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Company profile

anan HAIR & EYE LASH

お問い合わせ

03-3798-4345

リクルート



1年目から撮影会に参加で、高い感性が磨かれます♡
ananでは、定期的に撮影会を行なっています。セットやメイクにも携われるチャンスもいっぱいあるので、アシスタントから活躍できる場がたくさん！

カメラマンにモデル、活躍する先輩スタッフを身近に感じることができるので、刺激もありスキルもグングン上がります♬
ananは美容師さん１人１人が輝き、活躍できる環境を作ること。一緒にananのイメージを創っていきましょう♡
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BEAUTICIAN LIFE



東京都港区芝5-31-10   3F
                     TEL 03-3454-6298

東京都港区芝浦3-12-5
                     TEL   03-3456-0523

東京都港区白金1-17-2  2F
                   TEL   03-3446-0716

東京都港区芝5-31-10   3F
                     TEL 03-3454-6298

東京都品川区上大崎3-3-1　６F
                     TEL 03-6277-2015 

沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地
                            TEL   098-923-5018

沖縄県中頭郡北谷町北谷1-12-6
                            TEL   098-989-3959 

TAMACHI（アンアン田町店）　　　SHIBAURA（グラム芝浦店）　　　SHIROKANE（グラム白金店）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

RYCOM
（アンアンアヴェダイオンモール沖縄ライカム店）　　　CHATAN（バイマイサイド北谷）

サロン紹介

海外姉妹店

アイラッシュ

沖縄　店舗

東京　店舗

Southport Park Shopping Center
Corner Benowa&Ferry Rds. Southport QLD 4215

アンアンOB山口直樹のサロン
姉妹店契約しており、
ワーキングホリデーの

制度を利用し、オーストラリア
で活躍することができます。

オーストラリア
ゴールドコースト

サロンでのカリキュラム
終了後にジュニアスタイリスト
として勤務いたします
頑張ってきた技術を
お客様に発揮する
第１歩となります。

◆ジュニアスタイリストとして研修
◆営業中のモデル施術・ウィッグトレーニング可能
◆先輩がしっかりと指導

ジュニアサロン

BY MY SIDE
HAIR & SHARE SPACE

AREA
MAP

AREA
MAP

★★北谷
ライカム

拠点が田町・白金と東京都心部なので、
［渋谷］［新宿］［お台場］などが近い！

SHOP   INDORMATION
店舗情報　/　ブランド紹介

TAMACHI（アンアンアイ田町店）　　MAGURO（アイシャルマン目黒店）　

※所要時間は田町からの時間

目黒

アイラッシュ





EDUCATION
教育システム

E D U C A T I O N

２
年
目

ジュニアサロン
デビュー

正
式
デ
ビ
ュ
ー

アカデミーサロン
デビュー

先輩がマンツーマ
ン指導します

多くのスタッフが
minimoなどのアプリを
利用してモデルさんを
カットしています。
１００名のモデルを
担当していきます

カットモデル

４月～６月
（アカデミーサロンで夕方まで合同トレーニング） ７月～9月 10月～1月 2月～
接客マナー / 受付 / 電話対応
シャンプー
マッサージ
ハンドブロー
ヘッドスパ
トリートメント

カラーリング
ストレートパーマ
アイロン操作
ワインディング
デンマンブロー

ホイルワーク１
年
目 シザーの開閉

展開図の説明
デザインカテゴリー
ウィッグ４パターン
をなどを先輩が基礎をしっかりと講習していきます

カット初級

ananのカリキュラムは2年。急がず確実に技術を身に付けることができるんです。
それぞれの目標や成長速度に合わせて、カリキュラムを調整。
先輩達がやさしく、時には厳しく指導するので、自信を持ってスタイリストデビューすることができますよ♪

パーマ３パターン
デザインブロー

安心の理由　その１

業務内トレーニングが充実
入社後は少しでも楽しく仕事ができるように、業務内研修の
時間を設けています。平日の時間を使って集中トレーニング
していきます。
沖縄採用は入社後、東京研修に参加することができます

東京・沖縄の同期メンバーと
一緒にじっくり研修！！

安心の理由　その4

朝活
業務内トレーニングだけでなくもっとトレーニングしたい人！
アンアンは夜の自主練習を禁止しています。
その代わり、店舗は朝の時間を解放しております。
朝の少しの時間頑張って、夜はプライベートの時間を
しっかりとる！

朝の活動に慣れると
　気持ちがいいよ(^ ^)

安心の理由　その3

デビュー前のジュニアサロンで自信がつく!!
希望制により、ジュニアサロンに研修に行くことができます。
たくさんのお客様を担当して、自信をつけて最終デビュー!!
東京スタッフは沖縄への研修も選択可能です。
環境を変えてのチャレンジもしてみましょう！

安心の理由　その2

営業中のモデル施術OK!
平日の予約状況を見て、モデルさんを施術することができます。
時間を有効活用してメリハリつけて、１つでも多く活躍できる
技術を身につけていきましょう！

環境を活かして、お客様に喜んでいただける美容師になる

ananだから、安心して自信を持ってデビューできる！！







【サロンブランド名】
【　　店舗数　　　】
【　グループ法人　】

【　　　設立　　　】
【　　代表者　　　】
【　本部所在地　　】
【　　　MAIL　　   】【　　　MAIL　　   】
【　　　H P　　　  】

アンアングループ会社概要

anan  /  GLAM  / EYE CHARMANT /  BY MY SIDE
美容室5店舗　マツエクサロン２店舗　その他３店舗
有限会社カッティングハウスアンアン
有限会社ウィンブロー
有限会社レディバード
1974年
大野　泰宏大野　泰宏
東京都港区芝５－１４ー１　マック三田コート５０１
yasu.anan@gmail.com
http://www.anan-glam.com

沖縄採用
勤務地
初任給
交通費
諸手当
休日休暇

営業時間営業時間
加入保険

ananavdeaイオンモール沖縄ライカム・BY MY SIDDE北谷
170000（諸手当含む）
¥5000まで
店販手当　撮影手当　ブログ手当
週休2日制　（月8日）
有給休暇10日～20日（夏期８日間連続　冬期５日間連続取得）
10:00~20:00　ショップスペースのみ22:00まで10:00~20:00　ショップスペースのみ22:00まで
社会保険完備（健康保険　厚生年金　雇用保険　労災保険）

東京都港区
¥200000（諸手当含む）
¥20000まで
店販手当　撮影手当　ブログ手当　役職手当
週休2日制　（月8日）
有給休暇10日～20日（夏期８日間連続　冬期５日間連続取得）
10:00~19:00　10:00~20:00　（曜日により異なる）10:00~19:00　10:00~20:00　（曜日により異なる）
社会保険完備（健康保険　厚生年金　雇用保険　労災保険）

募集要項

東京採用（アイリストは別途記載）
勤務地
初任給
交通費
諸手当
休日休暇休日休暇

営業時間
加入保険

本物のプロフェッショナルになるために・・・・
お客様は私たち美容師にスタイルの美しさだけではなく、若さや、元気を求めています。

私たちの仕事はトータルビューティーを通してそれを提供することです。

そのことは人を心地よくさせ、癒され、励まされ、自信や勇気、生きる力を与える。

だから美容師の仕事は人に感動を与え、幸せにします。

そんな素晴らしい仕事を【天職】にしましょう！プロとして一生の仕事にしていく覚悟が

【天職】になります。アンアングループにはたくさんのチャンスや仲間がいます。良き仲【天職】になります。アンアングループにはたくさんのチャンスや仲間がいます。良き仲

間としてお会いできることを楽しみにしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　大野　泰宏

RECRUTING  INFORMATIONTOP  MESSAGE
代表挨拶

経営理念
私たちは美容界において、美の創造プレゼンターとして
多くのお客様に感動を与える美容師・美容室を目指します

EMPLOYEE  BENEFITS
福利厚生

元気の源お得な安心

・業務内トレーニング
・メーカー講習
・アカデミーサロン勤務
・外部研修
・社内検定
・東京研修

・技術研修
・接遇研修
・毛髪理論
・社内スクール研修
・コンテスト
・沖縄研修

・サロンスタイル撮影
・ビジュアル撮影
・着付け
・メイク

研修・勉強会の内容

社会保険完備
加入保険

雇用保険・労災保険・健康保険
厚生年金に加入することができます

社員寮完備
【東京限定】男子寮・女子寮が

港区内にあります

住宅補助

社員割引
お気に入りのアイテムをお得な
価格で購入することができます

 業務内トレーニング
教育

入社後は導入研修やデビュー前には
ジュニアスタイリスト研修を業務内
にて参加することができます

住宅補助②
家賃補助

【東京限定】アパートの毎月の
家賃を補助します　※規定あり

ご飯補助
【東京限定】サロンで白米を用意
しています。元気に笑顔で接客できます

有給休暇制度
法定どおりの有給休暇を付与
取得できます。（10日～20日）

産休・育休制度
ママさん美容師さんが時短勤務をして
おり、安心して長く活躍できます

休暇


