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COVER HAIR STYLE COLLECTION

www.cover-s.jp 沢山のスタイル写真を掲載。
詳しくはInstagramをチェック！

@coverhair_offcial

Style
   C�lecti�.

CHECK
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Making.
make up,Photographings.....

Hair
   Sh�

MEDIA

COVER HAIR
channel

YouTube

Tokyo Africa Collectionのヘアメイクを
2年連続、全て担当。ヘアショーなども
積極的に参加しています。

1 2 3

4 5

7 8

6

1位
全国

殿堂
入り

ヘアカタログ1

エイベックス・オスカー・レブロなど、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を作成し
ています。

雑誌掲載2

『Japan Brand Col lect ion ha ir 
salon excellent 130（日本の一流ヘア
サロン130）』『Sa i t ama  B r a n d  
Collection（埼玉の一流店大図鑑）』に
COVER HAIRグループが掲載。

宣材写真6

代表谷本が手掛けた8スタイルが全国
美容商品メーカー社「ニューウェイ ジャ
パン」の“スタイルに合わせて選ぶ！ナノ
アミノハンドクリーム”の商品ページに
掲載されました。

PREPPY掲載4

美容師向け雑誌「PREPPY」2019年9
月号にCOVER HAIR bliss大宮西口店
が選出され、店長である後藤泰佑が掲
載。

コラボ企画5

様々なメディアなどで活躍されている名
のあるモデルさんに協力頂き、COVER 
HAIRグループ×ファミリーマートコラボ
企画のスタイルブックがファミリーマー
トにて期間限定で無料配布されました。

Style AWARD7

Hot pepper Beauty AWARD2020
の全国400万スタイルの中から、80ス
タイルの最終ノミネート作品に色っぽ
フェミニンくせ毛風シフォンウェーブ”ス
タイルが選ばれました。

ihme3

ハイファッション誌『ihme（イフミー）』の
初刊から年4回毎号レギュラーで参加。
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。

Styleランキング8

HOT PEPPER Beautyのスタイルラ
ンキングで全国1位を獲得。その他上位
入選スタイル多数。

その他のメディア掲載
情報はこちら！

Check!

MORE!

MORE!

ベリーショート
部門

働く女性向け情報サイト WITH WOMAN
『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 代表谷本の出演掲載歴は　　　　へP.11
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EDUCATION

一人ひとりを大切にしてくれる会社。
美容がどんどん楽しくなっています。
カバーヘアは、スタッフを大切にしてくれる会社だと思いま
す。寮や充実した教育環境はもちろんですが、『ノー残業デー』
や『ゆとりモーニングデー』などの制度を活用し、時間にゆとり
を持ち勤務できることは、体調管理や気持ちの切り替えに役
立っています。だからこそ美容に集中できるし、サロンワーク
で自分が携わった施術でお客様が笑顔になった時、心からや
りがいを感じることができているのだと思います。将来の目
標はヘアもメイクもできる美容師。目標に向かって、様々な講
習会や撮影など、サロンワークだけでは学べないことを積極
的に学び頑張っています！

早坂  風真
アシスタント
COVER HAIR&SPA bliss 浦和店
入社3年目 / 宮城県出身
仙台理容美容専門学校 卒

大西  弘莉
アシスタント / mod’s hair 上尾西口店 / 入社2年目
北海道出身 / 札幌ベルエポック美容専門学校 卒

磯田  佳奈
スタイリスト / mod’s hair 上尾西口店 / 入社5年目
埼玉県出身 / 日本美容専門学校 卒

鶴貝  幸哉
アシスタント / COVER HAIR bliss 大宮店 / 入社3年目
群馬県出身 / 埼玉県理容美容専門学校 卒

St

a�

Pri�te
01

美容師のやりがいを早くから実感。
だからもっと成長したいと思える。
サロンワークで多くのやりがいを感じています。お客様の悩
みなどに合わせた施術やメニューを提案し、効果を実感し喜
んでいただけた時はすごく嬉しくなり、やりがいを感じます。
カバーヘアでは、一人ひとりの成長に合わせた教育カリキュラ
ムがあり、技術理論までしっかりと学びながら成長すること
ができます。そのことにより身に付けた技術をサロンワークで
活かすことができるので、アシスタントでもお客様から支持を
得ることができ、やりがいへと繋がっているのだと思います。
目標は年内にスタイリストデビューすることです！

「失敗しないと成長しないよ！」。
先輩の温かいアドバイスが自信に。
スタイリストデビューしたのは入社4年目。デビュー当時は、ま
わりの先輩方と比較し技術や接客力が低いと感じたため、少
しマイナス思考になっていました。そんな時、「失敗しないと成
長しないよ！」と先輩がアドバイスをくださり、それがきっかけ
で前向きに考えられるようになりました。カバーヘアではス
タッフの成長を真剣に考え、温かく接してくれる先輩がたくさ
んいます。そして、デビュー後の技術サポートも充実している
ので安心してお客様を担当できる環境です。関わる様々な人
に信頼され、必要とされる美容師に成長していきたいです！

Supp�t
04入社理由は教育制度の充実。

自分らしく、確実に成長できる。
僕の目標は、『お客様、スタッフ、関わる全ての人にプラスの影
響を与える美容師』になること。そのためには教育環境が大事
だと考えています。カバーヘアには、独自のアカデミー制度や
施設があります。また、月に数回行われる全体講習会では、同
期や他店スタッフと定期的に関われる機会もあります。確実
に成長できる教育環境とたくさんの仲間と交流を深められる
ことは、僕の支えになっています。今は、お客様との会話の中
からお客様に合った最適なメニューの提案ができるように
なってきており、成長とやりがいを感じています！

Educati�
02

Educati�
03

COVER HAIR’S Staff Voice

Enjoy work!
Enj� the
      gr�th pr�ess.

-教育風景-MORE MESSAGE!
Instagram
スタッフの美容師になろうと
思ったきっかけや、COVER 
HAIRを選んだ理由が聞けちゃ
います！

スタイリストデビューまで、
そしてデビュー後もやりがいを持ち、
美容を楽しむことができる環境です。
きっとあなたの支えとなるたくさんの
仲間が待っています♪
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Relati�ship

Q

出身地は
どこ？

Q

スタッフの年齢比率は？Q

96
31%

100%

21.5

4:6

A�t �

Choose a living.

COVER HAIR

Q産休・育休
取得率は？

スタッフ96名中、30人

※2019年復帰率100%
（内、自社託児所利用70%）

20代30代

北海道

青森
岩手

宮城

福島

栃木群馬

茨城

千葉

埼玉

新潟

広島

長崎 沖縄

アシスタント

月給                         万円

名

Q既婚率は
どれくらい？

平均給与はどのくらい？

Qスタッフ数は？ Q男女比は？

東京神奈川

秋田

山形

社員寮完備

COVER HAIR’S Staff Voice

シェアハウス
個室でプライベートを守りつつも、

共用の場では仲間と接し賑やかな時間を
過ごすことが可能です。

完全個室寮
ワンルームのためプライベートが

しっかり守られ、帰宅後は自分の時間で
リフレッシュすることができます。

地方出身の方も安心して暮らせるように
社員寮を完備しています。
それぞれのライフスタイルに合わせ寮の
タイプを選ぶことができます。
※状況によりご希望に沿うことができない場合が
　ありますので、問合せください。

寮費3～4万円（水道・光熱費込） ／ 1Rマンション ／ 女子寮・男子寮別

51%40%

orororor

Choice!

BACK OFFICE

スタッフを全面サポートするCOVER HAIR
採用・教育・スタッフのケアまで、サロン運営に関するサポートをバックオフィスが担っています。
何か悩み事があってもいつでも相談できる環境を用意しています。　

『プライベートを大事にしつつ、
仲間と楽しく過ごしたい！』

▼

『仕事とプライベートは
しっかり分けたい！』

▼

Enjoy work!

何でも話せる先輩の存在が支えに。
不器用な私でも順調に
成長できています！
私、不器用なんです。でも、順調にカリキュラムが進んでいます
（笑）。カリキュラムのテストは何度も何度も落ちましたが、その度
に諦めずに付きっきりで練習を見てくださる先輩のおかげで、私
も諦めずに頑張れています。また、スタッフみんなで食事をしに
行ったり、仕事やプラーベートなことまで何でも話すことができ、
サロンワーク以外でも楽しい時間を過ごせています。スタッフの
誕生日には、みんなでお祝いをするなどアットホームで温かい雰
囲気があるので、とても働きやすい環境です。

▶ 寮費は会社が一部負担!Good Point

成田  圭美
スタイリスト
COVER HAIR bliss 川口東口SOGO店
入社8年目 / 青森県出身 / 大宮理容美容専門学校 卒

山田さんは入社当初は静かな印象でしたが、う
まくサロンワークに慣れ、お客様の笑顔をサロ
ンに増やしてくれるような居なくてはならない
存在へと成長しています。カバーヘアでは、悩み
ごとなど何でも相談し合える先輩と後輩の関係
づくりを大事にしているので、上京してきても寂
しくないくらい楽しく働けますよ♪

山田  光
アシスタント
COVER HAIR bliss 川口東口SOGO店
入社3年目 / 北海道出身 / 北海道美容専門学校 卒

40代

50代
10代4%2%

3%
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お客様にとって、今よりももっとかけがえのない美容師へと成長したいという方には、
メイク・アップ・着付けなど幅広く学べる環境もあります。

EDUCATION01

Career
EDUCATION02

Curriculum

Career

Learn m�e...

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」

独自のカリキュラム

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。

 

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 定例勉強会幹部

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

シャンプー部門
基本対応 カラー部門 スタイリング部門 パーマ部門 モデルカット部門

セットアップ

・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
・リタッチ
・ウィービング
・グラデーションカラー
・デザインカラー
・ワンメイク
・マニキュア
・バレイヤージュ
・パーソナルカラー

・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

・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 

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

美容人「志」として
やりつづけられるキャリアプラン
私たちは、美容師として
一生働くことのできる環境整えています。
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。

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
COVER HAIR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る勉強会を実施しております。
あなたにあったカリキュラムで、美容師を目指します。

入社2年目の先輩があなたをサポート。
年齢が近い分、仕事やプライベートなどで
悩んでいることなども相談しやすい
環境です。

スタイリストデビュー後も接客・技術面につい
て一人で悩む心配はありません！
スキルアップ講習や頼りになる先輩がサポート
できる体制を敷いています。

01

COVER HAIR
Academy

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。FCオーナー

運営幹部・経営幹部

店長・マネージャー

TOPディレクター

ディレクター

TOPスタイリスト

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。

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。

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。

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。

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。

ERank

DRank

CRank

BRank

ARank

SRank

01

年齢の近い先輩がサポート02
メイク

基礎講習を受け、様々なジャンルの技術チェッ
クがあります。技術が上達すると、モデルさん
にメイクしたり、雑誌の撮影にも参加するチャ
ンスがあります。

Special 1
アップスタイル

スタイリングの基礎を生かして出来上がるのが
アップスタイル。まずは先輩のやり方を見て学
んでいきます。

Special 2
着付け

着付けは様々な種類があるので、何度も繰り返
し練習を行っていきます。成人式や卒業シーズ
ンで大活躍すること間違いなし！

Special 3デビュー後もしっかりサポート！03

Spec ial
Step 1

EDUCATION03

EDUCATION01

EDUCATION02

スタイリストが
到達点ではありません！
デビュー後もしっかり
サポートがあるので、
活躍し続けられる

スタイリストを目指せます。
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SPECIAL MESSAGE WELFARE

 

世の中に必要とされる
美容師を育てる

谷本 一典

Kazunori
       Tanimoto

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

カバーヘア 谷本 検索

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。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。
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。

メディア掲載内容やスタイル作品など
詳しくはこちら▷

2016年11月
2017年 3月
2017年 4月
2017年11月
2018年 4月
2018年 5月

代表谷本の出演・掲載歴

『RECODO～美容の明日を考える～』
ネットTV『覚悟の瞬間（とき）』
『The Professional：プロフェッショナル』
千葉テレビ、テレビ埼玉放映『シャキット！』
ダイヤモンド社『美容師をめざすキミへ。』
MXTV『シゴト手帖』出演

2018年 9月
2019年 3月
2019年 6月
2019年 9月
2019年11月
2019年11月

美容業界初！日経新聞『私の道しるべ』に掲載。
全国美容師さん向けの『フォトブランディングセミナー』を開催
全国美容経営者向けの『経営セミナー』を開催
The NewYork Times、『Next era Leaders（世界の次世代リーダー）』に選出
Newsweek、『CHALLENGING INNOVATOR』に掲載
有名ビジネス情報誌、Qualitas（クオリタス）「Age.50」に掲載 ※他実績多数

スタッフが豊かに働ける独自の福利厚生があります。

詳しい情報は
こちらから！
※その他、働きやすい様々な制度が
　充実しています。

出身地も趣味も様々な
仲間と

楽しみながら学ぼう！

E�nt
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＃4月 新人歓迎会

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♪

Tue

ノー残業デー
営業終了後、

全員が残業せずに帰る日♪

Y M D  
（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♪

寮完備
地方出身でも、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。

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。

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。

Check!

＃9月 優秀店舗/海外研修
新人歓迎会

全体新年会

躍進大会

球技大会

優秀店舗/海外研修

納涼会
競技大会

社員旅行

4月

5月

8月

9月

10月

11月

1月

2月
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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

COVER HAIR bliss
大宮店

カバーヘア ブリス　おおみやてん

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

mod's hair
上尾西口店

モッズヘア　あげおにしぐちてん
COVER HAIR EVE
戸頭店

カバーヘア イヴ　とがしらてん

mod's hair
越谷店

モッズヘア　こしがやてん

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

COVER HAIR bliss 
北浦和店

カバーヘア ブリス　きたうらわてん

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。
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。

T E L 048-823-7316
浦和駅西口 徒歩2分 

※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。

T E L 048-783-2486
大宮駅西口 徒歩30秒

T E L 048-823-5435
北浦和駅西口 徒歩30秒 

T E L 048-420-6022
戸田公園駅西口 徒歩30秒 

T E L 048-776-1280
上尾駅西口 徒歩2分 

T E L 048-965-7036
越谷駅西口 徒歩30秒

T E L 048-783-2622
上尾駅西口 徒歩2分 

T E L 0297-78-4231
戸頭駅 徒歩2分

COVER HAIR ACADEMY
カバーヘア アカデミー

COVER HAIR教育専門サロン

北浦和駅 徒歩2分

T E L 048-229-2901
川口駅東口 徒歩30秒

SHOP LIST

Recruitment -募集要項-

-会社概要-

カバーヘアバックオフィス

〒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

運営店舗

所 在 地

谷本 一典代　表

C�pany Pr�ile

INFORMATION

TEL:048-814-2480
ご質問・お問い合わせはこちら！

※給与や働き方などについてご遠慮なくお問い合わせください。

MAIL:office@cover-s.jp
LINE@ 問い合わせ

フォーム

アシスタント・スタイリスト・幹部候補・見習い・レセプション

正社員・パート・アルバイト

■2021年新卒アシスタント月20.5万円～+歩合
（内訳：基本給・新人手当・勤務手当・各種手当／手取り額：17万円前後）

■中途採用

※各職種、経験に応じて入社時の給与優遇あり。（優遇実績：各ランク給与表記に対しプラス5000～3万円）

※パート・アルバイト・学生も経験に応じて時給優遇あり。※昇給随時
※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。

交通費支給（月2万円迄）／店販・役職・技術・指名・達成・皆勤手当／その他各種手当

年1回（最高年3回）※決算賞与・年間表彰など

社内技術試験合格で3000円～1万円昇給

社会保険完備／健康診断年1回／託児所完備／社員旅行／海外研修
内部・外部講習（会社全額負担）／自社アカデミー完備／出産・育児休暇制度／ノー残業デー
プレミアムチューズデー／YMD（詳細はP12をご覧ください）
引越し資金一部会社負担（最大10万円）
寮あり（寮費一部会社負担あり）※入寮希望の方はお気軽にご相談ください。

週休2日制※月8日休み
（自分のライフスタイルに合ったお休みが選べます。月6日～12日休可※休日出勤は別途手当あり／土日休み可）

夏季休暇5日間／冬季休暇4日間／有給休暇／特別休暇（冠婚葬祭）

募集職種

雇用形態

給　　与

手　　当

賞　　与

昇　　給

福利厚生

休　　日

月35万円～+歩合
月30万～33万円+歩合
月20.5万円～+歩合
月16.5万円～+歩合
月18.8万円～+歩合（研修期間あり。入社～3ヶ月：17.8万円／～6ヶ月：18.3万円）

［ 幹部 候 補 ］
［スタイリスト］
［アシスタント］
［見習い・通信生］
［レセプション］

時給950円～+歩合
時給930円～+歩合

［パート・アルバイト］
［学生アルバイト］

ケラスターゼ・ジョンマスターオーガニック・リュミエリーナ製品
［レプロナイザー最新ドライヤー］
使えば使うほど髪がキレイになる話題のドライヤーを全店・全セット面に設置。

［マイクロバブルウォーター］
お肌の水分量を保てる「まほうの水」を全店・全シャンプー台に導入。
※水へのこだわりとスタッフの手荒れ防止対策。

店内設備
Pr�uct &
     Equipment.

LINE@や
問い合わせフォームからも
気軽にご連絡ください！

＜ 正規取扱い ＞
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