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Love Love

はじめから輝ける美容師
愛される美容師になる
憧れの美容師としてスタートを切って

どんな美容師になりたいと思いますか？

可愛いスタイリストになりたい！

トレンドを発進するスタイリストになりたい。
友達や家族のカットをしたい。

いろんな目標や、夢があると思います。
FOFグループでは、技術が身につくのはもちろん
人としても素敵な美容師に成長していくことができます。
スタイリストになるまでは輝けない？

いいえ、
ここでは、一年目からプロとして輝ける美容師になれます。
たくさんのお客様に感動をお届けできます。

あなたも一緒に仲間とともに
輝ける毎日をつくっていきませんか？
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会社概要

名称

株式会社thsd-5

屋号

fosta ／ Friista ／ F.O.F ／ Friio ／ fotiiy

設立

2008年2月1日

役員

代表取締役

事業内容

美容室の経営

本社所在地

大阪市中央区南船場4-10-13

竹村

辰則

HUQUEビル2階 WEST
従業員数

62名（女性34名・男性28名）



Future of Futurology

募集要項

募集業種

スタイリスト

年間休日110日

アシスタント
（未経験可）

(毎週月曜日・有給5日・夏期休暇5日・

レセプション

冬期休暇5日・週休2日制)

美容学校卒業者

勤務地

fosta

梅田店

Friista

梅田店

F.O.F

南船場店

Friio

北堀江店

fotiiy

茶屋町・中崎町

給与

毎週月曜日

Jrスタイリスト

応募資格

勤務時間

休日・休暇

平日

11：00〜20：00

土日祝

10：00〜19：00

待遇

技術手当 スタイリスト : 昇給随時

あなたの夢はなんですか？

アシスタント時

FOFグループのスタッフはお客様に感動をお届けし続けられる仲間とともに夢に向かって働いています

最大25000円(ランク職位給)

住宅補助手当1万(入社1年迄)
社会保険・雇用保険・厚生年金・労災保険
（5,250円負担で健康保険加入可能）
交通費支給（2万円まで）
社員旅行

年1回

イキイキと、それぞれの未来の可能性を
ぜひ、FOFグループで働く一人ひとりのありのままを感じてみてください。

そして、あなた自身の未来を想像してみてください。
美容師になることは、人生によくにています！
仲間に対して、良き人であり続け、良い技術を通して、 絆を築いていくんです！

スタイリスト 220,000〜

1年間住宅補助手当あり → 詳しくはP.8へ

アシスタント 190,000〜215,000

ブラシス制度あり

→ 詳しくはP.8へ

産休・育休取得実績あり → 詳しくはP.16へ
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今 からはじまる、みんなの 可 能 性！

あなたの未来は、無限に広がっています。
夢に向かって一緒に成長しませんか？

代表

竹村 辰則
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Model Shooting

HAIR SHOW
F.O.F DESIGN

FOFグループでは、ヘアショーを通じ、

F.O.F DESIGN

撮影はFOFグループのスタイルの発信

未 来 の 素 敵 なスタッフとの 出 会 い

の場。

を大切にしています。

リアルトレンドのスタイルを作ることで

2018年はFOFグループ10周年のヘア

より多くの方にFOFグループのスタイル

ショー、
メーカーさん主催のヘアショー

を発信できるように毎月たくさん撮影

イベント
『 Brush 』からも依頼があり、

を行っています。

たくさん の 美 容 師 さんと共 にF OF

2018年は、全国のphotocontestで、

グル ープも参 加させてい た だきま

上位の賞を頂いたり、SNSでスタイル

した！

ランキングに選んでいただいたり飛躍

ヘアショーで美を通して、
プロとして

的に活躍することができました。

デザイン、
チームワークを高め素敵な

撮 影 で 作 るスタイル によってF O F

ショーを作り上げ、皆様に感動をお届

グループに行ってみたいなと思って

けすることができました。

いただけるよう、たくさんの方々がワク
ワクドキドキして来店していただけるよ
う、日々トレンドを形 にし、関 西 人 気
No.1サロンを維持しています。
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年間行事

新入社員さんのために

たくさんの 行 事の 中で絆を深め合う。
家 族のような仲 間と過ごす楽しい1 年 間！

☆ 新しい仲間のためにFOFグループがしていること☆
FOFグループでは、新しい仲間が安心して成長し学べる環境を整えるために、以下のようなことに取り組んでいます。

CHECK!

FOFグループでは、たくさんの年間行事が開催されます。
楽しい時間を一緒に過ごす事で、仲間としての「絆」もFOFグループの強み

新しい環境で、日々学ぶことが多い毎日を過ごすことになる新入社員の皆さんは、変化の多い毎日を送ることになります。
レッスンや美容師としてスキルアップに集中することができる環境を作れるよう取り組んでいます！

だと感じます。入社式や、合宿など会社発信のイベントはもちろん、
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先輩がマンツーマンでサポートしてくれるのでなんでも相談できる！

BROTHER
& SISTER

決めていきます！仕事も遊びも、全てを、全力でみんなで楽しんでいます！

brother & sister

FOFグループでは新入社員 brother & sister を導入しています。
brother & sister とは新入社員一人ひとりに個別先輩のサポートがある制度で
す。入社してからアシスタントとして働く中で仕事の面でもプライベートの面で
も、相談したいことや楽しいこと、不安なことも出てくると思います。もちろん同期
の仲間に相談したり、友人に相談できたりもできると思いますが、
そのほかに一
人一人に気楽に小さい悩みでも相談できるお兄さんお姉さん的な関係性とし
て、先輩がサポートします。
悩み事や相談だけでなく世間話はもちろんご飯や遊びに行ったりお客様に感動
をお届けできたことを共有したり、先輩たちも brother & sister を経験している
ので自身をたくさん知ってくれる1番の理解者になってくれます。
気軽に相談できる先輩と一緒に安心して成長し続けています。
また自分たちが先輩となった時に同じように後輩を可愛がり本当の兄弟のよう
な関係性を築けていける仲間という家族と共に大きく成長していける環境があ
ります。

自分達で決めた年間イ
ベントを
全力で楽しみます！イベ
ントと通して、
違う店舗のスタッフとの
交流も深くなります！
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合宿

fosta周年
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Friio周年
講習会
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BBQ

7
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入社式

BBQ
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花火大会
ヘアショー参加

1
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クリスマス会
忘年会

えべっさん
新年会
書き初め

F.O.F周年
Friista 周年
Fotiiy OPEN
社員旅行

楽しい思い出が
いっっぱい！

えべっさんも
みんなで祈願！
屋台も
楽しみます！
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中間合宿

3

毎年、
全員参加の
社員旅行を
開催して
います！

社員旅行

毎年、全員参加の社員旅行を計画しています。
2018年度はベトナム、2019年度は釜山でした。
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Early
morning
lesson

周年パーティー

みんなで
過ごす時間は
楽しい！

体調管理も大切に考えています

レッスンは早朝に行なっています！

スキルアップも大切ですが、
スタッ
フの日々の体調管理が一番大切！
夜はお客様をお迎えする準備や、
同期、先輩、友達、
自分の時間とし
て使えるように、
身も心も快適な朝
にレッスンを行ってます！
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Support
for life

2

2018年は
FOF10周年！
みんなでヘアショー
を行いました！

1年間の
家賃補助（月1万円）
でスタッフの一人
暮らしをサポート！
FOFグループでは、大阪以外出
身のスタッフも多く在籍していま
す。半数以上が一人暮らしをして
いて、入社して一人暮らしをする
スタッフには、1年間家賃補助と
して、
月1万円を支給しています。
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Petit
debut

年間行事は、スタッフみんなが「こんなことがやりたい！」いうことを全員で

スタイリストデビュー前でも

プチデビューできるから
どんどんスキルアップ！
FOFグループでは、
カリキュラムで合格し
た技術を
「プチデビュー」
としてお友達や、
ご家族、
モデルさんを営業中主担当とし
て、
きれいを作れるシステムを導入してお
ります。
サロンワーク中のお勉強だけでなく、実
際自分自身が担当者になることで、
もっと
こんな風にできるには？とどんどん技術力
をあげていくこともでき、
スタイリストデ
ビュー前に自信をつけていくことができま
す。
プチデビュー → 詳しくはP.10へ
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カリキュラム
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1 年 半でスタイリストデビュー 1 0 0 ％できます。
スタイリスト 入社3年目 依藤 小百合
FOF グループでは入社してから１つ１つを丁寧に学べ、
スタイリストに向けて確実に成長することができます。 桂make-up デザイン専門学 校卒業

1年半で確実にデビューできるカリキュラムを用意しており、
デビューを果たし、
お客様に喜んで頂けるスタイリストに成長していきます。
スタイリストになってからも技術面精神面と人間的成長のサポートはもちろんですが技術のみじゃなくお客様にしっかり向き合
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リタッチカラー
プチデビュー

3





メンズショート

9

ワンメイクカラー
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FOFグループでは、
カリキュラムで合格した技術を
「プチデビュー」
としてお友達や、
ご家族、
モデルさ
んを営業中に主担当として、
きれいを作れるシステ
ムを導入しております。
デビューとはアシスタントでも査定が受かればプロ
です！
お客様に感動をお届けできるスタートラインに立
てます。
｢スタイリストデビューまで入客できない！｣
ではなく合格した技術は、
アシスタント中にプチデ
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ストレート・プレス
プ チデ ビュー

1年間のレッスンでデザインカラー
ができるようになりました。
リアルトレンドに沿った高い技術を
カリキュラムを習得してのお客様を
おしゃれにかわいくするお手伝いが
できるようになりました。



技術面では、
サロンワーク中のお勉強だけでなく、
実際、
自分自身が担当者になることで、
もっとこん
な風にできるには？とどんどん技術力をあげていく

50

こともでき、
スタイリストデビュー前に自信をつけて
いくことができます。

9

なお客様で溢れるスタイリストへの道をつくれる環



境があります！



ウィービング+
ワンメイク
プチデビュー

ビューできるシステムがあります。

アシスタント中にたくさんのファンを増やし、大好き
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マッシュルーム



ウィービング+ワンメイク

リタッチカラー



お客様に
｢○○ちゃんにシャンプーしていたい！｣
｢次も○○ちゃんのスパ楽しみにしてるね！｣
って言ってもらえた。
アシスタントの私でも初めから輝ける、
活躍でき、今の自分ができることの
大切さを実感しました！



ローレイヤー

1



FOF グループではすぐに叶えることができます！

7

1年間で
こん
な
に
成長しま
した

グレ イカラー
プ チデ ビュー

6
7
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キレイにしたい！と思いませんでしたか？

カットモデル 人



グレイカラー

5

みなさん、専門学校を卒業してすぐ友達や家族を

パーマスタイル
プ チデ ビュー

カットカウンセリング

スパ
プ チデ ビュー

はじめから輝ける美容師！



くびれレイヤー





グラボブ
︵前下がり︶
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デジP巻き・ストレート・プレス

スパ

4



アシスタント 入社2年目 當銘 菜摘
KBC学園 ビューティーモードガレッジ卒業



ボウズ

シャンプ ー
プ チデ ビュー

ワンメイクカラー
プチデビュー

セムレイヤー





デンマン
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プ チデ ビュー

パーマスタイル

9

ワンレングス

入社前の内定決定から
シャンプーレッスンを行い
4月からすぐにお客様に
喜んでいただけるよう、
レッスンして
いきます。

ワンメイクカラー



シャンプー
︵S・L︶
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える環境を整えています。

アシスタントだけど
担当 者に なれる！
サロンスタイル1・2

パーマ基礎



1年半で
デビュー
しました！

1年6カ月の間、
モデルレッスン、
プチデビューがあり
コミュニケーションの勉強もでき
スタイリストになる時には私の
応援団がたくさんになりました。
基本ベースから応用まで学び
お客様に満足していただける
技術を取得できました。

STYLIST
DEBUT!

毎日ワクワク、
ドキドキな日々を過ごせます。
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アシス タントの１日

G
FOFO’S

Q&A

アシスタントな私の１日

7：20 ● 起床

Friista勤務
アシスタント

13：00 ● ランチ

8：10 ● 家出発
8：40 ● Friista出勤

ながみね

21：00 ● 営業終了
21：05 ● 終礼・掃除

ランチをしっかり食べて、
午後からも元気いっぱいに営業！

実家です！

22：15 ● 帰宅
アシスタントでも積極的に
接客していきます！

大阪府

どこに住んでるの？

21：30 ● 退店

12：00 ● サロンワーク

血液型は？

24：30 ● 就寝

営業が終わったら、同僚や
先輩とご飯にいくことが多いです！

Friistaのアシスタント1年目の永峰です。入社し

そしてレッスンで習得した技術でプチデビューし

て1年経ちますが、働き始める前は楽しみと不安

て、1年目から家族やお友達に喜んでもらえて、

がありましたが、入社してすぐ不安は吹っ飛びま

毎日がとても充実しています。技術以外の相談

した！すごく素敵な同期・先輩・そして暖かく迎

はブラシスの先輩が聞いてくれて、時には励まし

A型

プライベートの趣味は？

韓国が好きなので
動画を見たり次行った
時の行きたいところ
探しをよくしてます！

てくれたり、悩みはすぐ解決してくれま

えてくださるお客様でFOFグループに

す！営業後にご飯に行ったり、
お

入社してよかったです。お客様の

買い物に行ったり,、仲良い同

会話やシャンプー、
カラーの

期や頼もしい先輩たちがい

施術で今以上に居心地の
良い時間を過ごしていた

る職場です！
！

だくためにどうしたらよい

お休みの日は私の大好き

だろうと考えたり、お店に

な韓 国に渡 韓! ライブに

来られた時より、
もっときれ

行ったり、友 達とカフェや
ショッピングで仕事・プライ

いになって喜んでもらえるこ

自分のアピールポイントは？

話すことが好きなので
お客さんと
たくさん話すことです！

今一番楽しいことは？

お客様と
お話する事です。

ベート共に充実しています。

とが毎日やりがいもあり、
とても

社内イベントでは昨年はベトナム社

楽しいです。毎朝レッスンをしてスタ
イリストまでのカリキュラムをする中で足踏み

員旅行に行ったり、
クリスマス会を開催したり

するレッスンもありますが、いつも先輩達がサ

と、毎年みんな企画から考えてできるので楽し

ポートしてくれて、
どんなご要望にも応えられる・

いです。1年を過ごす中でワクワクドキドキが

提案できる美容師に成長中です！

いっぱいあるFOFグループです！
！

スタッフ卒業校一覧

高津理容美容専門学校
ル・トーア東亜美容専門学校
ヴェールルージュ美容専門学校
関西美容専門学校
大阪ビューティーアート専門学校
大阪美容専門学校
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よくある質問にお答えします

出身は？

１日はレッスンから始まります

11：00 ● 営業開始

か

大阪ビューティーアート専門学校卒業

9：00 ● レッスン開始

10：45 ● 朝礼

や

永峰 沙也夏

15：00 ● サロンワーク

10：00 ● 掃除開始

さ

ECCアーティスト専門学校
大阪モード学園
グラムール美容専門学校
NRB日本理容美容専門学校
大阪ベルェベル美容専門学校
NHC西日本ヘアメイクカレッジ

神戸ベルェベル美容専門学校
KBC学園 ビューティーモードカレッジ
ヘアラルト阪神理容美容専門学校
IBW美容専門学校
桂make-up デザイン専門学校
岡山県理容美容専門学校

総合美容専門学校 ベ ルフォートアカデミーオブビューティー
愛媛県美容専門学校
石川県理容美容専門 学校

Q

レッスンはどのような形で
行われますか？

Q

スタイリストまでどれぐら
いの年月がかりますか？

FOFグループではレッスンは必ず朝に
行っています。
夜にレッスンしているサロンも多いと
思いますが、
スタッフの体調管理やプ
ライベートを大切にするという考え方
の上で朝レッスンを導入してます。(夜
は講習会がある日が月に数日ありま
す。)1週間の出勤の中で基本の朝レッ
スンに加え営業中もできる特別レッス
ン
（13時まで）が2日あります。
9時からは毎日コーチがいるのでテス
トも随時受けることができるようになっ
ています。朝レッスン次第では、早くス
タイリストデビューできた先輩スタッフ
もいて、やる気次第でどんどんスキル
アップしていけます。

スタイリストデビューできる技術を磨く
ために、1年半のカリキュラムがありま
す。現在、100％のスタッフが、1年半で
スタイリストデビューしています。毎日
コーチがレッスンを見てくれるので、
も
しカリキュラムから遅れてきても、
しっ
かりとしたサポートしてもらえて安心で
す。
デビューしてからも、サービスや技術
面でのサポートはしっかりしているの
で、
スタイリストとしても成長していけ
ます。FOFグループは都心部にサロン
を構えているので、
トレンドを発信して
いるサロンとして、
カリキュラムも毎年
見直し、時代とニーズに対応できる技
術を1年半で取得できるようになって
おります。

Q

Q

モデルさんはどうやって
つれてくるのですか？

新入社員のみんなにとっては、
どうす
ればいいのか…不安の一つだと思い
ます。
モデルとして協力してもらえるご家族
や友人などももちろんですが、FOFグ
ループは都心部のサロンなので、SNS
やハントでも来てもらうことができま
す。SNSでのモデルさん探しは先輩が
しっかり教えてくれるので安心してくだ
さい！モデルさんで来てくれた方から
の紹介などもあります。モデルさんは
未来のお客様になります。一番の応援
団になって頂けます！一生懸命に施術
を習得して、たくさんの方に喜んでい
ただける、必要とされるような存在に
なっていきましょう。

お客様の年齢層はいくつ
ぐらいですか？

梅田・心斎橋とエリアによって多少違
いがありますが、
ターゲット層は22歳
〜 35歳ぐらいの働く女性です。エリア
的にも働いているトレンドに敏感な方
がいらっしゃることが多いです。男女比
は3対7くらいになります。都市にこられ
るお客様なのでトレンドを追いかけて
いる方が多く、最新のキレイのお手伝
いができる職場になります。
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 スタイリストリアルな成長


スタイリストデビューして、
どういう自分になっていくか。あ なたには色んな可能性があります。
スタイリストデビューしてからも成長カリキュラムがあるので、やる気があればまだまだ成長していくことができます。スタイリストに

スタイリスト
最短デビュー！
お客様大好き！
美容師大好き！
fosta店勤務

入社3年

リーダー 松井 ほの香
ヘアラルト阪神理容美容専門学校卒業

FOFグループ代表！
ヘアショー参加！
トレンド追いかける
若手チーフ！
fosta店勤務

入社4年

私は中途採用でFOFグループに

時期もありましたが、
そんな時に助けて

もらい、体感させてくれました。どんな

fotiiy店勤務

方、私のことを理解し認めてくれてたくさ
んの美容師のやりがいや楽しさを教えて

として技術力、営業力を学ば差せ
て頂いているのはもちろん、社会
人としての人間力を多く学べる会

で入社しました。なかなか思

尊敬できる先輩方のもとで働かせ

イルを撮影班として作りその

ていただけて 技術も接客も多くの

ヘアスタイルでヘアカタログ

ことを学ぶことができました。

に載ることでした。

せて頂きました。大きなヘアショーで
緊張でしたがスタッフみんなが見に
来て、
サポートしてくれて大きな成功
に繋がりました。とても貴重な経験
をさせてい た だ けた のも、FOFグ

入社しチャンスをいただけ、念
願の夢を叶えることができ、
フォ
トコンテストでも受賞することが
できました。
はじめから輝ける！
！です。
これから関 西№１「かわいいを
つくるサロン♡」にしていきたい

ループで働けてるおかげです。

です。

たくさんの大好きなお客様にスタッフみんなで感動をお

これからも、美容を通して感動をお

そのために、同じ夢をもつ仲間た

届けできる。そんなFOFグループが大好きです！これから

届けし、たくさんのお客様からもス

ちと一緒に発信力のあるデザイ

タッフからも愛される人となれるよ

ナーとして活躍していきたいと考え

う成長していきたいです！

ています。

ストデビューがきました！

ももっともっとFOFグループに関わるたくさんの方を全力
で美容を通じて幸せにしたいです！

私は、
スタイリストとして、FOFグ

事に感謝する事が出来るように

私の夢の1つが、かわいいスタ

沢山のお客様に感動をお届けすることができる本当に

スタイリスト 犬島 麻姫子
ヴェールルージュ美容専門学校卒業
Instagramアカウント：@i.mamaki

なったこのFOFグループに感謝

グループだと思います！

の美容室と共にヘアショーに参加さ

入社2年

ループの理念・人間力・技術力

思っています。

がまた違うもっと大好きに今もどんどんなっています！
！

fosta店勤務

にとても感銘を受け、中途採用

て愛される人になれる！それがFOF

2019年はチーフ就任！女性スタイリ

FOFグループ
press
SNSフォロワー1.2K !
素敵な出会いから
お客様の｢なりたい！｣を
叶えれるTOPスタイリスト

社だと思います。関わる人や物

です。さらに成長していきたいと

ストとして、FOFグループ代表で沢山

たくさんの愛情をもらってここまで成長でき夢のスタイリ

入社し、4年目になります。美容師

時でもみんなが美容師として輝い

FOFグループに入社してから、小さな頃から美容が好き！

きな仲間がいてくれるからこそです。技術面だけでなく
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いただき道を示してくれた店長や先輩

fotiiyリーダー！
なんとデビュー１か月
指名売り上げ63万円。

ダーに抜擢されたのも同期・先輩の家族のようなだいす

入社4年

私はもともと人と楽しいお話をすることが大好きでした。
客様に喜んでいただけることにとても楽

素 敵 なお 仕 事です。1年8か月debutし初月63万。リー

fosta店勤務

スタイリスト 安道 海満
神戸ベルェベル美容専門学校卒業

しさを感じることができました！悩んだ

リーダー 月木 実奈
高津理容美容専門学校卒業

撮影、press! FOFグループの
メインビジュアルを担当！
念願の夢を叶えることが
できました！

チーフ 横山 夏海
高津理容美容専門学校卒業
新卒生からFOFグループに入社し、私は美容を通してお

入社3年

なることがゴールではありません。あなたの夢を叶えるためのスタートです。

い描いているサロンと出会え
ず、迷いながら美容師をして
いたからこそ思 いますが、FOFグ
ループ入社し、
どの店舗も全員が生
き生きとしていて明るく活気があり、
私自身の強みを生かしどんどん高めていける環境
と感じています。
fosta店は、梅田エリアでも超人気サロンで平日でもフロ
アにはお客様でいっぱい、
スタッフも明るく元気で笑顔
が絶えないFOFグループで日々サロンワークをさせても
らっています。
サロンワーク以外でも、雑誌撮影やトレンド・SNS講習会
など沢山のチャンスをいただいて、充実して美容師を楽
しんでいます！
私達のお仕事はヘアスタイルだけではなく、たくさんの
感動をお届けできるお仕事です！
これからも時代を先読みしてトレンドを発信していきま
す！すべてはお客様に笑顔になって喜んでもらいたいか
らです。
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スタッフがはじめから
輝ける環境作り！
店長の大切なお仕事です。
fotiiy店勤務

入社5年

店長 中井 結菜
ル･トーア東亜美容専門学校卒業
5年前に中途採用で入社し、
それまでアイリストをしてい


美容師♡こんな素敵な仕事絶対他にない♥

G
それを感じることができる環境がFOFⒼにはあります。
女性がずっと輝いていられる環境があります。そ

たい！
！これからも、家族、子供たち、
スタッフとみんな

れはお店をオープンさせるときの私の１つの目

で支え合い、助け合いながら、同じ時間を過ごす中

ました。美容師の夢があきらめきれずFOFグループでス

標でもありました。女性美容師には結婚・出産・

タイリストになる！と決めFOFグループへ。当時何もわか

により大好きな美容師のお仕事を考えさせら

らない私を沢山の先輩方や同期のサポートで美容師と

れる時期が何度も来ます。

して人として成長するとができ今年の2月から5店舗目の

お客様どうなるの？

新店舗fotiiy店長をさせていただいています。FOFグルー
プは夢・希望・チャンスで無限大の会社です！みんなの
なりたい！やりたい！を叶えてくれ、手を差しのべてくれま
す。店長として技術はもちろん人として更に成長したと思
います。お客様はいまなにを求めている
のか？どうなりたいのか？お客様に本
気で寄り添い、お客様の心情に触れ
ることをとても大 切にしている
FOFグループ。そしてご来店いた
だいているお客様はもちろん、仲
間スタッフみんなが働きやすい
環境、
このお店で本当に良かっ
たと思ってもらえるサロンで

あきらめなきゃいけないの？
パートしかないの？

などの不安をよく聞きます。

◉パートタイム

結婚しても出産しても美容師とし
てたくさんの人に感動をお届けし
輝き続けてほしい！女性がどんな選
択もできるお店にしたい！
！そんな目
標をFOFグループは形にしました。
私自身、結婚、出産を経験し、今も美容師
とし毎日ワクワクドキドキしながら働き続

お客様に居心地良い空間作

フロアでお客様へ沢山の綺麗のお手伝

り本当にfotiiyに来て良かっ

いはもちろん、マネージャーという幹部

た！と心から思っていただ

職も続けながら、時短勤務という体制で

客様で溢れていける
よう沢山のお客様に

私はいま、
時短勤務
しています！

時短勤務とパートタイム何が違うの？
簡単に説明すると、時短勤務は
「正社員のま
ま」働く時間が短くなる制度です。育児などの
理由があるときに適用されます。パートタイム
は、時間・日時を自由に選んで働くことができ
る雇用形態のことです。
時短勤務だと、
「正社員のまま」
なので、育児
が落ち着いたタイミングで働き方を元に戻す
こともできますし、FOFグループではマネー
ジャー等の幹部でいながら、時短勤務を選択
することが可能です。

勤務しています。
これからも、自身の経験を活かしより多く
のスタッフの、個々にあった働き方や働きや

指示されるようさら

すい環境を共に築き、それを全力でサポートし

に 高 み を 目 指し頑

ていきたいと思います。

張っていきます。仲

ご来店くださるたくさんの大切なお客様、本当に

間と共に成長でき本

家族のような大好きなスタッフたちに囲まれなが

当に幸せです。

選べる働き方
◉時短勤務

けています。

と沢 山の大 好きなお

産休・育休取得実績アリ

働けなくなるの？

す！

き、お店も私自身ももっ

で共に成長していきたいと思っています。

ら、お客様満足と365日「きれい」に真剣に向き合え
る環境は他にはないと思います。そしてこんなに素敵
なお仕事は他にないので皆さんにも感じていただき

15

子育ても仕事も大切にしています
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夢を実現させるための場所

夢を叶えることができる場所がここにあります。

サロン見学にきませんか？
○実際のサロンワークを見学できる！

あなたの目標とする美容師はどんな仕事をしてますか？

随時受付中！

お客様との接し方やコミュニケーション。サロン内の雰囲気など感じていただき、
個人的にスタッフにもお話できるので深く会社を知ることができます。

FOFグループの5店舗は、梅田エリアと心斎橋エリアという、大阪の中心部にあり、
リアルトレンドを感じ、
発信できるサロンです。

必ずお電話かメールで予約してください。
（採用担当 斎藤まで）

○無料施術体験（平日限定）

技術はもちろん、人としてプロとして、たくさんのお客様に感動をお届けするサロンとして共に成長していきましょう！

実際のお客様として、FOFグループを体感できます。技術面もですが、
お客様の目線でのスタッフの対
応やお店全体を体験できます。
（無料チケットの詳しい内容はスタッフまでお問い合わせください。
）

TEL.06-6245-4020
Mail.ﬀooﬀ2@yahoo.co.jp

（50％チケットの詳しい内容はスタッフまでお問い合わせください。）

〈ホフ MINAMISEMBA〉
TEL.06-6245-4020
大阪市中央区
南船場4ー10ー13
HUQUEビル2階 WEST

御堂筋

ニューバランス

〈フリオ KITAHORIE〉
TEL.06-6538-2244
大阪市西区北堀江1ー7ー9
QUADRA KITAHORIE 4F



南館

シャネル

ヨドバシカメラ

NU
茶屋町

国道423号

長 堀 通り

ルイ
心斎橋駅 ヴィトン
③

梅田ロフト
阪急梅田駅

マーク
ジェイコブス



ファースト
キッチン

大阪新阪急ホテル

阪神高速



PROMENADE
カフェ

朝日放送

北館

グランフロント大阪

四ツ橋
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〈ホティ UMEDA
NAKAZAKICHO・CHAYAMACHI〉
TEL.06-6136-6213
大阪市北区鶴野町3ー17
ファーストNビル1F

〈ホスタ UMEDA〉
TEL.06-6225-7422
大阪市北区芝田2-2-4
合同屋ビル2階

JR大阪駅

〈フリスタ UMEDA〉
TEL.06-6485-7117
大阪市北区芝田2-3-23
メイプル芝田 5F
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