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Taebisは千葉県船橋市で１店舗 を出店してから
今年で５３年 を迎える会社です。

Taebisが 番 切に考えていることは
【幸せな美容師を増やす】ことです。

スタッフが幸せでなければ
お客様を幸せにすることなんて絶対にできません

美容師の労働環境はあまり良くない。と われていますが 
そんな美容業界の今までの常識をTaebisは変えていきます。 

美容師になる前は 々な不安がありますよね？ 

働く時間が くて 分の時間がなくなるんじゃないか？
間関係に悩むことになるんじゃないか？
お昼ご飯も べれず、お給料は安いんじゃないか？ 
暮らししたらすごい貧乏 活しなきゃいけないんじゃないか ？
荒れ、腰痛になるんじゃないか？ 

サロン 学に来ていただければ
そんな不安にTaebisスタッフが実体験を含め、お答えします！ 

これからもTaebisはもっともっと美容師が働きやすく 
仕事を楽しめる美容室を作ります。 

私たちと 緒に《今を楽しむ》美容師になりませんか？

＊初任給 19.6万円~
＊Lesson ̃21:00
＊Cut&Color Model 営業中に可能
＊Holiday 週休２

COMPANY CONCEPT



社３ヶ でスキンケア、カラーリストデビュー
を実現し、信頼される美容師になる。

Colorist debut

3P

・シャンプー
・カラー
・ブロー
・ヘッドスパ
・トリートメント
・カールアイロン

・カラーリスト
デビュー
・フェイシャル
トリートメント
・マツパ
・ストレート
・メンズスタイリング

・カット
・成 式
（セット、メイ
ク、着付け）

・カット
・カットモデル
１０ ~
・スタイリスト
デビュー

Training program

せっかく美容師になれるなら
１ でも早く、 分でカワイイデザインを作って、喜んでもらいたいですよね？

Taebisではこれから美容師を志す たちが
少しでも早く『カワイイデザインを作るのって楽しい』『喜んでもらえるって幸せ』
そう感じていただくために 社３ヶ でカラーリストデビューしていただいています。
多くのお客様に信頼され
「〇〇さんに絶対次回もお願いしたい。」そう思っていただきたいですよね。
【３ヶ カラーリストデビューについて】
社して４ ５ ６ は
社会 としての基本知識や接客マナー
そしてシャンプー、カラー、ブロー、カールアイロンなどを学び
７ からはアンバサダーの募集を開始します。
アンバサダーとは で うと《応援してくれる 》
分のことを応援してくれるお客様を募集して
営業中にカラーを 分で全て担当し【かわいいデザイン作り】を学びます。
多くのお客様に信頼されるためには
応援したくなる になることが重要です。
お客様からは《なんでも相談できる私の美容師さん》
そんな に思っていただける を増やしましょう。

STEP5
4 ~

STEP4
1 ・2 ・3

STEP3
10 ・11 ・12

STEP2
7 ・8 ・9

STEP1
4 ・5 ・6
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社３ヶ 後からは【かわいいデザイン作り】を楽しむ美容師になりましょう。 
インスタや、SNSで担当させていたアンバサダーの をアピール！
カットもできるスタイリストまでは1.5年でデビュー。

写真は、2020.4 に 社スタッフが担当させていただいた
アンバサダーのお客様です。

SNS PR
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Taebisグループではカット、カラー、パーマはもちろん 社１年 からスキンケア、
マツ パーマ、ヘアアレンジ、着付けなどあらゆる技術が学べます。

トータルビューティーを につけて、キラキラ素敵な美容師を楽しみましょう。

診察室で まれた 由が丘クリニックドクターズコスメティクス。

タエビスは最先端医療の考えを いた、美容 膚科で なわれているものと同じ

エレクトロポレーション（フェイシャルトリートメント）をメニュー化し
今話題の 由が丘クリニックドクターズコスメティクスを扱っています。

ご来店いただくお客様にヘアケアアドバイスだけでなく
スキンケアアドバイスもさせていただくのがタエビスの特徴で
す。髪もお肌もキレイになって喜んでいただきたい。
タエビススタッフは常に《美と夢を提供すること》を 標にして
います。
またあらゆる技術や知識が学べる環境を整えることによって、こ
れから美容師を 指す が５年後１０年後に、美容師になって良
かった！と、仕事にやりがいを持てるようなメニュー展開を っ
ています。

スキンケアを始めとしたトータルビューティー

エレクトロポレーション（フェイシャルトリートメント）の詳しい解説付きの動画があります。ぜひ！見てください。

スキンケア

ヘア＆スキンケアTotal Beauty ×
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・就職先をTaebisに決めた理由
たくさんのサロン 学に きましたが、 学に った際に全員のスタッフさんが名刺と1 ずつ
丁寧に挨拶して下さったサロンはタエビスだけでした。
また、会社理念の｢幸せな美容師を増やす｣というフレーズにとても を惹かれました。
・Taebisのいいところ
勤務時間中にレッスンさせて頂けたり、やる時はやる！と決めてダラダラと夜練習したりするこ
とがないのでプライベートの時間もしっかり取ることができます。
・今現在どんな仕事しているのですか？
スタイリストのお客様のシャンプーやカラーフォローに らせて頂いています。
カラーモデルさんも始まったのでカウンセリングからお仕上げまで担当させて頂いています。
・今後どんなスタイリストになりたいですか？
私は今、先輩スタッフのようなスタイリストになりたい！と思っているので後輩に私もそういう
に思ってもらえるようなスタイリストになりたいです。
たくさんの に美容を楽しんで頂けるようなスタイリストになれるようにがんばります。

・ 社3年 で店 を任されて不安などありませんでしたか？
正直不安しかありませんでした！（笑）経験の少ない私がみんなを引っ張っていけるのか、お
客様にどこまで寄り添えるのかとたくさん考えましたが、Taebisスタッフの えに恵まれなが
らアドバイスをたくさんもらい改善し、 信をつけていく事ができました！
・店 になるまで、店 になってから、どんなことを頑張っていますか？
とにかくお客様に安 感を与えられるよう 分の技術 、接客 のレベルUPに を れまし
た。店 になってからは視野を広くもつことを今でも意識し、お店の 標達成、後輩育成、
より良いサロン作りに向けて頑張っています。
・Taebisは、どんな会社ですか？
スタッフ想い、お客様想いでみんなが き きと活躍できる会社です。技術習得のスピードは
少し速めですが、なんでも相談できる先輩に囲まれながら学べるので安 です！
・学 のうちにやっておいたほうが良いことなどあれば教えてください。
就職してから役 つ事だとやっぱり挨拶や返事の習慣をつけておく事をオススメします！あと
は学校での思い出をたくさん作ってください。 好きな友達と毎 喋って勉強して練習し
て、、かけがえのない時間だと皆さんも社会 になって感じるはずです。有意義に過ごしてく
ださい♪

2016年 社
マネージャー奥村野々花
千葉美容専 学校 卒業

2020年 社 森園遥
千葉美容専 学校 卒業

タエビスグループ採 担当の倉重です。当社のイメー
ジを動画でご紹介していますので、ご覧ください！
１、Taebisはどんな雰囲気の会社なのか？
２、Taebisで仕事をする魅 とは？
３、Taebisはどんな に応募してもらいたいのか？
などなど、ご案内しています。

Taebis採 担当
倉重真美

採 ・求
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・就職先をTaebisに決めた理由
学 の頃、5 間実習させて頂いた時に感じた、仲の良さが1番の決め でした。
先輩後輩のメリハリのある仲の良さや、実習 でも孤独に感じない居 地の良さに惹かれ、
Taebisに りたいと思うようになりました。
・Taebisのいいところ
トータルビューティサロンなのでヘアのことだけでななく、フェイシャルやマツエク、まつげ
パーマなど、全てを通してお客様に綺麗になって頂けるところです。
・仕事していて楽しいことは何ですか？
お客様との会話がとても楽しいです。シャンプーやベッドスパを褒めていただけたりすると、
もっと頑張ろうと思えます。
・今後どんなスタイリストになりたいですか？
お客様 のお悩みに寄り添って綺麗をご提案できるスタイリストになりたいです。
分を て、美容師になりたいと思ってもらえるような美容師を 指しています。

・就職先をTaebisに決めた理由
サロン 学の際にお店のスタッフの 全員から名刺を頂いたことと、スタッフの皆さんが笑顔
が素敵でとても感じがよく、タエビスに決めました！
・Taebisのいいところ
スタッフ同 がとても仲が良く、レッスンもわからない所は親 になって教えて下さいます！
・スタイリストデビューして半年が経過しましたが、どうですか？
スタイリストになってから更に責任感が 事だと思いました！
々課題だらけですが、たくさんのお客様に携われて毎 仕事が楽しいです！

・仕事していて嬉しかったことは何ですか？
シャンプーやヘッドスパでとても気持ち良かった！と褒めて頂けたり、ヘアスタイルが変わっ
てお客様に喜んで頂けることが、嬉しいです！
・今後の 標を教えてください。
お客様に無くてはならない存在のスタイリストになれるように、レッスンを い、技術 を
めながらお客様と信頼関係を築いていきます！

・福岡県の美容学校から就職先を千葉県のTaebisに決めた理由
当時、ガイダンスで説明に来ていたスタッフの の雰囲気と話していた内容がすごく
いいなと思ったからです。それと、レッスンの内容が充実していて、いろいろな資格が取
れるところも魅 でした。社 がとてもスタッフ思いで、この会社は真剣にスタッフの事を
考えてくれているんだとな。と感じて、タエビスに決めました！
・Taebisのいいところ
トータルビューティーで学ぶ事ができるので、お客様へのご提案がとても楽しく、できてい
て、スキンケアでは、 分 が綺麗になれる！事も嬉しいですね！それと、社 との距離
が近くて、いろいろな相談に乗ってもらっています。
・ 社して５年 で店 になってから、どんなことを頑張っていますか？
店 としては、スタッフを応援することで、 分も 緒にチャレンジする事が出来て、
頑張れるところです。職場では、スタッフが何でも いやすい環境作りをして、スタッフみ
んなが毎 楽しく仕事ができるように頑張っています！
・地 から関東に こうか悩んでいる学 の にメッセージをどうぞ！
・最初は不安なことがたくさんあると思いますが、
その分 えてくれる も沢 いるので、ぜひ、美容師 を楽しくしていただきたいと
思います。

2016年 社 古川愛梨
福岡ベルエポック
美容専 学校 卒業

2020年 社 本荘寿
東洋理容美容専 学校 卒業

2019年 社 中涼代
千葉美容専 学校 卒業
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・岩 県の美容学校から就職先を千葉県のTaebisに決めた理由
スタイリストデビューまでの期間が 年半で早くデビューできること、ヘアだけではなく
フェイシャル、マツエク もできるようになることに魅 を感じました！
サロン 学の時にお客様への接客とスタッフ同 の会話がとても丁寧で
私もあんなかっこよくて素敵な美容師になりたいと思いTaebisに決めました！
・Taebisのいいところ
プライベートも充実できる時間がしっかりあるのでお仕事終わりは仕事仲間でご飯に くことも
あります。お休みの はディズニーやカフェに ったりして元気チャージしています！
・地 から引越ししてきて困ったことなどありましたか？

暮らしで、はじめての環境に馴染めるか不安でしたが先輩達が家族のように気遣ってくれたり、
お客様も応援してくれるので頑張れています。
・地 から関東に こうか悩んでいる学 の にメッセージをどうぞ！
関東では地 出 が多いのでたくさんの刺激があったりヘア以外にもマツエク、フェイシャル、
メイク、着付けなど 々な勉強ができます。 暮らしをしている美容師も多いのでみんなで
助け合いながら安 して仕事とプライベートの両 ができます。お休みの にディズニーに く
ことが癒しです。近いので毎週ディズニーでリフレッシュしています！

・就職先をTaebisに決めた理由
ヘアだけではなく、スキャルプ・フェイシャル・アイラッシュなどたくさんの分野でお客様に関わ
ることができるところに魅 を感じ、 社を決めました。
・Taebisのいいところ
スタッフ間の距離が近いところや、仕事とプライベートが分けられるところです。
・スタイリストデビューして半年が経過しましたが、仕事のやりがいなど教えてください。
学びの 々ですが、学んだことを活かせたり、お客様に喜んで頂けた時がすごくやりがいを感じます。
・今後の 標を教えてください。
ヘア・フェイシャル・アイラッシュ以外にも着付けなどでよりトータルでお客様に喜んでいただけ
るようこれからも沢 の勉強をしていきます！
・学 の にメッセージをどうぞ！
不安や悩み、たくさんあると思いますが、今のうちにたくさん悩んでください。
やりたいことは何か、どんな美容師になりたいか？などじっくり考えて 分の夢に近づけられる道
を選んでくださいね！困った時はいつでもご相談ください！

2019年 社 島 佳奈
東洋理容美容専 学校 卒業

2018年 社 莉
北 本ヘアスタイリスト

カレッジ 卒業

・就職先をTaebisに決めた理由
サロン 学に った際にスタッフ全員が挨拶をして下さり、最後はお 送りまでして頂いた事が
印象的で、雰囲気もよくアットホームなサロンに惹かれてタエビスに決めました。
・Taebisのいいところ
ヘアだけでなく、まつげパーマやスキンケア、着付けなどトータルビューティーサロンなので
々な技術が学べるのが魅 です。労働環境も整っている為、プライベートも充実できます。

・ 社３年 ですでにたくさんの にご指名をいただいていますが、お客様から指名をいただくコ
ツはありますか？
来て頂くお客様に寄り添う事です。笑顔でおもてなしとお客様へのヘアケアのアドバイスやコ
ミュニケーションを 切にしています。
・今後はどんな美容師になりたいですか？
より多くの に指名を頂ける美容師になって 分の技術で、お客様が綺麗になり「ありがとう」
と感謝される になりたいです。

2018年 社 円楓
パリ美容専 学校柏校 卒業
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タエビスグループはYouTubeでも活躍しています。

チャンネル
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バックショットモデル＆フェイシャル 顔体験
2 1 ~５ 31学 さんオトク体験！

性限定!!
バックショット
撮影
モデル

無料体験
モデル

性限定!!
透明感倍増のフェイシャルスキンケア

顔
トリートメント

モデル価格¥2,000~

モデル価格¥無料

Backshot model
Recruitment

絶賛募集中!!　

無料体験モデル
絶賛募集中!!　

Facial model
Recruitment

美容室で行う本格的なフェイシャルスキンケア
小顔トリートメントの無料体験モデル募集です。

通常¥4,200-

通常価格¥6,500~ 

通常価格¥6,500~ 

モデルや芸能人も愛用されて
いる効果がわかりやすい安心
なクリニックスキンケア

美容学生さんにオトクでキレイになっていただけるフェイシャルトリートメントや、カラーメニューが沢山あります。
１年生、２年生の方、この機会にお友達みんなでご来店下さい。

ご予約は
公式LINEで



ノエル インスタQR
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〒273-0005
千葉県船橋市本町7-12-14

JR船橋駅から徒歩7分

〒276-0034
千葉県 千代市 千代台 2-3-6

タエビスの全店舗に共通する特徴1
＜全員接客＞スタッフ全員で１ のお客様をお迎えします。
美容室ではありがちな担当のお客様を担当の美容師だけがお迎えする。というスタイルではありません。
ご来店いただく全員のお客様にタエビススタッフ全員でキレイになって喜んでいただくことを 切にしています。

keisei 千代台駅から徒歩7分

シェリール インスタQR

ノエル

シェリール
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〒274-0063
千葉県船橋市習志野台5-40-19

新京成習志野駅から徒歩15分

タエビスの全店舗に共通する特徴2
＜感謝 ＞ご来店いただくお客様に感謝を伝えることはもちろんですがスタッフ同 、先輩も後輩も年齢、
キャリア関係なく「ありがとう」の 葉をお互いにたくさん掛け合う、素直に感謝を伝えるスタッフの集まりです。

新京成北習志野駅から徒歩10分

〒274-0063
千葉県船橋市習志野台1-28-1

アンアネロ インスタQR

アンアネロ

アリッサム

アリッサム インスタQR
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Q,初任給で１ 暮らしは出来るのか 配です...。
住宅 当が２万円出るので 配いりません。普通に 活していれば、お 遣いもちゃんと残ります。
タエビスの近くでアパートを借りると 4̃4.5万円くらいです。光熱費で 1万円くらい 費3万円と考えると５万円
近く残ります。（社会保険なので保険料、年 は半額で済みます）奨学 を使っている はラクラク返済可能です。
Q, 仕事をしていて 変な事、つらかった事はありますか？
変だった事は、なかなか技術を覚えられなかった事です。けれど、サロンで先輩が親 になって教えてくれたので、
悩みがなくなりました。（スタッフ談）
Q, 客層はどんな感じですか？
２０代̃４０代の主婦やOLの が 番多いですが、ご家族皆様でご来店いただくのでお さんも、
さいお さんも、お婆ちゃんもいらっしゃっていただいてます。

Q,タエビスが求めている 材は？
１、誠実な ２、素直で前向きな ３、スタッフとみんなで明るく元気に楽しく働ける
Q, 就職先を選ぶポイントは何ですか？
（考え ）何を 番 切に考える会社なのか？その考え に共感出来るか？
（雰囲気）スタッフと話した印象や働いているスタッフの感じを て「いいなぁ」と思った所がいいです。
（教育カリキュラム）レッスン環境やスタイリストデビューまでのスケジュールなどが 分の希望に近いかどうか？
（ 間関係）スタッフに沢 話を聞きましょう。 緒に働きたいと思えるスタッフがたくさんいる所がいいです。
Q, 接の時の服装はどうしたらいいですか？
学も 接も普段着で 丈夫です。

Q, 就職活動で１番 切な事は？
分で真剣に、 分に合った会社を選ぶ事です。選び は、会社説明を聞いて「いいなぁ~」と思ったらすぐにサロン
学に きましょう！サロン 学に ったら聞きたい事はなんでもスタッフに質問しましょう！そして、ここで 分が働く
イメージがわけば 接を受けましょう！！

学 さんのよくある Q&Aにお答えします

東京駅、ディズニーランドまで30分、成 空港まで45分の好 地

津田沼 北習志野習志野

成田空港

八千代台

西船橋船橋

舞浜

東京
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会社説明会

会社名  株式会社 Taebis
応募資格     専 学校卒（美容国家試験の取得 込者）
総 給額  196,640円（31 の ） ／ 188,960円（30 の ）

（ 社６ヶ 後に昇給制度有り）
諸 当       【住宅 当】20,000円 給

      【交 通 費】上限20,000円まで 給
勤務時間      ① 9:00~18:00 ② 10:00~19:00 
休 /休暇  【休 】週休２ （ 8 ）年間休  100
                  【休 暇】リフレッシュ休暇連続 9 間／ 年末年始休暇 4 間
保険 社会保険・厚 年
応募 法 電話・公式LINEでご連絡下さい

!"#$で会社説明ご予約

会社概要

タエビスグループは、明るく、楽しく、お客様もスタッフもキレイになれる！まじめな会社です。

%&'%(%%&()**
サロン見学受付中++

電話での問合せは ノエル店（求 担当＊肥後）

公式ラインで
お友達登録

オンライン説明会でも、会社 学しながらの対 説明会でも、どちらでも 丈夫！

【幸せな美容師を!!】
スタッフが幸せでなければ

お客様を幸せにすることなんて絶対にできません。

＊スタバカード¥1000分プレゼント!
＊ヘアカラー１回無料券プレゼント!
＊交通費を負担します!（通学定期範囲外で上限¥2,000）

対 説明会にご来場の学 さん全員にプレゼント!!

特典を受けるためには学 証が必要になります。（内定が未決定の のみ）



裏

LINE


