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募集

スタイリスト
アシスタント

美容師になりたい！目指したい！と考えてる学生や専門学生の皆さんへ
創業 60 年の実績と技術をもつ美容室アオイは

スタイリストになるための徹底したカリキュラムやオリジナル講習会など
積極的に技術向上を目指せる環境が整っています。

＃Curriculum

と

では今、

募集中！

2年目

技能手当、販売手当、その他諸手当もあります。

3年目

03

創業 60 年の
実績と技術

オリジナル講習会

「髪に優しく、美しく」を

いち早く取り入れられるように

洗練された技術のもと

アオイオリジナル講習会を

新しい技術や情報、流行を
外部講師を招いての

定期的に行なっております。

02

独自の教育カリキュラム
経験、未経験によらず、

しっかりとステップアップできる
カリキュラムが整っています。
仲間と共に明るく楽しく学び

スタイリストデビューを目指せます。

lum
# Curricu

＃Original Seminar
オリジナル講習会

いい環境はいい人材をよりよくし、

お客様に満足のできる高品質なサービスに
繋がると考えています。

アオイオリジナルの講習会を定期的に開催し
積極的に技術向上を目指すことができます。

10 月 - 翌 6 月
6月

6 月 -9 月

ビギナーズカット基礎レッスン開始
アシスタント試験過程終了

ビギナーズカット応用レッスン開始
ビギナーズカットレッスン終了

JR. スタイリスト

試験全過程終了

デビュー

スタイリスト DEBUT

＃Staff Voice
スタッフの声

じて
見て感
て
い
聞
界に
しい世
新
る
広が

で
く丁寧
し
優
が
先輩方
です
楽しい
が
日
毎
アシスタント

三澤 瑞季

アシスタント

平林 史也

私は専門学校を卒業し、美容室アオイに就職しました。

自分は専門学校を卒業し、美容室に入りました。

多かったですが、先輩方が優しく、丁寧に教えてくださっ

それと同時に、先輩方の日々の仕事に取り組む姿勢を見て、

最初は、何をどうしたらいいかもわからず、戸惑うことも
たおかげで、徐々に出来ることも増えていきました。

また、学校で学んだことも仕事で生かすことができ、毎日
を楽しく過ごしています。

休みの日もショッピングや趣味などで充実しています。

最初は現場に慣れず、戸惑うことが多かったです。

美容室はお客様に真摯に向き合う場でもあるのだと学びま
した。

その先輩の姿勢を追いかけて行くうちに学校で学んだこと

を生かす機会があり、お客様との向き合い方を見直すこと
ができたので、学校での経験も生かせて良かったと思って
います。

＃Question & Answer
よくあるご質問

Q

そのため、常に洗練された技術力を磨くため、
カリキュラムだけでなく、外部の講師を招いて

JR. アシスタント

JR. アシスタント試験過程終了

6 月 -9 月

7月-翌3月

r
l Semina
# Origina

高品質なサービスを大切にしています。

レッスン開始（カラー・ワインディング・ブロー・パーマ）

5月

9月

各種社会保険完備、レクレーションなどのイベントあり！

コンセプトに長年の経験による

シャンプーレッスン

4月

県外からの U ターンも大歓迎。

01

仲間とともに明るく楽しく学びながら、あなたのやる気にしっかりと向き合っていける環境です。

カリキュラム

1年目

夢に向かって頑張る仲間

未経験でもそうでない場合も、しっかりとステップアップできるカリキュラムが整っています。

Q

高校卒業後、美容専門学校に
進むべきか迷っています。

A 美容師になるためにはいろいろ学び方があります。卒業後サロ

入社した場合の福利厚生などは
ありますか？

A 当社は各種社会保険を完備しています。また、会社のレクリエー

ンで働きながら通信教育を受け、技術を学び、スタイリストの
夢を実現させた先輩も多くいます。

ションや懇親会などもあります。女性だけでなく、男性も多く
活躍しています。
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学
サロン見
受付中！

気になるサロンの雰囲気など実際に足を運んで見てみませんか？
お気軽にお問い合わせください。

美容室アオイ 駅前店

美容室アオイ パリオ店

美容室アオイ新田塚店

アンヴァース

福井市中央 1-4-16
10：00～19：30 月曜定休
土祝祭 OPEN9:00～

福井市二の宮 5-18-26
10：00～19：30 水曜定休
土日祝祭営業

福井市松城町 12-7 PARIO 2F
10：00～20：00 年中無休
土日祝祭 OPEN9:00～

福井市大和田 2 丁目 1212 Lpa 1F
10：00～20：00
年中無休

アオイ ウエディング
福井市中央 1-4-16
10：00～19：30 月曜定休
土日祝祭 OPEN9:00～

リクルートに関するお問い合わせはこちらから

TEL.0776-21-6545

HPはこちらから

www.aoiaoi.com

