
VOGUE

For the happiness of all the people and staff.
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about VOGUE

VOUGE 株式会社

代表取締役　矢野　三重

about Corporate  Vision

経営理念 私の幸せ！仲間の幸せ！お客様の幸せ！

VOGUE に関わるすべての人を

HAPPY にすることが私たちの使命です

経営ビジョン

私たちは VOGUE の理念に基づき、

真の幸せを追求し、 提供できる人材を育てます

そして、 すべての人を幸せにする HAPPY 集団になります

営業理念

お客様の本来の美をサポートし続け、

１つでも多くの HAPPY を提供する。

私たちは、 「感動」 「感謝」 「幸せのあるサービス」 が商品です

人事理念

情熱 ・継続 ・可能思考

-　VOGUEはHappy を与えられる人づくりがテーマ　-

私達、 美容師は、 お客様に喜んでいただくことを最大の喜びにする仕事です。

いい技術があるからお客様に支持されるのではなく、 お客様に喜んで頂く為には

いい技術が必要だから、 日々トレーニングすることが必要なのだと思います。

常にお客様のHappy を考え、 追求していくと何が必要かが見えてきます。

だから、 一番に大切なのは、 スタッフ一人一人の 「優しさ」 であったり、

「気がきく」 事出会ったり、 「思いやり」 「責任感」 であったりと、

人間力や人柄だと思うのです。 人間としての成長無くして

美容師としての成功はあり得ない事なのです。

当社では、 勉強会や充実した講習もありますが、

もっとも大切にしているのは、 ミーティングや食事をしたりと

ここで人とに 「関わり」 「気配り」 「仲間意識」 を高めることを

大切に考えているのです。

まだまだ未熟で発展途上ですが、 そんな 「人づくり」 を

テーマとした人間力と温かさのある会社を目指しています。

一緒に VOGUE で成長してみませんか？？
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about Missionabout Salon なぜ、 「ずっと通いたくなる美容室」 に

出会えないのか ???

カウンセリングの追求

人間力の成長

生涯のビューティーパートナーになる事

お客様に安心して頂き、 安全に施術するにはカウンセリングは不可欠です。

VOGUE のカウンセリングは、 お客様に信頼して頂き、 納得して頂くまで話し合います。

時間の関係や美容師の都合ではなく、 お客様が本心で納得をして頂く事を大切にして

います。 その信頼や納得でお客様と深く繋がってより美容を楽しんで頂くことができます。

そこがない状態で施術を始めることは本当の意味での信頼関係は創ることができないのです。
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CReO とは 「創造」 を意味する。 流行

を創り出す事、 流行の真似をするので

はなく、 スタッフ一人一人が考え、 お客

様と一緒に創造していく事をコンセプトと

している。 様々な新しい美容室の価値を

広い店内で創る事。 ギャラリーや本、緑、

セミナーなど、 美容室の枠を超えた人と

人との関わりを創る事。 お客様には美容

室に来たのではなく、 新たな空間を体

験して頂く事を大切にしています。

VOGUE とは 「流行」 を意味する。 お

客様にはヘアだけではなく、 美容全般、

健康など幅広い知識でお客様を流行の

最先端へお連れする事がコンセプト。 通

常の流行とは違い、 お客様と一緒にお

客様だけの流行を提案する事がお客様

にとっての一番だと考えています。

VOGUE ISE は落ち着いた空間で大人の

美を提案し、 日常とは別の時間を体験

して頂く事を大切にしています。
美容の仕事は、 人間力の成長が不可欠だと考えています。 お客様と信頼関係を築くこ

とは、 「優しさ」 「気遣い」 「思いやり」 がなくてはできません。 VOGUE は 「人間力の

成長」 を大切に考えています。 関わる全ての人を Happy にする事を常に考える事で、

プライベート、 スタッフとの関係、 お客様との関係が良くなり、 人生の財産になります。

「美容に関するものは VOGUE にくれば解決する」 VOGUE はお客様にとってそのような

場所でありたい。 年齢に寄り添う美をそれぞれのスタッフが真剣に考える場所、 お客様

にずっと寄り添いながら通える場所を創る事がミッションです。 そこが、 美容師の本来の

楽しさであり、 お客様の特別な日に立ち会う。 そんな素晴らしい仕事が美容師なのです。

お客様との信頼関係の中でしか生まれない流行を創造しましょう。



about Futureabout Curriculum なぜ、 「ずっと通いたくなる美容室」 に

出会えないのか ???

カウンセリングの追求

人間力の成長

生涯のビューティーパートナーになる事

お客様に安心して頂き、 安全に施術するにはカウンセリングは不可欠です。

VOGUE のカウンセリングは、 お客様に信頼して頂き、 納得して頂くまで話し合います。

時間の関係や美容師の都合ではなく、 お客様が本心で納得をして頂く事を大切にしてい

ます。 その信頼や納得でお客様と深く繋がってより美容を楽しんで頂くことができます。

そこがない状態で施術を始めることは本当の意味での信頼関係は創ることができないのです。
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美容の仕事は、 人間力の成長が不可欠だと考えています。 お客様と信頼関係を築くこ

とは、 「優しさ」 「気遣い」 「思いやり」 がなくてはできません。 VOGUE は 「人間力の

成長」 を大切に考えています。 関わる全ての人を Happy にする事を常に考える事で、

プライベート、 スタッフとの関係、 お客様との関係が良くなり、 人生の財産になります。

「美容に関するものは VOGUE にくれば解決する」 VOGUE はお客様にとってそのような

場所でありたい。 年齢に寄り添う美をそれぞれのスタッフが真剣に考える場所、 お客様

にずっと寄り添いながら通える場所を創る事がミッションです。 そこが、 美容師の本来の

楽しさであり、 お客様の特別な日に立ち会う。 そんな素晴らしい仕事が美容師なのです。

お客様との信頼関係の中でしか生まれない流行を創造しましょう。

about Acadmy

細かなスケジュールでステップアップ！
１年半でのデビューも夢じゃない！

VOGUE では、 順調にステップアップできるように各項目ごとに合格基準があります。

スタッフ一人一人に合ったスケジュールを計画、 トレーニングしていきます。 ステップ

アップ検定は毎週木曜日です。 スタッフ全員で応援しています。

入社後２ヶ月の集中アカデミーで早期育成！

VOGUE では、 入社後２ヶ月間はカリキュラムを

集中トレーニングします。 平日の営業中の時間を

使ってカリキュラムを進めます。 その他、 毛髪知

識やカラー知識、 トリートメント知識なども営業中

に行います。 土日祝日はサロンでお店に立ち、

接客を学ぶ事ができます。

集中トレーニングによって早く仕事に慣れ、 スタ

イリストデビューの早期育成が実現しています。

〜  早期育成の鍵はアカデミーにあり  〜
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シャンプー トリートメント ・ スパ

カラー ストレート ベーシックカット

サロンスタイル

カットモデル

メンズカット アップ

スタイリストデビュー



Staff Voice
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①仕事で大切だと思う事は？
②美容師でよかったと思うところは？　　
③VOGUEへのきっかけは？
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スタイリスト / 店長 ①お客様目線になる事。
スタッフを大切にする事。
②お客様のキレイのお手伝いをさせて頂いたり、
悩み解決で喜んで頂ける所。 仕事以外でも色
んな事に気がつけるようになった。
③VOGUEで働いているスタッフから、 オーナ
ーがスタッフとお客様を本当に考えてくれる素敵
なお店だと聞いて、 見学をした。

近藤　有紀

スタイリスト / 向井　真衣

①自分の事よりも第一にお客様やスタッフなどの
周りの人を思いやる気持ち。 笑顔で楽しむ。
②美容師としての技術はもちろん、 たくさんのお
客様と関わる事ができ、 人としても成長した。
③VOGUE を見学した時に話を聞き、 スタッフ
一人一人の事を大切にしている事、 夢を叶えて
あげたいというオーナーの気持ち。

スタリリスト / 久米　勇樹

①向上心とおもてなしの心が大切。 常に新しい
提案をお客様にさせて頂き、 真心を込める事が
たくさんの笑顔につながっていると感じます。
②たくさんのお客様のライフスタイルに携われる
ことがとても嬉しい。 長年の悩みが解決したり、
諦めていた事が実現したお客様を見れる事。
③VOGUE にお客として来た事。 又来たいと思
い、 働きたいと思った。

スタイリスト / 岩城　晴菜
①一人一人の繋がりを一番大切にしている。 お
客様はもちろんスタッフ、 家族、 友人、 周りの
人を大切に考える事ができれば仕事も自然とうま
くいきます。
②その日の髪の状態で気分が全く違います。 そ
んな大切な髪を私に任せて頂ける時に美容師の
仕事に誇りを感じます。
③お客様と美容師の距離感が近く感じられ、 楽
しく働きたい私の理想の美容室でした。 オーナー
に一目惚れです !!

スタイリスト / 立橋　香那

①常にお客様目線で考えて何を求めているのか、
どんなアドバイスがいいかなどお客様の悩みに一
緒に寄り添う事。
②お客様の友達や家族をキレイにして喜んで頂い
たり、 又立橋さんで !! と言って頂けた時。
③オーナーに憧れてここだ !! と思い入社した。

アシスタント / 中川　繭①大変な事もありますが、 その中でも必ず楽し
んで仕事をする事。 常に笑顔でいる事 !!!
②お客様に名前を覚えて頂いたり、 させて頂い
た技術で喜んで頂けた時です。 シャンプー後に
「気持ちよかったー !!」 と言って頂いた時は最高
にやりがいを感じます。 又頑張ろうと更に気合い
が入ります。
③オーナーのお話でお客様やスタッフに対する気
持ちを強く感じて働きたいと思いました。 見学の
時のスタッフの雰囲気がとても素敵でした。



Welcome to VOGUE
■入社までのスケジュール

会社説明会　or　サロン見学

どんな会社なのか、 どんなお店なのか見てもらう事が一番 !

気になる事、 大切にしたい事なんでも先輩に聞いてみて !!

▶ 1st Step

▶ 2nd Step

▶ Final Step

面接

サロン見学をして、 色々な話ができて、 入社の意志が決ま

ったら面接へ！

ここでは、 履歴書 ・成績証明書を提出してください。

内定

内定承諾書を受理後、 正式に内定となります。

▼

▼

①アシスタント　②スタイリスト　③レセプション

伊勢　 ・ 　明和

①16 万〜（基本給、 技術手当、 商品手当、 交通費）

②17 万〜（基本給、 技術手当、 商品手当、 交通費）

③16 万〜（基本給、 技術手当、 商品手当、 交通費）

※能力、 売上により違う

９ ： ００　〜　１９ ： ００

社会保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・ アカデミー

交通費 （15,000 円まで支給） ・ 技術講習会

慶弔休暇

毎週月曜日、 第１、 ３、 ５火曜日

正月休暇 （５日）、 夏期休暇 （３日）

募集職種

勤務地

給与

勤務時間

待遇

休日

Recruit

問い合わせ先　　VOGUE 株式会社　三重県伊勢市村松町 1359-56

0596-37-5366 担当　矢野 （ヤノ）
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