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全国美容商品メーカー社の
新商品パンフレットの

モデルヘアメイクを、全て担当

代表谷本が手掛けた
スタイルが、UNIQLOの

Tシャツデザインに選ばれる

美容師・美容学生向けに
出版している、

美容業界経営者特集
「re-quest/QJ VOYAGER

（ヴォイジャー）」に掲載
全国美容業界経営者

58人に選ばれる

『Japan Brand Collection hair salon 
excellent 130（日本の一流ヘアサロン130）』

『Saitama Brand Collection
（埼玉の一流店大図鑑）』に
COVER HAIRグループが掲載

ハイファッション誌『ihme（イフミー）』の初刊（第1号）
から年4回毎号レギュラー参加で、エイベックス・

オスカーのモデルさんのヘアメイクを担当
掲載メディア

HOT PEPPER Beautyの
スタイルランキングで

全国1位を獲得
その他スタイルも

多数ランキング入り！

BEAUTY navi 
スタイルランキングで
10週連続全国1位で
『殿堂入り』を獲得

1位
全国

ベ

リーショート

部門

エイベックス・オスカー・レプロなど
有名芸能事務所のモデルさんとコラボして

作成した、オリジナルヘアカタログ
『COVER hair's magazine』が発売。

毎年オリジナルヘアカタログ作成してます。

全国のサロン向け情報誌
『F's Message（エフズ・メッセージ）』

の表紙に代表谷本が手掛けた
スタイルが選ばれ掲載

殿堂
入り

2016年11月 『RECODO 〜美容の明日を考える〜』
2017年  3月 ネットTV『覚悟の瞬間（とき）』
2017年  4月 『The Professional：プロフェッショナル』
2017年11月 千葉テレビ、テレビ埼玉放映『シャキット！』  
2018年  4月 ダイヤモンド社『美容師を、めざすキミへ。』   
2018年  5月 MXTV『シゴト手帖』出演
2018年  9月 美容業界初!日経新聞「私の道しるべ」に掲載　　※他実績多数

代表谷本の出演・掲載歴 「働く女性向け情報サイト WITH WOMAN」に、
大人女性・主婦・ママさんなど、女性も活躍できる
環境について代表谷本が取材、掲載

女性も長く働ける環境を整備し
ている”COVER HAIRならでは”
の記事をご覧いただけます

掲載サイトはこちら

Check!

S T Y L E
COVER  HA IR

collection
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Sports R
ecreation,

master

  a tech
nique

Travel

Makeup , Pho t og raph i ng ,Ha i r  s how. . . . . .

スポーツレクや旅行などの
イベントもたくさん

撮影や自社アカデミーで
技術習得

ヘアショーにも参加 !
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staff

interview

「安定感」で
みんなを癒やします。

学校とサロン、同時進行で美容免許が取得できる環境が良いと思いま

した。岩手から上京。寮は家賃2万4千円とお財布にも優しく、何よりみ

んながいるから楽しくってホームシックになりません。会社全体がアット

ホームな雰囲気なので、すぐに馴染むことができたのも良かったです。

教育体制もしっかりしたマニュアルで、教育担当の先輩と相談しながら

目標をきめ進めていくので、とってもやりやすいです。

上京して美容師になることは大変で厳しいイメージがあると思います

が、思っている以上にみんな優しくって、しっかり指導もしてくださる 

ので、構えすぎなくて大丈夫！ 

ぜひ一緒にCOVER HAIRで夢叶えませんか♪

寮があるので上京しても安心♪

■ 22歳　■ 入社5年目　■ 岩手県出身
■ 大宮理容美容専門学校卒

岩渕 麻由
アシスタント
COVER HAIR bliss 川口東口SOGO店

staff

interview

生涯ハサミを
もっていたい

産休育休を経て、パート勤務で週4日［9：00〜16：00］働いています。

土日祝日お休みなので家族との時間もしっかり持てますし、ライフスタ

イルに合わせた働き方で無理なくサロンワークができています。それも

会社側の理解力と、自分の意見をしっかり発信できる環境があるからこ

そ。周囲の理解や協力にはホントに感謝しています。

パートでも私自身のお客様への接客は何も変わりありませんし、責任

感とやりがいを持って楽しい毎日！ おばあちゃんになっても私を必要とし

てくださるお客様がいればハサミを持ちたい。いつまでも必要とされる 

「人＆美容師」になりたいです！

ココならそれが実現できるから!

■ 38歳　■ 入社19年目　■ 宮城県出身
■ 作新理容美容専門学校卒

山内 郁美
ママスタイリスト/主任 ディレクター
mod’s hair 上尾西口店
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楽しく美容が
できちゃいます！

もともとお客として通っていました。明るく雰囲気がよいので「ここで

働きたい」と思い、入社を決めました。会社全体が“和気あいあい”とし

ていて、とっても楽しいです。今年表彰式で「店舗賞」を、個人としては

「アシスタント技術売上部門」をいただきました。自分のがんばりが評価

されとても嬉しかったですし、モチベーションアップにもつながりました。

今年から撮影チームに参加！ プロのメイクさん、カメラマンさん、モデル

さんと一緒に作品づくりに携われるのでとっても刺激的で楽しいです。

今はセットのコテ巻きが楽しいので、それを活かしてどんどんいい作品を

増やしていきたいです。

どんどんチャレンジできるカバーヘアだから

staff

interview

staff

interview

お客様らしさを
最大限に引き出す提案を！
前職は車の整備士の仕事をしていました。美容師になる夢をあきらめ

きれず、通信で免許を取得、美容師になりました。前のサロンではヘア

セットをしていましたが、私的にはサロンワークをメインにやりたく、ココ

に転職しました。埼玉に強いところと、とにかく雰囲気が良かったから！

今は撮影チームに参加し「クリエイティブ活動」にもチャレンジしていま

す。自分のやりたいことにどんどん挑戦できるCOVER HAIRなので、

夢もひろがります。

越谷店から大宮店のオープニングメンバーに抜擢され、新たな気持ち

でお店を盛り上げていけたらと思ってます！ 埼玉にCOVER HAIRブラ

ンドをどんどん広げていきたいですね。

最先端よりちょっと手前が新しい

■ 23歳　■ 入社4年目　■ 埼玉県出身　
■ 日本美容専門学校卒

磯田 佳奈
アシスタント
mod’s hair 上尾西口店

■ 32歳　■ 入社4年目　■ 埼玉県出身
■ 埼玉県理容美容専門学校（通信）卒

鈴木 雅彦
主任 ディレクタースタイリスト
COVER HAIR bliss 大宮西口店
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なりたい美容師に
なれる場所！

COVER HAIRは常に新しいことにチャレンジすることができ、モチベー

ションをあげて働くことのできるサロン。私は今「撮影チーム」のリーダー

をやらせてもらっています。お客様がなりたい、そしてなれるスタイルを。

そして「手に届くかわいい」をご提案できるような作品づくりを心がけて

います。メンバーの意見をしっかり取り入れ、よりよいクリエイティブチー

ムを目指します。昨年はヘアショーにも参加。メンバーの一体感がでて、

とてもいい経験になりました。どんどんチャレンジしていきたいですね。

若い子たちの可能性を広げ、成長させていけるように。私自身のチャレ

ンジでもあります！

ココは一人ひとりのやりたいを叶え

staff

interview

■ 37歳　■ 入社18年目　■ 埼玉県出身　
■ 山野美容専門学校卒

山内 健
店長/TOPディレクター
COVER HAIR bliss 北浦和店

アカデミーがあるので
練習環境も◎

友達の前髪を切ったり、親戚に美容師がいたりと身近に感じることも 

多く「美容師」という仕事に憧れをもっていました。カバーヘアーに入社

を決めたのは「社会保険完備」など福利厚生がしっかりしていることと、

パンフレットを見てすごく仲が良さそうで楽しそうだなと思ったから。

実際入社してみて親しみやすい先輩がいて心強かったです。人見知り 

の私でしたが、みんながいっぱい話しかけてくれてたので、不安とは 

裏腹にすぐにサロンに馴染むことができました。

埼玉は自分にとって安心感のある場所。いつも笑顔で物腰が柔らかい 

ことが私の長所。そんな性格を活かしてお客様に癒しをあたえられる 

美容師さんになりたいです！

技術力とコミュ力UPでがんばります。 

staff

interview

■ 22歳　■ 入社2年目　■ 新潟県出身　
■ 東京総合美容専門学校卒

高橋 明衣
アシスタント
COVER HAIR bliss 戸田公園店
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カバーヘアでは自社アカデミーを創設し、「売れ続けるスタイリスト」として第一線で活躍でき

る人材を育てることを目標に指導をおこなっています。ただ単にカリキュラムをこなし、スタイリ

ストデビューすることがゴールではありません。人気スタイリストとして現場で活躍するための

実力を培う、独自のカリキュラムに沿って、きめこまやかな教育がおこなわれています。

COVER HAIRでは、スタッフの成長がもっとも大事であると考えています。そのためには画一的な教育システムにスタッ

フをはめ込むのではなく、「人」を重視し、個性を育てていくことに注力をしています。スタイリストデビューまではもちろん

のこと、デビュー後も輝き続けられるよう、技術研修会や各種勉強会などを通じてキャリアプランもサポートしています。 

TOPスタイリスト、ディレクター、TOPディレクター、店長、マネージャー、運営幹部、FCオーナーというようにポジションが

あり、目指すべきポジションに向けて支援を行っています。

COVER HAIRでは『しっかり、ちゃんと、あたたかく』というスローガンを掲げて、それを体現するには成長をせかさず、

ゆっくりでもいいのでスタッフを見守り、世の中に求められる美容師を育てていきたいと考えています。

美容学校を卒業後、都内サロンに4社勤務し、現在

の株式会社ハンサム副社長兼COVER HAIR グ

ループ代表に就任。2015年に世界初の『mod's 

hair MEN』の総合プロデュースを手掛け、美容コン

サルの面でも活躍中。数々の業界誌やメディア、イ

ンタビューなどで取り上げられ、GINGERやNYLON

など、様々なヘアカタログにも作品を多数掲載。担

当するスタイルが全国1位を獲得した実績も多数

あり、数々のスタイルが常に上位にランクインしてい

る。avexなどの芸能事務所のモデルヘアメイクも

担当し、オリジナルヘアカタログも毎年プロデュース・

発刊。美容業界誌や美容メディアはもちろん、他業

界の経営誌やメディア等にも多数取り上げられ、多

数のセミナー講師も務め、全国にて美容師さん向

けセミナーも行う。2017年、各著名人が出演して

いる全国番組『覚悟の瞬間』に出演。2018年5月

にMXTV『シゴト手帖』にて一日密着取材が放送。

2018年9月には日経新聞『私の道しるべ』に掲載

（その他メディア取材多数あり）。日 「々お客様から

生涯必要とされる美容室」の追求と共に、COVER 

HAIRブランドの更なる進化を目指す。

カバーヘアではスタイリストデビューの後も「売れ

るスタイリスト」であり続けるための教育を続けて

いきます。さらに、あなたの将来を見据えたマネジ

メント勉強会やFC勉強会など、美容師としてや

り続けられる勉強会を実施しております。あなた

に合ったカリキュラムで、美容師を目指します。

私たちは、美容師として一生働くことのできる環境を整えて

います。現場で美容師の仕事を楽しむ『スタイリスト』として、

グループを支えていく『経営幹部』として、そして自分のお

店を持つ『FCオーナー』と色々な道を選ぶことができます。 

どの道を選んだとしても、それぞれの分野においてしっかりと

学ぶことができ、会社も社員の将来に責任をもって対応をし

ております。

美容人「志」としてやりつづけられる、
「人（志）創り」「デザイン作り」「組織作り」

世の中に必要とされる美容師を育てる

あなたの将来を見据え、
あなただけの
オンリーワンカリキュラム

美容人「志」として
やりつづけられるキャリアプラン

EDUCATION
COVER  HA IR  QUAL I TY

curriculum

・リーダー・店長会 ・サブリーダー会
・全体スタッフミーティング
・幹部会 ・技術勉強会
・接客勉強会 ・レセプション研修会
・幹部ミーティング

・アシスタントリーダー会
・アシスタント全体ミーティング
・1年生会（月2回） 
・2年生会（毎月） ・3年生会
・4年生以上会 ・ベーシック勉強会

・アシスタント勉強会 ・トレンド講習会
・パーマ勉強会 ・カラー勉強会
・カリキュラム勉強会 ・メイク講習会
・撮影会 ・着付け講習会
・技術アカデミー研修 ・アカデミー講習会
・スタイリング勉強会 ・店販講習会
・店舗勉強会 ・全スタッフ勉強会

代表谷本が講師を務める、全国美容師さん向けセミナーが無料で受けられます。

・ランクアップ講習会
・スタイリスト・アシスタント向上勉強会
・PDCA運用勉強会 ・スタイル撮影スキルUP
・幹部スキルUP勉強会 ・外部講習 
・アカデミー講習会

シャンプー部門 基本対応

Shampoo Color Styl ing

・接客 ・電話対応
・フロント対応 ・毛髪理論
・お流し ・シャンプー
・カラーシャンプー ・各種トリートメント
・薬剤塗布 ・スパ
・マッサージ ・ドライ
・ポイント＆ゾーン＆セクション理論　など

カラー部門

・カラー理論
・ポイント＆ゾーン＆セクション理論
・グレイカラー ・ワンメイク
・リタッチ ・マニキュア
・ウィービング ・バレイヤージュ
・グラデーションカラー
・デザインカラー ・パーソナルカラー

スタイリング部門

・ブロー理論
・ポイント＆ゾーン＆セクション理論
・デンマンストレートブロー
・デザインブロー（ロールブラシ各種）
・コテ巻き

■ 独自カリキュラム例

独立・開業ステージ
将来、独立して美容室の経営を目指すスタイリストの方を全面的に支援いたします。SRank

FCオーナー

ARank
管理職ステージ
店舗の総合マネージメント業務から社内外のイベントの企画・運営までを行います。

運営幹部 ・ 経営幹部

■ デビュー後のキャリアプラン

Model  cut

モデルカット部門 セットアップ

・カット理論
・ポイント＆ゾーン＆セクション理論
・ワンレングス 
・各種ベーシックグラデーションスタイル
・各種ベーシックレイヤースタイル
・トレースデザインカット（そぎ/セニング）
・刈り上げ ・似合わせバランス

Perm

パーマ部門

・パーマ理論
・ポイント＆ゾーン＆セクション理論
・パーパス ・Cカール
・Sカール ・ウェーブ
・デザインパーマ ・ストレート技術
・アイロン ・デジタルパーマ
・ストカル

1

2

3

■ 定例勉強会幹部 ■ 定例勉強会アシスタント

■ 技術勉強会 ■ ステップアップ勉強会

自己能力確立ステージ
与えられる側から与える側へ、身につけたスキルを最大限に発揮できるようにします。

店長 ・ マネージャーBRank

キャリア確立ステージ
自己キャリアを確立し、更に独自の強みを磨く段階です。

TOPディレクターCRank

キャリア準備ステージ
仕事のコントロール力向上・自己のキャリア形成の方向性を決定します。

ディレクターDRank

成長ステージ
教育プログラムを通じて、確かな職業能力を身につける段階です。

TOPスタイリストERank

谷本 一典

COVER HAIRグループ代表・ブランドプロデューサー/国際文化理容美容専門学校卒

スタイリストが
到達点ではありません。
あなたにあったキャリア
プランがここにあります。

KAZUNORI TANIMOTO

Special
MESSAGE

of the owner

メディア掲載内容や
スタイル作品など
詳しくはこちら

カバーヘア 谷本 検索
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INFORMATION SALON
COVER HA IR  QUAL I TY COVER  HA IR  QUAL I TY

space design

全体をアースカラーでまとめ、土壁やグリーンをプラスすることでロハスな空間を演
出。床にはヘキサゴン形のタイル、壁面には木のランダムなグリッドパターンを使
用することで落ち着いた空間にリズム感を出しています。受付・待合スペースには
シンボリックなリングのオブジェを設け、外からのアイコンとしました。

全体をアースカラーでまとめ、
土壁やグリーンをプラスしたロハスな空間で、

［bliss］無上の喜び、至福を感じる。スタッフが豊かに働ける独自の福利厚生を
整備しています。

COVER HAIR bliss 
川口東口SOGO店

カバーヘア ブリス　かわぐちひがしぐち　そごうてん

ADD 埼玉県川口市栄町3-5-1
川口駅東口SOGO3F
川口駅東口 徒歩30秒

TEL 048-229-2901

COVER HAIR bliss
大宮店

カバーヘア ブリス　おおみやてん

ADD 埼玉県さいたま市大宮区
桜木町2-2-12 藤沢ビル3F 
大宮駅西口 徒歩30秒

TEL 048-783-2486

COVER HAIR bliss 
戸田公園店

COVER HAIR bliss 
上尾店

カバーヘア ブリス　とだこうえんてん カバーヘア ブリス　あげおてん

ADD 埼玉県戸田市本町4-16-17
熊木ビル1F 
戸田公園駅西口 徒歩30秒 

TEL 048-420-6022

ADD 埼玉県上尾市谷津2-1-50-44
深谷ビル2Ｆ
上尾駅西口 徒歩2分 

TEL 048-783-2622

mod's hair
上尾西口店

モッズヘア　あげおにしぐちてん

ADD 埼玉県上尾市谷津2-1-50-28
上尾駅西口 徒歩2分 

TEL 048-776-1280

COVER HAIR EVE
戸頭店

カバーヘア イヴ　とがしらてん

ADD 茨城県取手市戸頭6-30-3-102
戸頭駅 徒歩2分

TEL 0297-78-4231

mod's hair
越谷店

モッズヘア　こしがやてん

ADD 埼玉県越谷市赤山本町3-3
井上ビル
越谷駅西口 徒歩30秒

TEL 048-965-7036

mod's hair men 上尾東口店

COVER HAIR
ACADEMY

モッズヘア メン　あげおひがしぐちてん

カバーヘア アカデミー

ADD 埼玉県上尾市上町1-5-8 ト部ビル1F
上尾駅東口徒歩1分

TEL 048-776-6400

北浦和駅 徒歩2分 

COVER HAIR GROUP代表谷本が
統括プロデュースした世界初のメンズサロン

COVER HAIR教育専門サロン
運営店舗 カバーヘアバックオフィス
代 表 谷本 一典
所 在 地 〒330-0074

埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-1-5
HYビル5階カバーヘアbliss北浦和店内
カバーヘアバックオフィス

店 舗 数 10店舗
勤 務 地 大宮・浦和・北浦和・川口・戸田公園・

上尾（2店舗）・越谷・戸頭

WELFARE -福利厚生-

COMPANY PROFILE -会社概要-

COVER HAIR & SPA bliss 
浦和店

カバーヘア アンド スパ ブリス　うらわてん

ADD 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-5-7
森寅ビル2F
浦和駅西口 徒歩2分 

TEL 048-823-7316

COVER HAIRが運営する自社アカデミー。
第一線で活躍できる人材を育てることを目標に指導をおこなっています。

COVER HAIR ACADEMY 

COVER HAIR bliss 
北浦和店

カバーヘア ブリス　きたうらわてん

ADD 埼玉県さいたま市浦和区北浦和
4-1-5 HYビル5F
北浦和駅西口 徒歩30秒 

TEL 048-823-5435

※mod’s hair上尾西口店、mod’s hair越谷店は、COVER HAIRグループ内のヘアサロンです。
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RECRUITMENT -募集要項-

※歩合とは、技術指名料や商品販売売上から報酬として
　受け取る額のことをいいます。アシスタントでも
　シャンプー指名などで給料UPできます。

28
19.5

YMD/

■ プレミアムチューズデー
閉店時間が早く、プライベートを充実できる日♪

■ 給与保証制度
安心して働ける給与をずっと保証する制度

■ ノー残業デー
営業終了後、 全員が残業せずに帰る日♪

■ YMD（ゆとりモーニングデー）
出勤時間を遅くし、ゆっくり朝を過ごせる日♪

■ アカデミー
自社教育施設“アカデミー“を完備 
いつでも技術習得に集中できる環境

■ 寮
地方出身でも、仲間と一緒に安心して暮らせる寮を完備
寮費の一部を会社が負担しています

■ 土日祝休みOK
一般企業と同じ働き方を実現！

■ 産休・育休制度
取得実績、復帰事例も多数！ 安心して長く働ける環境です

※その他、働きやすい様々な制度が充実しています。

店販・役職・技術・指名・達成・皆勤手当/その他各種手当

2018年社員旅行
in OKINAWA

詳しくは
こちらから！
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