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これから美容師になりたいあなたへ

Rienからメッセージ

Rienは2013年8月創業の新しいサロンです。美容師・理容師という職業を選んで本当

によかった、そう思えるようなサロンを一緒に作っていきませんか？

私たちはお客様とのつながり、スタッフとの絆を大切にしています。そして全ての行

動の基本となるのが「思いやり」です。お客様を思いやる気持ち、スタッフを思いやる

気持ちがあってこそ、プロの美容師として質の高い仕事ができると考えています。

お客様に喜んでもらいたい、感動していただきたいという想いを常に抱きながら、共

に成長してもらえる仲間を募集しています。

この会社案内を通じて少しでもRienの雰囲気が伝えられれば幸いです。
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教育カリキュラム

入社1年目の流れ

Rien SNS情報

福利厚生

採用までの流れ

代表挨拶

会社概要
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結婚・出産などのフォロー
Rien で働くメリット

Rien のことをスタッフに
質問してみました！
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Education Curriculum

一人前の美容師までの流れをチェック！！

Rienでは一人前のスタイリストになるまでのトレーニング項目が決まってい

ます。また、サロンワークに合わせた講習会や、メーカー様からの製品説明

会などもありますので、バックアップもしっかりしております。

スタイリストデビューまでのカリキュラム

大きく分けると５つが必須項目となります。それぞれ実技・知識の

トレーニングを用意しておます。

シャンプー
カラーリング全般
パーマ全般
カット基礎

スタイルカット

美容師人生のスタートラインはまずシャンプーからとなります。
カラーの基礎を学びます。
パーマの基礎を学びます。

『ボックス・ラウンドカット』『グラデーション』『レイヤー』『ブロー』の
４つを学びます。ここで初めてハサミを握りますね！

いままで基礎を学び、ここで大きな転機となるスタイル切り！
『メンズスタイルカット』『レディーススタイルカット』の２つに
チャンレンジします。　

※これまでにメイク講習などに参加してメイク担当となることも可能！
　１年目から活躍のチャンスです‼

着付け講習　成人式や浴衣の着付を学びます。
メイク講習　撮影の際や成人式でも大活躍な技術です。
アップ講習　スタイリストになると、冠婚葬祭などのヘアセットの技術も
　　　　　　大切です。アレンジ力を身につけましょう。

～未来の自分をイメージしてみよう～

※メンズスタイルカットがクリアしたら、営業です。男性のお客様をカットすることが出来ます。
　経験値を上げて残り一つのレディースカットに励もう！！

カリキュラム以外でも
スキルアップする内容は盛り沢山！

▲これらの技術取得にはお給料にも反映されます。▲

入社１年目はどんなことをするの？

美容師１年目は、いろんなことを学ぶ時‼先輩たちも一緒になって参加します。

社会人がスタートして楽しいことや辛いことなどを経験すると思いますが、

１年目こそ大きく成長する時です。変わっていく世界を楽しみましょう！

Rienのスタッフはサプライズが大好きで、初日から仕掛けてきますよ！

スタッフと食事をしながら楽しい時間をお過ごしくださいませ！

夏のトレンドに合わせ

たカラー講習をします。

店舗内や外部講師を招

いた講習もあり、スキ

ルと知識アップが狙い

です。

シーズンで頭皮や毛髪などは変わります。

お客様の悩みを解決するための勉強会です。

デザインパーマや基礎まで幅広く学びます。
半年間ダッシュで頑張ってきたので、ここでゆったりお休みタイム

先輩スタッフのアップやメイク、着付などのヘルプを行います。

What is done in the 1st year？

教育カリキュラム

スタイリストデビュー！！

　　　歓迎会

　　　カウンセリング講習
Rienでは１年目でもお客様のメニューを聞いたり、悩みを解決するためのカウン

セリングします。お客様とのコミュニケーションをとることや、提案のできるス

タッフを育成するために、社長自らカウンセリングのノウハウを指導します。

　　　カラー講習 　　　毛髪知識講習（サマー対策）

　　　パーマ講習
　　　社員旅行

　　　成人式

　　　歓迎会　　　歓迎会　　　歓迎会　　　歓迎会　　　歓迎会４月

　　　カウンセリング講習　　　カウンセリング講習　　　カウンセリング講習5月

　　　カラー講習　　　カラー講習6月 　　　毛髪知識講習（サマー対策）　　　毛髪知識講習（サマー対策）　　　毛髪知識講習（サマー対策）7月

　　　成人式　　　成人式1月

　　　社員旅行　　　社員旅行11月　　　パーマ講習　　　パーマ講習9月
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Q4 スタッフとの
面白エピ

ソードを教えてください！

Rien（リアン）＝つながり という意味で、
スタッフ一人一人のつながり・お客様と
のつながり・地域の方々とのつながりな
どを大切にしているサロンです♪

スタッフ同士もお客様とも仲が良く、とても
楽しい職場です！また自分の時間や家族・友
達など、仕事以外のことも気にかけてくれる
サロンなので、趣味や遊びも十分な時間が取
れるのが魅力ですね☆

大塚 璃菜 Rien熊谷２号店　スタイリスト　グルノーブル美容専門学校　卒業

スタッフだけでなく、スタッフの家族のこと
もRienの『家族』と思って接しています！それ
ぞれが充実した毎日を送れるような環境が
整ってますよ！

今は同世代のスタッフが多いので、毎日た欲しく
仕事ができる環境ではありあすが、仲が良いだけ
ではなく、成功も失敗もスタッフ全員で
話し合い共有し、みんなで成長してい
けるところです。友人と出掛けたり、
土日が忙しい美容室なのに、自分の
子供の運動会などの行事にも参加
できるなど、スタッフの家族
のことも真剣に考えてくれ
る、そんな安心して働ける職
場です。

秋山 裕昭 Rien本店　スタイリスト　
日本美容専門学校　卒業

休日はエステやネイルサロン、ジムや英会話
スクールなどに行き、自分磨きをしています。

増田 友貴
Rien本店　スタイリスト　

埼玉県理容美容専門学校　卒業

丸一日空いたら海などに行き遠出をします！
気分リフレッシュと共に自然に触れることで
感性も磨けたらな☆と思います！

佐藤 友梨 Rienアルバイト　
埼玉県理容美容専門学校　在学

お休みの１日は子供の習い事や、家族サービ
スの日としてお出掛けしたり、家族で公園で
体を動かしたりしています。

内田 千明 Rien　２号店　
山野美容芸術短期大学　卒業

美容師でもあり１児のママでもあるの
で、家の家事をしてから子供と公園に
行って遊んだり、お買い物をしたり、
ママ友と遊んだりしています！

堀越 祐衣
Rien本店　アシスタント　

埼玉県理容美容専門学校　卒業

Rien本店の内装は創立メンバー３人で手がけ
たサロンになってます。当時、朝から夜中ま
で現場職人になってました。毎日のようにペ
ンキで家具や壁を塗装して、終わった瞬間３
人が床に倒れたことです！いまではいい思い
出ですね☆

加納 準太
Rien本店　店長　
埼玉県理容美容専門学校　卒業

スタッフとご飯に行ったら美容の話やプライ
ベートの話などで盛り上がり過ぎてしまい、
次の日が仕事なのに夜中４時…。それだけス
タッフと仲がいい！！でも次の日の仕事は辛
かった！！

乾　清人
Rien本店　マネージャー　

埼玉県理容美容専門学校　卒業

スタッフの皆さんとご飯にも行ったりよくし
ます。先輩達が職場ではなかなか話すことの
ない事を話してくれるので毎日楽しいです！
みんな最高！！

二上　怜
Rienアルバイト　
資生堂美容専門学校　在学夏にやったBBQは、Rienのメンバーだけでな

く自分の子供達も参加し、リアンファミリー
総勢30名超えの大イベントとなりました！子
供達にも負けず、みんなはしゃいで遊んだの
を思い出します！

江森 真実
Rien２号店　
日本美容専門学校　卒業

毎日がちょくちょくおもしろい事が多いので
決められないですねぇ。強いて言えば、女子
会ですかね！男子グループには聞かせられま
せん 笑

栗田 華枝
Rien２号店　
■■■■■■■■卒業

まだアシスタント業務が中心の毎日ですが、
早くスタイリストデビューして、親のcutを
してあげる事です！

馬場 夏美
Rien本店　アシスタント　

日本美容専門学校　卒業

スタッフ1人ひとりが一人前のスタイリ
スト、一人前の人間になり、店長や責
任者になれるスタッフを育てたいで
す！ Rienは店舗を増やしていくので頑
張ります！！

山﨑 俊介
Rien２号店　店長　
埼玉県理容美容専門学校　卒業

１日も早くスタイリストデビューする事！毎
日の仕事の仲で何か一つでも収穫できるよう
にしています。スタイリストになるまでの段
階度とのスケジュールの期間を絶対に縮めて
いく事が、今の目標です！

峯岸 和代 Rien２号店　アシスタント　
グルノーブル美容専門学校　通信課程　在学

結婚して私生活にも変化があり、仕事と
課程のバランスがとても大切だなと思う
ことが多くなり、私にとってもどちらも
非常に大切なので、良いバランスでかつ
最大限お店に成果と結果を残せるスタッ
フなる！という目標です！

加藤 文華
Rien本店　スタイリスト　
アーデン山中ビューティーアカデミー　卒業
（現在　たかの友梨美容専門学校）

Q1 Rien ってど
んな会社？

Q3 今の目標
は？

Q2 休みの日はどん
な過ごし方をしていますか？

Rien熊谷２号店　スタイリスト　グルノーブル美容専門学校　卒業

整ってますよ！整ってますよ！

今は同世代のスタッフが多いので、毎日た欲しく
仕事ができる環境ではありあすが、仲が良いだけ
ではなく、成功も失敗もスタッフ全員で
話し合い共有し、みんなで成長してい
ではなく、成功も失敗もスタッフ全員で
話し合い共有し、みんなで成長してい
けるところです。友人と出掛けたり、
土日が忙しい美容室なのに、自分の
子供の運動会などの行事にも参加

スタッフだけでなく、スタッフの家族のこと
もRienの『家族』と思って接しています！それ
ぞれが充実した毎日を送れるような環境が

Q

Rien本店　店長　

江森 裕也
Rien熊谷２号店　スタイリスト　

東京総合専門学校 卒業

Rienのことをスタッフに
質問してみました！

スタッフ1人ひとりが一人前のスタイリ
スト、一人前の人間になり、店長や責
任者になれるスタッフを育てたいで
す！ Rienは店舗を増やしていくので頑

Rien２号店　店長　
埼玉県理容美容専門学校　卒業

Rien本店　スタイリスト　
アーデン山中ビューティーアカデミー　卒業

で現場職人になってました。毎日のようにペ
ンキで家具や壁を塗装して、終わった瞬間３
人が床に倒れたことです！いまではいい思い

スタッフの皆さんとご飯にも行ったりよくし
ます。先輩達が職場ではなかなか話すことの
ない事を話してくれるので毎日楽しいです！
みんな最高！！

二上　怜夏にやったBBQは、Rienのメンバーだけでな
く自分の子供達も参加し、リアンファミリー
総勢30名超えの大イベントとなりました！子
供達にも負けず、みんなはしゃいで遊んだの

休日はエステやネイルサロン、ジムや英会話
スクールなどに行き、自分磨きをしています。

丸一日空いたら海などに行き遠出をします！
気分リフレッシュと共に自然に触れることで

体を動かしたりしています。

美容師でもあり１児のママでもあるの

行って遊んだり、お買い物をしたり、
ママ友と遊んだりしています！

堀越 祐衣

大塚 美紅
Rien２号店　アシ

スタント　

グルノーブル美容
専門学校　卒業
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http://rien-innovation.com

■Hair salon Rien

■Hair salon Rien 熊谷2号店

Hair salon Rien

ホームページ

■http://rien-innovation-blog.com

■@Rieninnovation

■rien.honten

■rien2gouten

SNS情報
RienではSNSを通してお店の情報やスタイリング、日常の風景などを紹介しています。

お店の雰囲気が少しでも伝わればと思いますので、ぜひご覧になってください！

Facebookではお店の情報や店内での事はもちろん、プライベートな写真や動画もアップ

していますので、ぜひご覧ください。「いいね！」ください！！

Instagramではカラーやセットなどスタイリングフォ

トをアップしています。

ブログでは各スタッフの職場での出来事や日常など

をアップしています。ほぼ毎日更新していますので

ご覧下さい。

Twitterでは各SNSの更新情報を掲載しています。

Rienの最新情報を確認したい方はまずこちらから。

http://rien-innovation.com

Hair salon Rien

ホームページ

各SNSやブログの情報はホームページからも確認できます。▶
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産休・育児支援制度があります。勤務時間やお休みの取り方もフリーで仕事ができます。
『保育園でお子さんが熱が出てしまった！！』なんていう時も、スタッフみんなでフォロー
してお客様に対応しますので安心してお迎えに行けます。家庭と仕事の両立して、日々
楽しく過ごしていきましょう！

お店では、主婦の方や年配との会話の内容が変わりま
した。いろんなお客様に会い、髪質や、ライフスタイ
ルに合ったお手入れの仕方、金額に合ったメニューや
商品などが合うようにより考えるようになりました。

堀越 祐衣
Rien本店　アシスタント
埼玉県理容美容専門学校　卒業

子供達のパワーの源になっています！お客様の中に
も同じくらいのお子さんを持つママさんがたくさん
いらっしゃるので、お互い情報交換をしたり、心温
まる子供エピソードを聞けたりして、働くママの幸
せを実感するようになりました！

江森 真実
Rien２号店　アシスタント
日本美容専門学校　卒業

独身時代は常に美容の事を一番に考えて生活
していましたが、子供が出来て幼稚園に行く
までは自分から離れる事なく自分の時間があ
まりなかったです。

内田 千明
Rien２号店　スタイリスト
山野美容芸術短期大学　卒業

働く時間がフリーで選べるので、子供の行事
にも参加しやすいし、スタッフのみんなが家
族の事を理解してくれているので、無理なく
働けています！

堀越 祐衣

子供が出来てからは、自分だけではないので
無駄な時間を減らすようにしています。

堀越 祐衣

子私は結婚して子供が出来ても美容師を続けていき
たいと思っていたので、今は子供が小さい場合はシ
フト調整してもらいながら働いています。スタッフ
みんなにも協力してもらいながら楽しく両立できて
います！

江森 真実

『家事』『育児』『仕事』の毎日で、逆に時間の
使い方を工夫するようになりました。忙しい
毎日だけど充実した仕事を送りながら子供達
との時間も大切にしています！

江森 真実

主婦をしながら美容師を続けるというのは、子供
ともうまく付き合っていかなければならないなと
思いました。入社してすぐ子供が体調をくずした
りして、なかなか思うように仕事ができない事も
ありましたが、Rienの皆さんが自分の家庭の状況
を理解・協力していただけているお陰で美容師と
して仕事ができているんだなぁと実感してます！

内田 千明

ママをしていても、新しい技術・流行にもア
ンテナをはり、スタイリスト昇格を目指して
います！

堀越 祐衣
私には５歳と２歳のこどもがいます。子供達
が今から『ママと同じ美容師になりたい！！』
といいながらカットやカラーの真似事をして
います。いつか子供達が本当に同じ道を選ん
だ時、《みんなを幸せにできる仕事だ！》と胸
を張って言えるような存在になりたいと思い
ます！

江森 真実

仕事面では信頼関係をしっかり築き、子供と
の時間も大切にして、言葉だけでは伝わらな
い事を表現していきたいです！

内田 千明

子供がいることで時間の使い方とかどうしてますか？

今後の目標を教えてください。

美容師として長く働きたい！

でも結婚・出産などのフォローはどうなの？

いつかパートナーと一緒になって結婚・出産してもちゃんと

仕事がしたい！って思っている女性美容師に必見！！

Rien
安心

  プラ
ン！

美容師ママに質問
してみた！

お子さんができてどう変わりましたか？

主婦と美容師（美容師）の両立はどうですか？
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① 雇用保険
労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
再就職の援助を行いなどを目的とした制度で一定の期間に一定の失業給付金を受けることができ
ます。

② 労災保険
通勤途中での事故や、業務上での病気・ケガなどに対して治療費や休業補償・年金などが給付さ
れます。

③ 厚生年金
65歳になると厚生年金を受給できます。また、障害を持った場合も生活の保障をうけたり、死亡
した場合は遺族に対して遺族厚生年金が受けられます。

④ 健康保険
業務外の病気やケガなどに対して治療費が実際の３割で受けられます。それに、出産した時に産
休育児一時金が支給されます。

⑤ 引越し支度金制度
Rienで働きたいけど、遠くて通えないという方はご安心ください！サロン近隣への一人暮らしの
支援をします。引越費用は生活に無理のないように毎月の給与から１万円ずつの返済計画をたて、
サロンワークとプライベートの充実を図るプランを用意しております。

⑥ 産休育児支援
今の世の中、結婚して働いている女性がほとんどである時代であります。仕事と育児の両立を図
り、その人の勤務形態を相談しながら、正社員・パートとして長く美容師を続けられる環境を整
えております。

Rienで働くメリット
～福利厚生～

Rienは社会保障制度がしっかりしています。

でも社会保障って何？ともう人も多いので、少し説明します。

◆ Rienの社会保障制度

募集要項 スタイリスト・アシスタント
応募資格 美容師免許・理容師免許取得者
 または美容師免許・理容師免許取得予定者
給与 160,000円（技術・経験により変動）
休日・休暇 毎週月曜休み＋その他月3日　夏期・冬期休暇
勤務地 hair salon Rien本店　2013年８月オープン
 hair salon Rien熊谷２号店　2014年12月オープン
 2016年にRien３店舗目オープン予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（熊谷市以外の地域）
社会保障制度 雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険
 引越し支度金制度・産休育児支援

Rienで働きたい！！
採用までの流れは？

① サロン見学

一番手軽なのはサロン見学をお勧めします。
気になる店舗をチェックして電話してみよう！！

② 面談

③ 本面接

営業ベースだけでは聞けないこともなども説明できる機会を設けております。
例えば、お給料のこととや、休みの取り方などなんでもお答えしますよ！

Rienの中身を知ってから面接に向かいましょう！

特に技術試験とかは設けておりません。
学生は技術ができなくて当たり前なので、人柄や人間味など

内面を見ていきたいと思っておりますので、面接のみとなります。
（面談・本面接の際には必ず『履歴書』を用意して面談・本面接となります。）

事業拡大中のため随時募集しています。
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Naoto Oshima

大嶋 尚人
リアン・イノベーション株式会社

代表挨拶

代表取締役

Rienの割引クーポンになっています。
お店のサービスを受けながら、店内の雰囲気を見に来てください。

営業時間／ 10 :00～19 :00　
定休日／月曜日

埼玉県熊谷市円光１-５-７

TEL    048-577-7937
２号店

埼玉県熊谷市中西１-３-２４

TEL    048-598-5676
本 店

店舗情報

Kuma

jyo

bairindou

yagihashi

police

box

Kumagaya

City Office

Kumagaya St

●

●

gyu-kaku● eneos●

tontora●

●

● ●

R17

R17

Kita Odori

2号店

本店

★

★

Discount  Coupon

30%OFF

50%OFF
※本店・2号店、各店1回限り使用できます。
※来店時にスタッフにお渡しください。
※美容・理容学生の方に限り使用可能です。

私たちが美容室を運営するにあたり大きなテーマとしているのが、優れた
サービスを低価格でお客様に提供するということ。
優れたサービスを提供する高級ヘアサロンはたくさんあります。
サービスは高級店と比べれば劣りますが料金をできるだけ低く抑えたカ
ジュアルなヘアサロンもたくさん存在します。
長い間、美容室業界はこの２つの大きな柱が中心でしたが、私たちは新し
いコンセプトとして、高級サロンのような高いサービスをカジュアル店の
ような低価格でお客様にご提供する、ということを掲げました。
長く続く不況の中、2013年度より多少景気は回復の兆しを見せてはいるも
のの、多くの人にとっては家計への余裕は少なく、料金の高い美容室に何
度も通うような贅沢はできないと思います。
Rienは、こうした状況下でも、気軽に通える価格帯を実現し、お客様にヘ
アスタイルを高いレベルで楽しんでいただけるサロンになりたいと願って
スタートしました。価格の価値をはるかに超える満足度をご提供するサロ
ンを創り、更に埼玉県熊谷市だけに留まらず、新店舗出店に向けて進んで
おります。
最後に、私は「人と人とのつながりを大切にしたい」という想いがあります。 
お客様とのつながり、スタッフや関係者の皆さんとのつながりを日々大切 
にしてサロン経営をしていきたいと考えています。

私が今までに学んできた経験、技術を、より多くのお客様に体験していた
だきたい、そして気軽に何度でもご利用いただけるように、価格設定はで
きる限り低く抑えるよう経営努力をしています。

当サロンは低価格ながら、高い技術と、充実したカウンセリングサービス、
薬剤にも品質にこだわっており、高級サロンと同じレベルのクオリティを
ご提供させていただきます。価格以上のご満足を必ず感じていただけると
思っております。

最後に、私は「人と人とのつながりを大切にしたい」という想いがあります。
お客様とのつながり、スタッフや関係者の皆さんとのつながりを日々大切
にしてサロン経営をしていきたいと考えています。
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