2023

会社名
代表者

代表取締役

資本金

7,500万円

事業内容

美容室の経営

浜田芳宏

美容師（ヘア・メイク・着付け等）

雇用形態

正社員

給与

184,853円
＋技術売上歩合・店販売上歩合あり
賞与：年2回（夏・冬）あり

美容学校教育コンサルティング
美容関連商材の販売
店舗数

職種

新潟市内美容室６店舗

通勤手当

上記給与＋上限20,000円まで支給

福利厚生

社会保険完備
（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災）、
確定拠出年金あり
健康診断、誕生日プレゼントあり

万代シルバーホテル店
DEKKY401店／河渡店

休日

週休2日制
年間休日96日＋年次有給休暇10日以上・
特別休暇有

アピタ新潟西店／黒埼店

勤務時間：各店舗により異なる
応募資格

従業員数

美容師国家資格

40名

関連会社

アピタ新潟西店／DEKKY401店
アピタ新潟亀田店／イオン上越店

新潟市内に美容室ＯＫＵＲＡが３店舗、
ヘアユニックスが２店舗、
ヘア＆ビューティグリーンローズ１店舗の
合計６店舗を経営しています。

まずはお気軽にサロン見学でお店の雰囲気を感じてください。
サロン見学のご希望、ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

サロンで採用している美容メーカーは、
ロレアル、
ケラスターゼ、
ウェラ、
ミルボン、
ＡＶＥＤＡで、
すべて一流メーカーの製品を使用しています。
運営会社はＮＳＧグループの美容企業であるＮＳＢコンサルティング株式会社です。
個人の美容師が経営している美容室ではなく、教育、医療、福祉を中心に様々な分野で110法人を運営している
ＮＳＧグループが母体ですので、社会保険完備、週休2日制は勿論のこと

運営会社

E-mail：order@nsbconsul.com

採用担当：中村

Tel:025 -249-5700

労働環境や福利厚生を含む雇用条件は新潟トップクラスです。
将来性や安定性に優れ、各種サポート体制も充実しており、
自分の将来の夢を実現できる美容企業です。

健康診断・お誕生日プレゼントあり

原則、残業なし！

年１回の健康診断（8,000円）
は無料（会社負担）、
お誕生日プレゼント
（5,000円商品券）
がもらえます！

友達と食事したり、
デートしたり、
自分の時間を楽しめます！

最大の悩み、手荒れの心配無用！

有名プロ講師のセミナーあり

会社経費でシャンプー専用手袋を支給しています！

メイクアップアーティスト山口啓氏のメイクテクニックや
「アフロート」のヘアテクニックを無料で学べます！

給料をもらいながら
！
年間10日休める（有給休暇）

スタッフ同士の仲が良い、
アットホームな雰囲気

旅行や温泉、
コンサートにも行けます！

スタッフ同士の仲が良い、
アットホームな雰囲気、
年２回の懇親パーティで全員がプレゼントゲット！

年末年始（12月31日〜1月2日）は3日間休業！

店長

ママさんスタイリスト

育休明けママさんスタイリスト

スタイリストとして業績トップになったり、店長になった今もそこ

OKURAは女性が働きやすい環境が整っており、産前産後休暇
が充実しているので、
ママスタイリストでもしっかり働けます。子供が
いることを最優先に考えてくれる職場ですので、急な早退、欠勤も
快く受け入れてくれるスタッフと毎日楽しく働いております。何よりお
客様との楽しい会話、笑顔を見れる事がとても幸せです。子育てを
中心に自分のペースで働けるOKURAで一緒に働きましょう！
！

OKURAは、子育て中のスタッフそれぞれの生活に合わせた働き方を受け入
れてくれる会社です。無理のない勤務時間を自分で選択できますので、気持
ちにも余裕ができ、家族との時間も大切にできます。子供がいますので、
もち
ろん急な勤務変更もありますが、理解ある同僚達にフォローしてもらいつつ、
楽しく仕事に取り組んでいます。育児休暇を終え、復帰して1年。今では、仕
事が子育ての、子育てが仕事の心の支えになっている様に感じています。

がゴールではないところがヘアユニックスの魅力です。
もちろ

ゆっくりと正月を過ごせます！

ん独立することも可能ですが、経営幹部を目指すことも可能
で、NSGならではのステップアップが用意されています。
ぜひ一緒に業界トップを目指しましょう。

新潟県
唯一！

江口

■妊婦有給休暇あり
結婚や出産などでライフステージが変わっても、
安 心して仕 事を続けられるように、女 性も働き
やすい環境を整えています。実際に産休・育休
を取得し、育児短時間勤務で復帰している人は
多数。保育園や幼稚園などの時間に合わせて
勤務することができます。子育て中のスタッフ
も多いので、安心して働けます。

恭平

hair unix
アピタ新潟西店 店長

加藤 江津子

美容室OKURA
万代シルバーホテル店

伊部

陽子

美容室OKURA DEKKY401店

■妊娠通院休暇（有給）
■産前、産後休暇、育児休暇
■子育てのための育児短時間勤務
子供が小学校3年修了するまで働く時間を短縮できます

■子の看護休暇（有給）
子供が病気になった場合看病の為の休暇を与えています

■家族の介護休暇（有給）

新潟県「ハッピー・パートナー企業」
に認定されました。
男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活・子育てなどが両立できるよう職場環境を整えたり、
女性労働者の育成・登用などに積極的に取り組む企業が認定されます。

自慢は
トータル
ビューティ
！

スタイリスト

スタイリスト

スタイリスト

私の美容師のイメージは休みが少ないというものでしたが、
週休2日制でしっかり休めるし、有給休暇も取りやすく、
自分
の休日希望も考慮してくれます。
スタイリストデビューをしてから、お客様と接することが増え、
アシスタントの頃とは違ったやりがいを感じています。
自分のペースで練習できる環境なので、無理なく楽しく過ご
せると思います。
ぜひ一緒に働きましょう
！

OKURAは福利厚生が充実していていますし休日も自分の希望
を考慮しくれるので自分の時間も作りやすいです。
スタイリストデビューしたばかりですがスタッフ、
お客様に支えても
らいながら日々成長しています！お客様に笑顔になって頂くとそ
れだけでこの仕事をしていてよかったと思えます。
練習など集中できる環境になっていますし楽しく自分のペース
で働くことができます！是非一緒に働きましょう！

OKURAは福利厚生が充実しているので、将来の見通しを立てながら
働くことが出来ます。教育の面では様々な講習があり、中でもカット講
習は基本からしっかり学べスタイリストになる為の近道だと思います。
アシスタントでも結婚式、成人式などハレの日のメイクに携われる事が
出来とても嬉しくやりがいを感じます。令和元年10月にスタイリストデ
ビューしました。今まで以上にやりがいがあって、楽しいサロンワーク、
OKURAは夢を実現できます。ぜひ一緒に働いてみませんか？

手 塚 菜々子

美容室OKURA 河渡店

石塚

裕平

美容室OKURA DEKKY401店

成田

愛

美容室OKURA 河渡店

ヘア、
メイク、
スタイリングの基本から、成人式や卒業式、
そして結婚式のおしたく
まで、美容師として幅広い美容技術を学べます。

カット＆スタイリングは勿論の事、
ヘアメイク、着付け、帯結びまで講習会費

用はすべて会社が負担、
自己負担なしで幅広い美容技術を習得できます。

■しっかりとした教育プログラムで、個人のペースに合わせてスタイリストデビューできます！
４月

1

5月

6月

新入社員研修

年 シャンプー
目 トリートメント

2

ブロー

ブロー

年 （ストレート） （ミセス）
目 （内巻き）
メイク

3

年
目

7月

ヘアカラー
（グレイ）

カットベーシック
ワンレン

グラデーション

8月

9月

ヘアカラー
（ファッション）

セイムレイヤー

10月

11 月

レイヤー

カットモデルトレーニング

刈り上げ

12 月

1月

2月

3月

※成人式対応 縮毛矯正
メイク
（アイロン）
（軟化チェック）

パーマ
（パーパス）
（スパイラル）

スタイル
ショート
ショートボブ

メンズショート

ミディアム

年内のデビューを目標に！

年間を通して開催する教育、研修内容（研修費用はすべて会社負担、
自己負担はありません）

アシスタント

アシスタント

私はヘアユニックスに入社する前、美容師は休みが少なく、休日も
講習があり自分の時間なんてほとんど無いんだろうなと勝手に思っ
ていました。
ですが、入社してみると休日も自分の希望に考慮してく
れたり、休日の講習会などもほとんど無いので、
自分の時間を有意
義に過ごせています。皆さんも自分の時間を大切にしながらヘアユ
ニックスで一緒に働いてみませんか？是非お待ちしています。

私は入社してから2店舗経験しました。どの店舗でも練習では先輩方が
1から親切に教えてくださり、着実に技術を習得できます。
また自分のペー
スでカリキュラムを進めることができるので、早くスタイリストになることもで
きます。そして、お店のスタッフはアットホームな環境作りをしており、お客
様との信頼関係を築いています。アシスタントの時からお客様との関係を
築けます。
このような環境で皆さんと一緒に働ける日をお待ちしております。

木村

瑠香

hair unix アピタ新潟西店

平吾

夏海

hair unix 黒埼店

アシスタント
入社してから今まで、幅広い年代のお客様に携わった経験
はとても役に立ちました。
また、成人式などの一生の思い出
に残る日に関わることができる素晴らしい会社です。
そのよう
な会社で、皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

阿部

凜

hair unix アピタ新潟西店

