
 

 

 

 

「気になる事は聞いてみてね」♪多彩な技術と笑顔が身に付く♪  

🌸技術を教えるプロが 0からお教えします★社長が女性だから 女性が大活躍の職場です 

 

  

主婦(ママ)・主夫歓迎 

 未経験・初心者歓迎 

 交通費支給 

 シフト自由・選べる 

 1 日 4h 以内(短時間)OK 

 週 1 日から OK！ 

 週 4 以上 OK 

 経験者優遇 

 社員登用あり 

 バイク・車通勤 OK 

 ミドル(40 代〜)活躍中 

 研修制度あり 

 社員寮あり 

給与 

完全歩合制【業務委託スタッフ】 

●ボディケア＆リフレクソロジー・1Ｈ/1478 円～3480 円  

●オイルマッサージ・1Ｈ/1900 円～3600 円  

■[正社員]月給 132,000 円 ＋歩合＋交通費＋他手当～  

■[パート・アルバイト]820+歩合 ／試用期間(2 ヵ月)/施術売上の 45％の歩合制  

■ [スポットスタッフ] ／施術売上の 45％～の歩合制  

交通費：一部支給 

 

最寄駅 

近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩 12 分 

関西本線 蟹江駅 車 5 分 

近鉄名古屋線 戸田駅 車 7 分 

 

勤務地 

勤務先：こりと～る 蟹江本店・ヨシヅヤ清洲店・稲沢鍼灸接骨院内・名駅近日予定 

愛知県海部郡蟹江町本町 6-190  

※ヨシヅヤ清洲店 3 階も大募集 9:30～21:00 

※稲沢鍼灸接骨院内も大募集 9:30～21:00 

雇用形態 
,  

, 



 

 

(採用予定人数:大量募集) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様の笑顔が何より私たちの喜び        経験者はもっとプロに 

 

職場に来るのが楽しい！つい来ちゃう♡    お客様と楽しい笑顔の時間を 

 

 株式会社穂香 [ほのか]  

担当：岡、西井、磯部  採用：北島  ※蟹江本店以外勤務のご希望の方も下記にご連絡下さい 

求人の受付時間： 

10:00～23:00 

「バイトルを見た」とお伝えください 

 
 

  

  

 

 

TEL:0567‐96‐5066 

http://sekainokoritoru.com/new/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/honoka_rogo1.jpg


 

 

 

 

 

 未経験の方も 経験者だけど技術に不安がある方も 技術研修をしっかり、 

行うので安心してお越しください  また 

              年齢、性別問わず 働きやすい環境作りの為 スタッフ一同サポートしていきます。 

              人間関係が非常に良好な職場です。ご安心ください 

               

 

 

  

 

仕事内容 

 ■『内気な人』■『自分に自信がない人』■『人の為に働きたいけど 

自分を出せずにいる人』■『もっと頑張りたい人』  

■『人が好きな人』 ■『人を喜ばせる事が好きな人』 

 ■『真面目な人』 などなど個性は様々！ 人に喜んでもらいたい！ 

それが自分の喜び！と思える人はセラピストに最適🌸 

 

【仕事内容は】▶自分の指、手を使い身体をほぐしケアする事。 

         ▶おもてなしの心で接し 気持ち良い環境を提供する事 

            ▶楽しい会話で 心がリフレッシュしてもらう事 

                  ▶思いやり、気配りを行う事 

 

   【手技】■リラクゼーションマッサージ  ■台湾式足ツボ  ■リンパマッサーｼﾞ 

        ■アーユルヴェーダ  ■バリ式 ■ストーンﾏｯｻｰｼﾞ  ■シロダーラ 

        ■小顔調整  ■フルフェイシャル ■頭ツボ  ■痩身  ■骨盤 

   など沢山の技術を 順番に習得していきます 

   

 ※個性や体格希望で習得の期間 順番は変えて進めますから ご安心下さい 

   【学科】■解剖基礎・・・・・    骨格、筋肉の基礎を学びます 

        ■生理学 ・・・・・    基本的な事から順次 学習していきます 

         ※勉強会などでも繰り返し行いますので 少しずつでも覚えていきます 

        ■経絡・・・・・・・・     鍼灸師による勉強会あり 

        ■カウンセリング・・・・・ 定期的に少人数で学びます 

        ■マナー作法・・・・・・・・ 文章の書き方やお作法基礎など個別で 

🌸その他 仕事を頑張りたい方には word、Excel、なども学べます 

 

🌸個性、希望、体力などに応じて臨機応変に行いますので ご安心下さい。 

🌸仕事を通じて 自分の人生も楽しく明るくしていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勤務先企業 株式会社 穂香（ほのか） 

 

勤務地 

勤務先：こりと～る 蟹江本店 

こりと～るヨシヅヤ清洲店 他 

愛知県海部郡蟹江町本町 6-190 >地図   

 

最寄駅 

近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩 12 分 

JR 蟹江駅 車 5 分 

車通勤可・バイク通勤可 

勤務期間 

3 ヵ月以上〜長期 

長く勤められる職場です【離職率の低さが自慢です】 

 

🌸子供の手がようやく離れた女性 

🌸育児と両立したい女性 

🌸これから結婚出産を考えている方 

🌸仕事に生きる！と考えている女性 

🌸会社を大きくしていく原動力になりたい男性、女性大歓迎 

  

休日・休暇 
交代制 ［シフト制］ 

8:30～深夜 5 時の間でシフト制 ※週 1 日～OK！ ※時短シフトもＯＫ  

勤務時間 

■土日祝日 勤務できる方優遇 

■1 日 4.5h～OK！ ■週 1 日～OK！  

■16 時以降勤務できる方優遇  

■希望日に合わせてのスポット勤務 OK！ 

■繁忙期だけの短期集中も可  

■時間・勤務日は相談可能 

 

 ≪報酬例≫  

●ママセラピスト／配属２年 月収例:57600 円（1800 円/Ｈ×４人×8 日出勤） 勤務時

間１０時～１５時  

●セラピスト／配属６年 月収例:195000 円＋手当(1950 円/Ｈ×5 人×20 日) 勤務時

間 9:00～16:00  

●しっかりセラピスト／配属５年の場合 月収例：368000 円（2000/Ｈ×8 人×23 日）  

 

経験・資格 

誰でも０からのスタート！ 

経験者もスキルアップを しながら働く事ができます。 

 約 1 ヵ月の研修後、現場デビュー ※個人差あり  

経験者の方で早いと 3 日位で 現場入りできます 
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待遇・福利厚生 

■随時ランクアップ有  

 ■正社員登用あり ・月給 13 万 2 千円＋歩合～  

■結婚･出産祝いあり ■制服代(3000 円) 

 ■補填金制度有り(最低収入保障)  

※23 日以上勤務で最低保障あり。1 日あたり、5,000 円～10000 円 

 ※20 日以上の勤務で交通費補助あり 

 

応募先 こりと～る蟹江 

応募方法 

★ご質問相談は気軽に電話かメールで OK♪ 

 ↓ 

★採用窓口・担当者よりご連絡します  

↓ 

★直接お会いしてお話を伺います。  

↓ ご相談や質問してください。  

↓ 

 ★面接（蟹江本店又は清洲店）  

↓ 

「説明だけ聞きたい」という方も是非お問い合わせください。  

↓  

★採用・研修決定 面接後 3 日以内に採用連絡致します。  

↓ 

★無料セラピスト研修予定の設定  

↓ 

★研修修了、プロのセラピストデビュー!!  

※応募の秘密は厳守します ※面接日等は考慮しますのでご相談ください 

担当 北島 

 

株式会社穂香 担当：北島    

 ・受付時間：10:00～23:00「バイトルを見た」とお伝えください 

 
 

 TEL:0567‐96‐5066 
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