために来院するのであって、健康を意識する方

に次回予約の提案をし、健康管理優先の予定を立ててもらうことはとても大事です 

逆に健康を常に意識する方が、次回の予約が取れないと困ってしまうと考えてください 

次回予約のお伺いをたてるタイミングは、フィードバックの後やお会計時が最もおススメ

です 

「次回の予約は〇〇のタイミングがおススメです」と伝えるだけです 

「この曜日（時間帯）は大変込み合いますので、お客様のスケジュールを乱してしまう可

能性があります」など、今予約をしないデメリットなどもお伝えすることが出来れば尚、

獲得の可能性は高まります 

もちろんクライアントニーズがあっての事ですが、クライアントの「こうなりたい」との

ニーズに対しては、遠慮せずにベストな提案を自信もって行ってください 

最終的に選ぶのはクライアントになりますので、仮に次回予約につながらなかったとして

も、またその次の機会に再度提案をして差し上げてください 
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クライアントも自分のためを思って提案をしてくれる施術者に信頼を寄せてくれます 

 

11-4 チケット類取扱い 

クライアントの各種チケット（フリーパス・ベネフィットチケット・スペシャルギフトチ

ケット・回数券・メンバーズカード等）を店舗で預かることは禁止です 

チケット類はお金と同じである認識を再度指導し、リスクマネジメントの観点から店舗保

管は厳禁です 

 

11-5 スペシャルチケット 

スペシャルチケット（ギフトチケット）をお渡しする際は、購入分のチケット枚数をクラ

イアントの前でカウント確認し、指定の封筒に入れてお渡しします 

※封筒はアスクルで購入 

商品名：菅公工業 洋封筒ホワイト 洋 2 ヨ 282 50 枚入 お申込番号：7874289 
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12. 取扱書類関連 

 

12-1 保険者アンケート記入依頼 

保険者からアンケートが届きクライアントが院に持参した場合、3 営業日後にお渡しする

ことをクライアントへお伝えする 

店舗スタッフ全員が把握できるように、店舗グループ LINE にクライアント名、受取日、

お渡し日を記入し共有する 

預かったアンケートはクリアファイルに入れて、クライアント名、受取日、お渡し日を付

箋に記入したものを貼って指定の場所へ置く。アンケート受取シートで管理する 

 

12-2 診断書記入依頼  

クライアントが診断書の記入用紙を院に持参した場合、3 営業日後にお渡しすることをク

ライアントへお伝えする 

店舗スタッフ全員が把握できるように、店舗グループ LINE にクライアント名、受取日、

お渡し日を記入し共有する 

預かった診断書はクリアファイルに入れて、クライアント名、受取日、お渡し日を付箋に

記入したものを貼って指定の場所へ置く 

クライアントへ書類をお渡しする際に、文書料として 3,300 円（税込）を頂戴する 

診断書受取シートで管理する 

 

12-3 自賠責取扱いルール 

■ 損保会社へ連絡 

クライアントの事故状況の把握、警察介入状況の確認、整形利用状況の確認、今後の対応

確認をする 

■ 初回来院後 

クライアントが来院し、初回対応終了後に損保会社とのキックオフミーティングを開始す

る 

■ クライアントサイン書類 

自賠責保険施術同意書にサインをいただく 

自賠責保険誓約書にサインをいただく 

毎月末に通院日数確認における同意書にサインをいただく 

➡通院日毎に日付の下にサインを頂く 

■ ナレッジのワークフロー提出 
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ワークフロー（自賠責労災報告書）に自賠責保険施術同意書を添付して提出する 

■ 損保会社とのやり取り 

損保会社とは月末 or 月初に月 1 回必ずミーティングを実施する 

■ 自賠終了時 

クライアントと治療終了についての合意形成後、損保会社へ最終連絡をする 

■ 提出物 

毎月 5 日必着で施術証明書、自賠責カレンダーのコピー、損保会社からの封筒の 3 点を財

団へ郵送する 

➡施術証明書、通院日数同意書、並べ順リスト、エクセル報告書、損保会社からの返信用

封筒・入金通知書 

毎月 5 日までに REZEPT.zip のファイルと自賠責保険請求報告書をナレッジのメッセージ

で送信する 

参照データ 

※自賠責請求についての流れ.pdf 

※新通院日数確認における同意書ルール説明.pdf 
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13. お見送り関連 

 

13-1 お見送り 

「お大事になさってください。」の声かけに心がこもっているのか 

形式で発声しているようなことが絶対にないように 

見送りができる状況であるならば、受付カウンターから一歩出たり、クライアントの近く

に寄ったりして、最後の気のきいた一声をかけてください 

受付したスタッフだけがお見送りをするのではなく、もし手が空いている状況であるので

あれば一緒にお見送りをしてください 

 

13-2 スリッパ消毒 

クライアントが安心して施設を利用いただくうえで衛生管理を徹底する必要があります 

下駄箱の横に使用済みスリッパを入れていただく返却カゴを配置します 

「お帰りの際はスリッパをこちらに返却ください」の POP 掲示もお願いします 

スリッパの消毒ルールは毎時 00 分に 1 回もしくは返却カゴの中身が半分以上になった場

合にはスリッパ消毒を随時行ってください 

消毒ルールはスリッパ全体にアルコールスプレーまたはアルヴィシャットを噴霧し、スリ

ッパ専用の雑巾にて拭き残しがないようにして下駄箱に戻してください 

スリッパの消毒後は速やかに手洗いをお願いします 

玄関マットにスリッパの事前用意は 3 足とします 

※スリッパの補充が必要になる院は管掌役員に相談し発注稟議を提出してください 

※店舗のレイアウトでイレギュラー対応が生じる場合も同様に管掌役員に相談し、イレギ

ュラー対応のマニュアルを作成してマニュアルにインしてください 

※カゴはアスクル（ソロエルアリーナ）で発注 

 

商品名：アイリスオーヤマ 水洗いできるソフトバスケット スクエアＭ SBK-350S ア

イボリーブラック 1 個（直送品） 

お申込番号：AX76104 型番： SBK-350S JAN コード：4967576469197 

販売価格：￥981（税抜き）/￥1,079（税込） 
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14. LINE 公式アカウント関連 

 

14-1 LINE 公式アカウント取得 

LINE 公式アカウント登録 

https://www.linebiz.com/jp/signup/ 

 

■ メールアドレスを登録 

■ 必要事項の登録 

■ 認証済みアカウント申請 

■ QR コード作成 

 

14-2 リッチメニュー設定 

「リッチメニュー」を作成することで店舗情報の提供やネット予約をスムーズに促すこと

が出来ます 

各種リンクは下記の 4 つに設定をしてください 

■ ホットペッパービューティー or 各種予約サイト 

■ インスタグラム or ホームページ 

■ 所在地（Google Map） 

■ 電話番号 

 

14-3 お友達登録 

指定の POP(※1)に各店舗で作成した QR コードと ID をそれぞれ貼り付けてカラー印刷

(A4)を行い、A6 (A4 サイズの 1/4) サイズにきれいにカットしてください 

それをアスクルで購入した両面用 T 型カード立てサインホルダー(※2)に入れて受付カウ

ンターに設置してください 

※1：ナレッジ→G 書式→GENKIDO&OMG 共通→パスワード(2929)入力 

※2：商品名：両面用 T 型カード立てサインホルダーA6 縦 お申込番号：8444676 

 

全て（新規および既存で未登録）のクライアントに対して、最高の笑顔で登録のお願いの

声がけをしてください 

「最新のキャンペーンやお得なクーポン情報をお知らせしますので、ぜひこちらの QR コ

ードの読み取りからお友達登録をお願いいたします。」 

QR コードの読み取りが完了したら、その場で読み取り画面の確認をお願いします 

https://www.linebiz.com/jp/signup/
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またスマホ操作が不慣れなクライアントに対しては、 

「おさしつかえなければ、登録のお手伝いをさせていただきます。QR コードの読み取り

と登録の手続きを進めてよろしいでしょうか？」→「はい」 

登録完了画面をお見せして、「LINE のお友達登録が完了いたしました。今後店舗の最新の

キャンペーンやお得なクーポン情報をこちらでお届けいたします。ご登録誠にありがとう

ございました。」 

 

責任者は全スタッフがクライアントに感動を提供する CS 指導に基づいて上記のロープレ

を繰り返し実施し、全員がその水準にあることを確認し統括・マネージャー以上に報告を

してください 

 

14-4 LINE 運用 

◼ メッセージ配信 

クライアントに直接メッセージを配信できることは集客にとっても大きなメリットとなり

ます 

しかしクライアントがチェックできない時間、曜日に配信してしまっては、適切なタイミン

グでメッセージを見てもらえません 

また開封率が悪いからといって頻度を増やしてしますとブロックされるリスクも高まりま

す 

フリープランの場合、ともだち登録が 500 人なら月に 2 回メッセージを配信できますが、

登録が 500 人を超えたらライトプランへ変更してください 

配信頻度は月に 2 回を推奨します 

メッセージが読まれやすい時間帯は、9 時、12 時、18 時、21 時ですが、競合アカウントの

配信メッセージに埋もれてしまいますので、ちょうどの時間に配信するのではなく少しず

らすと他のアカウントより少し上に表示されます 

◼ 友達登録を簡単に増やす方法 

ショップカードを作成して、「ポイントをつけられるからこちらを読み込んで下さい。」とポ

イント QR を読み込んでもらう 

そうすると、ショップカード登録〜ポイント付与と同時に自動的に友達登録もされます 

1 来店 1 ポイントで、10 ポイント貯まると 1,000 円オフと設定した場合、100 円分のポイ

ントキャッシュバックなどとうたえるので無理なく登録が促せます 

ホーム画面の LINE アプリアイコン長押し→QR コードリーダー→QR 読み込みで完了する

ので、操作方法わからない人やブロック・削除・ショップカードがわからない人にも簡単に

説明できます 

https://www.linebiz.com/jp/manual/OfficialAccountManager/reward-cards/ 

https://www.linebiz.com/jp/manual/OfficialAccountManager/reward-cards/


2023.04.01 

 

   

 

15. 衛生管理関連 

 

15-1 アメニティグッズ 

コロナ禍による衛生管理の観点と CS をより向上されるためにアメニティ等はディスポー

ザブルへ変更します 

※アメニティグッズ 3 点（ヘアブラシ、ヘアゴム、コットン/綿棒セット） 

 

15-2 洗濯について 

■ ユニフォーム 

ユニフォームは支給ではなく貸与です 

入社時に上下 2 枚ずつ貸与、その後は 1 年毎に 1 枚追加貸与されます 

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 

ユニフォームは店舗にて責任者が管理を行います 

毎日の洗濯は店舗責任者の管理のもと店舗にて実施します 

ユニフォームは自宅に持ち帰らないでください 

■ タオル類 

タオルの洗濯は原則 3 回/日となります※柔軟剤使用 

➀ 9：30 前日の 19 時以降に使用した分 

② 14：00 午前使用した分 

③ 19：00 午後使用した分 

※最終の洗濯分は乾燥機にかけず院内に干して帰り、翌朝乾燥機にかける 

※院の状況次第では洗濯（音）に対する配慮が必要になります 

 

15-3 タオルのたたみ方 

■ 大判タオル 

➀ 横に広げて半分に折る 

② 更に半分に折る 

③ 縦に 3 つ折りする 

■ フェイスタオル 

➀ 縦に半分に折る 

② 横半分に折る 

③ 更に半分に折る 
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■ホットキャビ用タオル 

➀ 横に半分折る 

② 縦に半分に折る 

 

15-4 フットバス 

使用時の音、電源コードの配線、運搬および設置時の水のこぼし、衛生管理、保管スペー

ス確保の総合的問題観点からフットバスを廃止します 

アルコールをコットンに噴霧 or 酒精綿で、片足ずつ全体（施術部位）を消毒し、その後ホ

ットタオルで包み込むように足全体を温めながら拭き取って施術を開始してください 
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16. クレーム関連 

 

16-1 クレーム対応の６つのステップ 

➀ 初期対応 

まずはクライアントの気持ちに焦点をあてたお詫びが必要です 

ポイントはただ、「申し訳ございません」とだけ言うのではなく、何に対してお詫びをし

ているのかを添えることです 

主語をいうことによって全面的な謝罪ではなく、クライアントの気持ちに焦点をあてたお

詫びにします 

② 傾聴 

クライアントと信頼を築くために、相手の話をしっかり伺っていきます 

この時に大切なのは、まずはクライアントの話を全部聴くことです 

途中でクライアントが勘違いされていると思ったとしても、口を出さずに最後まで聴くこ

とです 

③ 状況を把握するための質問 

クライアントが自由に話せるオープンクエッション 

クライアントに回答を選択肢で絞り込まずに自由に話せるようにするのがオープンクエッ

ションで、事実と併せてクライアントの感情を引き出しやすくなります 

事実を把握しやすいクローズクエッション 

クライアントが YES か NO で応えることが出来るのがクローズクエッションで焦点を絞

り込んだ質問ができ、事実を確認しやすいうえも、クライアントには「自分の話を理解し

ようとしている」という気持ちになっていただけます 

④ 解決策を提示し、クライアントの納得を得る 

「こうします」と言い切るよりクライアントに選んでいただくような言い方も必要です。

「〜いたしますが、いかがでしょうか」「Ａの方法とＢの方法ではどちらがよろしいでし

ょうか」 

⑤ プラスの印象を与える言葉と感謝の言葉 

本当はクレームなんて言いたくないけれども、「期待が裏切られて残念なことをわかって

欲しい」と思っていることが多いので、その気持ちに対して感謝の言葉を伝えてください 

「このたびは大変申し訳ございません。今後このようなことがないように、重々注意いた

します」では謝罪のみになっていますので、「このたびはご連絡いただきありがとうござ

います。またお気づきの点がございましたら教えてください」などの感謝の言葉も伝える

と相手も納得してくれます 

⑥ 報告・共有する 

発生したクレームを生かすことが、再発防止のための業務改善につながります 
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17. クライアントアプローチ関連 

 

17-1 新規患者様への心配電話対応 

① 施術後、会計時にご予約を取られなかったお客様へは初診日より 5 日目までに、ご予

約の電話もしくはご来院がない場合心配電話を行う 

・ 店舗の電話機から電話する 

・ 日中に架電する（9 時〜18 時まで） 

・ 患者様のご家族が出られた場合は、また折り返す旨をお伝えして電話を切る 

・ 基本的に心配電話を行うスタッフは施術に入ったスタッフが行う 

・ シフトの関係上施術に入ったスタッフが休みの場合初診日から 5 日目の 1 日前後

で行う 

・ シフトの関係上 2 日以上間隔が空く場合は必ず他スタッフへ情報共有を行い対応

する 

② 心配電話より 2 日待ち（初診日より 7 日目）折り返しの連絡もしくは来院がない場合

はハガキにて DM 送信（公式 LINE 登録をされている方へは心配 LINE を送信する） 

例文） 

〇〇様 先日はご来院頂きありがとうございました。 

ご来院された日から数日経過致しましたが〇〇（治療した部位もしくは症状）の調子はい

かがでしょうか？ 

治療間隔が空いてしまう前にメンテナンスする事をオススメいたします。 

※問診時にニーズを聴取できている場合は記載した方がいいと思います 

いつでもお気軽にご連絡お待ちしております。 

※上記で反応がない場合は必ずスタッフ間で何故来院されなかったのかのカンファレンス

にて原因を調べる（初診日より 14 日以内には完結させる） 

 

③ 新規の来院から 1 か月以内のお客様に対して 

基本的には新規のお客様に対してのフローを最終来院日から行う。 

④ 新規の来院から 2・3 か月目のお客様に対して 

基本的には新規のお客様に対してのフローを最終来院日から行うが、症状が薄くなってい

た方に対しては定期メンテナンスの文言を加える 

 

17-2 既存患者様への心配電話対応 

① 毎月 10 日、20 日、末日に通院間隔が空いている方のチェックし心配電話を行う 

② 心配電話から 2 日待ち折り返しの連絡がなければ DM 送信、心配 LINE を行う 
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※上記で何も反応が無かった方はクレームを避ける為、次回以降心配電話リストに入れな

い 

 

17-3 電話でのトークスクリプト 

■ 新規や既存患者様で関係性の低い患者 

「お世話になっております。げんき堂鍼灸整骨院 ○○院の□□です。△△様、ご無沙汰し

ております。最近ご来院が無かったので、その後△△様の、お体の状態が気になりましてお

電話を差し上げました。（疼痛のあった部位）の痛みはどうでしょうか？」 

 

《症状が良かった場合》 

「そうですか、それは良かったです。安心しました。△△様お体をよい状態でキープしてい

くのにメンテナンスされるとなお良いので、最後のご来院より〜経っています。如何でしょ

うか？一度ゆっくりメンテナンスされてみませんか。」 

 

《患者様より『調子も良いしまた今度ね』と言われる》 

「わかりました。またお体に何かございましたらご相談ください！またご連絡差し上げま

す。」 

 

《少しでも症状が悪かった場合》※患者様の調子が悪ければ、ご予約に繋がる様に対応する 

「そうだったのですね、では一度近日中に診させて頂きたいのですがご都合の良いお日に

ちはございますか？」 

 

■ 既存患者様で関係性の高い患者 

「お世話になっております。げんき堂鍼灸整骨院 ○○院の□□です。△△様、ご無沙汰し

ております。最近ご来院が無かったので、△△様のお体の状態が気になりましてお電話を差

し上げました。お体の調子は最近どうでしょうか？」 

 

《症状が良かった場合》 

「そうですか、それは良かったです。安心しました。△△様の元気そうなお声が聴けて安心

しました。メンテナンス等でまたご来院ください。お待ちしております。またお声をお聞き

したいので、ご連絡差し上げますね。」 

 

《少しでも症状が悪かった場合》※患者様の調子が悪ければ、ご予約に繋がる様に対応 

「そうだったのですね、では一度近日中に診させて頂きたいのですがご都合の良いお日に

ちはございますか？」 
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18. 役員連絡先 

 

北川取締役  080-9364-9542 

田中取締役  080-9391-9934 

上田取締役  080-4054-1516 

高取締役  080-4181-7710 

 


