
                                 

 

 

会 社 説 明 会 
（説明会・7つ星体験会） 

2016.7.27(水)28(木)29(金) 

       8.24(水)25(木)26(金)                                 
■場所 鵜沼店  各務原市鵜沼西町 3-161      tel.058-370-2515／広瀬 

   木曽川店 一宮市木曽川町黒田北宿四の切 109 tel.0586-87-3850／小森 

 

はじめまして、fleurといいます。 

fleurは岐阜、愛知一宮市に 5店舗を展開しているサロンです。 

ここはあなたの「こんな風になりたい」という想いを 

“ 7つの技能を身につける ”ことで叶うステージです。 

会社説明会でいろいろとあなたのお話を聞かせてください。 

体験もできます。お待ちしています。 

≪オーナーからのメッセージ≫ 

今、美容サロンの役割がヘアスタイルのみではなく全身のプロ

デュースへと拡大しています。 

フルールでは、頭髪・髪にも優しく美容師の手にも優しい化粧水

のような水を使い、手荒れしにくいシャンプー剤で本物のキレイ

を追求しています。 

髪や肌に触れる水を超軟水にしてカラーやパーマをよりキレイ

に仕上がるようにしています。 

 

7つの技能を身につけ 

『スタッフがキレイにそして全てのお客様をキレイに』 

お客様キレイ計画を実行するサロンを目指しています。 

 

そこには、スタッフの笑顔がそしてさらにお客様の笑顔にあふれ

ているはずです。そんなお客様をキラキラ輝かせることができる

このフルールで自身も 7つ星★★★★★★★ 

キラキラ輝く人生が待っています。 

そして、スタッフ一人一人が人として成長していけることが人材

教育であって社会貢献につながると考えています。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《オーナーの思い》 

★教育とは、学ぶ ⇒ 自分が成長する ⇒ 人を育てる ⇒ 将来のビジョンを形にすること 

フルールは“自律したトータルスタイリスト”を育成することを目的としています。 

7 つ星美容師をめざして 7 つの技能を自分らしく組み立て、将来にめざすもの、目標を見い出しやりがいを追求

してほしい。ヘアスタイリストとしてビューティ・ブライダルに活躍できたらいいよね。 

★店舗、研修センターにて勉強会を行なっています 

 美容師 7 つ星メニュー『ヘア・３６５キレイ・ネイル・マツ毛エクステ・セット・メイクアップ・着付』 

 カット実習の機会を多くし、入客への一歩として、キッズカット入客計画があり、早い技術と実践を行ないます。 

★メイク・アップ・着付の習得 

 1 年目よりメイク・美容室ネイル・ユカタ着付、2 年目よりアップ、3 年目より袴着付の勉強会が行なわれます。

成人式・卒業式のメイク＆アップ＆着付、ブライダルゲストヘアメイクができるように目標を決めて実践してい

ます。 

7 月は『浴衣営業』8 月は『キレイにしてお食事会』があり、全員でアップ＆メイク＆浴衣着付をしてお食事をす

るというイベントも行なっています。 

また、1 月には成人式、3 月には大学出張卒業式があり、練習の成果を発揮する場となります。 

そのほか、店別ビューティー撮影会・全体発表会など営業外でも楽しく技術が身につく機会があります。技術を

身につければカナダバンクーバー（姉妹店）勤務が可能です。 

株式会社 村上久美容室 フルール 

fleur 鵜沼店 

fleur 羽島店 

 

fleur 鏡島店 2F 

fleur 木曽川店 

Humpty Dumpty 1F 

バンクーバー姉妹店 

オフィス＆研修室 

グレードアップ 

サロンを 

目指しています 

 



【スタッフ数】　４名

募　集　要　項

求
人
者

(

オ
フ
ィ
ス

）

ふりがな かぶしきがいしゃ　むらかみひさしびようしつ 創立年 資本金 全スタッフ数

企業名 株式会社　村上久美容室
平成４年 １０００万円 ４３名

勤務地　
店舗数　５店舗

ふりがな 　むらかみ　ひでこ （内エステサロン　１店舗併設）

代表者名 　村上　　ヒデ子
岐阜鏡島店

最寄りの交通機関

JR　西岐阜駅下車　徒歩　7分

所在地
〒５０１－６２６４ セット面　　５面 勤務時間　9：00～19：30

岐阜県羽島市小熊町島5丁目５１ 【スタッフ数】 美容師　３名 保育士　１名

電話番号 ０５８‐３９４－２６７７
岐阜羽島店

最寄りの交通機関

名鉄　竹鼻線竹鼻駅下車　徒歩15分

FAX番号 ０５８‐３９４－２６７６
セット面　１０面 勤務時間　9：00～19：30

【スタッフ数】 美容師　５名

HP http://www.hm-fleur.co.jp
各務原鵜沼店

最寄りの交通機関

名鉄　犬山線鵜沼宿駅下車徒歩1分

人事担当者 村上　久
セット面　１４面 勤務時間　9：00～19：30

【スタッフ数】 美容師　10名ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ　２名

勤
務
条
件
等

休日 完全週休２日制
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｽﾀｯﾌ　1名 ﾌﾛｱｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ　２名

社員寮
女子寮のみ 【スタッフ数】 美容師　７名 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｽﾀｯﾌ　1名　保育士1名

(各務原鵜沼店・岐阜羽島店・岐阜鏡島店)

岐阜鏡島

最寄りの交通機関

基本給 １７０，０００円
JR　西岐阜駅下車　徒歩　7分

保育士　2名

一宮木曽川店

最寄りの交通機関

加入保険 社会保険・雇用保険・労災
名鉄本線　黒田駅下車　徒歩4分

セット面　１２面 勤務時間　9：00～19：30

セット面　　７面 【スタッフ数】　美容師　４名

交通費 ２０，０００　円　まで支給

昇給
１回/年

選考方法
面接・作文

必要書類
履歴書

応募期限 随時
10,000円 適正検査 成績証明書

【特色】

フルールはHair Make fleur から Hair Beauty fleur へと生まれ変わろうとしています。

今までの美容室はヘアデザインと髪のコンディションを整えるだけでしたが、今、美容サロンの役

割

がヘアスタイルだけではなく全身のプロデュースへと拡大してきています。そこで、fleurでは美容

室ネイルとアイラッシュを取り入れ全身のコーディネートができるようになりました。

社内アカデミーでは年間計画勉強会、ヘアおしゃれ日・ビューティー(ネイル・マツエク・ユカタ・袴着

付)ビューティおしゃれ会・キッズ体験会・ブライダル研修・キレイにして食事会など楽しく学べる体

験。１年目からメイクを学び成人式・卒業式のヘアメイク担当など実践プランが充実しており、早く

技術を身にける事でお客様からの喜びの声を多く聞く事ができ、それが“楽しい”に繋がってきて

います。

そして、もう一つfleur独自のキレイ３６５メニューは大変お客様からも喜ばれるメニューになってい

ます。

今までの美容理論だけではなく、お客様の髪が１年３６５日キレイであり続けるためのメニューな

のです。そこに、デザインの技術をプラスする事でよりお客様に満足して頂けます。

fleu

fleu

fleu

fleu

http://www.hm-fleur.co.jp/


www.hm-fleur.co. jp

７つのスキルを学んで生涯活躍できる美容師になろう。

社会保険完備 完全週休2日制 寮完備 育児休暇制度

7 つ 星 美 容 師 へ 　

 将
来ヘ
アス
タイ
リスト

になってブライダルで活躍できたらいいね！

7つのスキルを身につけたいと思う人を求めています。7つのスキルを自分らしく組み立て独自

の美容師像を目指してほしい。フルールは教育・自主性を大切に特徴ある、自信ある、スタイリ

ストとして生涯美容師で輝き続けられる自分を磨く人をサポートします。

7213　812290

HAIR MAKE fleur
ヘア メイク フルール

採用担当　廣瀬 真千

www.qjnavi.jp/812290

正社員

アシスタント：月17万円～
岐阜市鏡島（2店舗）　羽島市小熊　各務原市鵜沼　一宮市木曽川
カナダ（バンクーバー）
9：00～19：30　店舗により異なる
2017年新卒生
昇給随時
交通費支給（2万円迄）　住宅手当
社会保険完備　寮　育児休業制度

完全週休2日制　有給休暇給▶
地▶

時▶
資▶
昇▶
手▶
福▶

休▶

株式会社村上久美容室
1992年
--
43人

5店鋪
--
25歳

058-394-2677 担当／採用担当者

 info@hm-fleur.co.jp www.hm-fleur.co.jp

〒501-6264 岐阜県羽島市小熊町島5-51

岐阜 羽島 各務原 一宮
完全
週休2日

有給
休暇 寮

Message

募集要項

会社概要 お問合せ
｜会社名｜
｜設立年｜
｜ 年 商 ｜
｜従業員数｜

基礎から応用まで
知識と技術！

アイラッシュアイラッシュ ヘアスタイルヘアスタイル

フェイシャルフェイシャル

へア・メイク・着付けへア・メイク・着付け

ヘアおしゃれ日、ビューティおしゃれ週間、浴衣営業、キッズ会
ネイルマツエク勉強会、メイクレッスンなど実践体験豊富。
自分をキレイに、お客様をキレイにしていきます。

ヘアおしゃれ日、ビューティおしゃれ週間、浴衣営業、キッズ会
ネイルマツエク勉強会、メイクレッスンなど実践体験豊富。
自分をキレイに、お客様をキレイにしていきます。

ブライダルブライダル

ネイルネイル 365キレイ365キレイ

 

 

｜店舗数｜
｜客単価｜
｜平均年齢｜
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