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FOCUS 南柏店
  〒277-0075
  千葉県柏市南柏中央1-7-2F
  TEL : 04-7196-6165

EYELASH  SALON  FOCUS 南柏店
  〒277-0075
  千葉県柏市南柏中央1-3-4F
  TEL : 04-7170-4085

FOCUS 南流山店
  〒270-0163
  千葉県流山市南流山6-5-8-1F
  TEL : 04-7197-3546

FOCUS 天王台店
  〒270-1142
  千葉県我孫子市泉13-8-1F
  TEL : 04-7138-6618

FOCUS 柏店
  〒277-0005
  千葉県柏市柏2-7-11-1F
  TEL : 04-7193-8583

FOCUS 北小金店
  〒270-0014 
  千葉県松戸市小金15-6-1F
   TEL : 047-703-8685

FOCUS 流山おおたかの森店
  〒270-0128
  千葉県流山市おおたかの森西1-2-2-6F
   TEL : 04-7199-2268

FOCUS 中国店
  〒300000
  中国天津市河北区民生路与博爱道交口
  民生大厦底商1F
  TEL : 022-86259058

(海外店舗)

Hair GROU P

Eyelash
H P :https://focus-g.jp

T e l：04-7199-2268
サロン見学、体験入店も随時受け付けております
詳細は担当関口 まで♪　　

FOCUS
Instagram

EYELASH-FOCUS
Instagram

FOCUS
HomePage

EYELASH-FOCUS
HomePage

H P

♪採用、就職に関するお問い合わせはコチラ♪

◆ 　　　で連絡も簡単！
◆ web から楽々エントリー♪
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残念ながら昨今の美容師の社会的地位は低く見られることが多いです。
働く時間が長く、休みも少ないのに給料は低い。また一般的な企業に勤
める社会人は年功序列型で年々給料が上がっていくのに対し、美容師は
35歳をピークに年々給与が下がっていく傾向があります。
一方で美容師として働こうと決意したとき、みんな夢や希望をもって、自
分らしく仕事に望んでいたはずです！だからフォーカスでは、この想いに
応えるべく、美容師の労働環境を根底から変え、既存の美容業界ではあ
りえない新しい挑戦をし続けることで、自分らしくイキイキと働ける人を
増やし、生涯雇用を目指します。

美容業界で自分らしくイキイキと働く人を増やす

V
isi
on フォーカスは千葉（柏市、松戸市、流山市、我孫子市）を軸に店舗展開をし

ているため、都心部のサロンとは異なり「アットホーム型」で「地域の方に
愛される」サロンであることがとても重要です。
美容師として最高の技術やサービスを提供するのは当たり前のことです。
フォーカスでは、更にもう1歩踏み込んで「常に感謝の気持ちを忘れない
こと」「自分がFOCUSのお客様の一人だとしたら、通い続けたいお店創り
をすること」「ネガティブに愚痴や不満を漏らすのではなく、意見としてポ
ジティブに話し合うこと」の３点に重きを置き、千葉で一番通い続けたい
サロンを創ります。

アットホーム型地域No1 サロン

企業理念

”人と人とのつながりを大切にし、
　        お客様、スタッフへの

            　　感謝を忘れない！”

FOCUS  G ROUP  代表

Message from the president

美容室は拘束時間が長い、上下関係が厳しい、給料が安くて忙しい。
そんなイメージがあるのが現状です。だから、美容業界がすごくイヤでした。
一度就職したものの、24歳の時に自分の理想を叶えられる美容室を創ろうと信頼できる仲間と
立ち上げたのが10年前になります。
純粋にお客様のために良いサービスを提供し、みんなで笑顔になれる関係を築きたかった。
それは今でも変わりません。
よく伝える言葉は【感謝】です。
先輩が後輩に感謝する。
後輩が先輩に感謝する。
そして、働けている今の環境や、ご来店いただいたお客様に感謝する。
自分を支えてくれる人に感謝の気持ちを持って働くと、困った時には必ず誰かが手を差し伸べて
助けてくれます。
だからFOCUSは雰囲気が格別に良いんだと思います。
そんなマインドに共感してFOCUSで働きたいと思ってくれる仲間がたくさん増えると嬉しいです。
FOCUSが求めている人は、積極性があり自分の夢に向かって頑張れる子です。
本気で美容師に向き合うと、いまは想像もできない夢を実現できるチャンスがあります。
たくさんの夢と希望を持ってFOCUSに飛び込んで来てくれれば、しっかりと受け止めます。
そんな皆様と一緒に働けることを楽しみにしています。

張　晟



練習カリキュラム

2年デビューへの道2年デビューへの道

1年目
1st year

2年目
2nd year

4月

3月2月1月12月11月

5月 6月

6月

7月 8月 9月10月

スタイリストデビュー！

3月2月1月12月11月10月

4月 5月
7月 8月 9月

10月からはカットの練習もスタート♪

接客も♪技術も♪レベルアップ！

一緒にブローとヘアセットも覚えちゃおう♪

撮影会でフォトテクニックや

メイクも学べるよ！

学校卒業
グレイカラー

ブリーチカラー

ワンレングススタイル

バイアスショートスタイル

モデルスタイル

デビュー試験

刈り上げ

スタイルカット

アイロンワーク

・カット
・ブロー

・カット
・ブロー

・カット　・カウンセリング
・ブロー　・撮影

・カット

・カット　・スタイリング
・ブロー　・コテ巻き

・カット　・パーマ
・ブロー

・カット　・パーマ
・ブロー

・カット
・ブロー

セイムレイヤースタイル

ミディアムレイヤースタイル

ショートボブスタイル

ワンタッチカラー
ツータッチカラー

デビューまであと少し！

ファイト♪

接客も技術も丁寧な教育とカリキュラムで

しっかりと習得して行こう！

FOCUS には徹底した練習カリキュラムがあるから
たとえ苦手な技術も安心習得できます

FOCUS には徹底した練習カリキュラムがあるから
たとえ苦手な技術も安心習得できます

FOCUS には徹底した練習カリキュラムがあるから
たとえ苦手な技術も安心習得できます

FOCUS には徹底した練習カリキュラムがあるから
たとえ苦手な技術も安心習得できます

講師紹介

専門学校卒業後、MINX に入社し 2015 年に退社、その後 2015 年夏に FOCUS 入社
店長、マネージャーとして職任後、現在執行役員としてサロンワークをしながら
技術教育の先頭で指導しております。

美容師という仕事にみなさんが誇りを持ち、美容師として成功するための
技術はもちろん、接客も含めた指導を徹底していきます。
楽しく！しっかりした技術を身につけて、一緒に FOCUS を盛り上げましょう !

パリ総合美容専門学校　柏校　卒業

学生の方へメッセージ

篠塚　純CHECK POINT



みんな

仲良し♪みんな

仲良し♪
イベントも

盛りだくさん♪

イベントも
盛りだくさん♪

社員旅行もあるよ！社員旅行もあるよ！

働きやすい
環境って

大切だよね！

働きやすい
環境って

大切だよね！

2011年11月
HAIR SALON
FOCUS南柏店OPEN

2013年2月
HAIR SALON
FOCUS南流山店OPEN

2015年7月
HAI SALON
FOCUS天王台店OPEN

2017年9月
HAIR SALON
FOCUS柏店OPEN

2020年4月
HAIR SALON
FOCUS北小金店OPEN

2021年7月
HAIR SALON
FOCUS流山おおたかの森店OPEN

2018年7月
EYELASH SALON
FOCUS南柏店OPEN

どの店舗も

みんな仲良し♪

FOCUS は

ヘアサロン６店舗

アイラッシュ１店舗

海外ヘアサロン１店舗

仲良しの秘訣は

働きやすさ！！



！！パイセンパイセン
♪
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FOCUS
STAFF

フォーカスのいいとこ！

これから美容師を目指す生徒にひとこと！

☆子育てしながらの仕事との
　　　　　　両立で大変なことは？
★子供の体調が悪い時ですね
　でもfocusはそこで融通がきいて
　スタッフがフォローしてくれます

☆子育てしながらスタイリストを
　　　　　　　　目指せるのはなぜ？
★FOCUS全体で子育てへの理解が大きく、
ライフスタイルに添って練習や試験も
みて貰えるから１度は諦めていた
スタイリストへの道も皆さんの協力で
また目指すことができています！

☆Focusのいいところ
★お店の雰囲気が明るい｡
スタッフどうしの会話が
しっかり出来てる｡

☆休みの日は何してる
★コロナ前とかは､車で色々な所に
行ったりしてました｡

☆これからの就活生に一言
★最初はサロンワークで
色々覚える事があり大変だけど､
覚えた技術が出来るようになると、
どんどん楽しくなるので不安だとは
思いますが頑張って下さい｡

☆仕事しててやりがいを感じる時
★お客様からのリアルな答えを聞けた時
「気持ちよかった」「感動した」
と言われると全てが報われたと思える
あの瞬間がたまらないです！

☆休みの日は何してる？
★読書、映画、美容師仲間と銭湯に行きます！

☆Focusのカリキュラムでいいところ
★火曜日に月２回全体練習会
お店でも月２回練習会はあるので
だらけることなく美容に
向き合えるところです！

☆就活してて重視したところ
★自分がそこに入って何を学んで
成長したいか

☆アシスタントとして
　　　　　　気をつけてること
★周りを見る力と誰よりも
率先して動くことあと愛嬌

☆Focusのいいところ
★先輩が優しい、下の意見も
取り入れてくれる所

Ayaka ベルエポック美容専門学校卒

パリ美容総合専門学校柏校卒パリ美容総合専門学校柏校卒

パリ美容総合専門学校柏校卒

千葉美容専門学校卒

国際理容美容専門学校卒

Shuya

Fumina
千葉美容専門学校卒Kazusa

Seiya

Masaki

Ren

☆仕事しててやりがいを感じる時
★お客様から感謝を頂いた時です！

☆Focusのいいところ
★みんな面白くて優しいです！

☆アシスタントとして気をつけてること
★周りをよく見てスタイリストのアシストを心がけてます！

☆Focusのカリキュラムでいいところ
わかりやすく最短で教えてくれます。

☆個人練習の頻度は1週間でどのくらい？
★週3〜4です！

☆仕事しててやりがいを感じる時
★お客様から感謝を頂いた時です！

☆Focusのいいところ
★みんな面白くて優しいです！

☆アシスタントとして気をつけてること
★周りをよく見てスタイリストのアシストを心がけてます！

☆Focusのカリキュラムでいいところ
わかりやすく最短で教えてくれます。

☆個人練習の頻度は1週間でどのくらい？
★週3〜4です！

☆アシスタントとして気をつけてること
★いかに先輩が仕事しやすいようにサポートを
できるか考えて時間配分など気をつけてます。
自分の対応で先輩の印象を
下げないようにも心がけてます。

☆これからの就活生に一言
★入社してみないと分からない事も
いっぱいあるし見極めるのは難しいけど、
頑張ってください
学生のうちに色々なサロンに行ってみる
のもいいと思います️

☆Focusのカリキュラムでいいところ
★急ぎすぎず自分のペースで
ゆっくり進める

☆仕事しててやりがいを感じる時
★お客様やスタッフに自分一個人として
必要とされた時。

☆Focusのいいところ
★スタッフ一人ひとりのお客様とスタッフ同士への
気遣いが素晴らしい。何よりスタッフ自身が
1番FOCUSを好きな点。

☆休みの日は何してる？
★映画鑑賞、料理

☆アシスタントとして気をつけてること
★スタイリストとお客様の空気感を尊重する。

☆Focusのカリキュラムでいいところ
★シンプルでより実践的。営業をイメージしやすい。

パリ総合美容専門学校  柏校  卒業Kengoさん

国際理美容専門学校  卒業Chiakiさん
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~フォーカスを選んだ理由はなぜですか？~ ~フォーカスに入って良かったと思うところは？~

~就活で気にしたところは？~ ~これからの就活する子に向けて一言~

~フォーカスを選んだ理由はなぜですか？~ ~フォーカスに入って良かったと思うところは？~

FOCUSは元々通っていたサロンでもあったので、
いつ行っても楽しそうなお店で私も一緒に働きたいと
思ったからです！

~フォーカスのカリキュラムの中でいいと思う点は？~

月に2回の練習会は必須ですが、それ以外の日は
マイペースに練習出来るところです。

~これからの就活する子に向けて一言~
これから働く自分の為にしっかり色んなサロンを見て感じた
方がいいと思います！
その選択肢のなかにFOCUSが入っていたら嬉しいです♪
一緒に働ける日を楽しみにしています！

学生時代は上下関係がとても厳しかった吹奏楽部出身なので、
先輩に話しかけずらい雰囲気でもなく緩すぎるわけでなく、
バランスがFOCUSは丁度いいです！笑

美容学校の担任の先生にオススメされたのと、オーナーが学校の
先輩で就職ガイダンスを受けて、惹かれるものがあったからです。
フォーカスに入っていい意味で会社が堅苦しくなく、
近い距離で接してくれるので本当に決めて良かったです。

やっぱりガイダンスも大事だと思いますが、
まずサロンにいってサロンの雰囲気など見に行くことなど、
一度お客様として来店してみるってのもいいと思います！

美容師ってめちゃくちゃ楽しいです！
さらにもっともっと楽しみたいならFOCUSで
間違いないです！笑笑

シャンプーなど、技術でお客様にたずさわれるようになり、
お客様に自分を覚えてもらえる瞬間と、
お客様と先輩方に技術を褒められる瞬間ですかね！
練習してよかったって思えます！

なぜな
に⁉Q   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   AQ   Aand



　給与：アイリスト20万～24  万
その他：役職手当　売上歩合　店販報酬
　　　  交通費全支給【限度額¥20,000まで応相談】
　　　  etc

勤務先：EYELASH SALON FOCUS

 ・南柏店

休暇：

　　休暇：月７日休み【火曜定休含む】
　　  　　年末年始休み【1月1日～1月3日】
　　  　　有給休暇【就業規則による日数】

福利厚生：社会保険完備
　　　　  健康診断　年一回【会社指定】
　　　　  講習会援助手当あり【会社指定】
　　　　  社員旅行有り

勤務先：HAIR SALON FOCUS

 ・南柏店　　・南流山店
 ・天王台店　・柏店
 ・北小金店

※美容免許取得予定者も含む

・アシスタント　・スタイリスト　・幹部候補　・アイリスト

年収例）
　　      スタイリスト平均年収：520万円
　　      アシスタント平均年収：240万円

募集要項：美容師(美容免許取得者)

求人情報

ヘアサロン部門

アイラッシュ部門

福利厚生：社会保険完備
　　　　  健康診断　年一回【会社指定】
　　　　  講習会援助手当あり【会社指定】
　　　　  社員旅行有り

  給与：アシスタント20万
　  　  スタイリスト24万～

 その他：役職手当  売上歩合  アシスタント技術手当 
　  　　  交通費全支給【限度額¥20,000まで応相談】
　  　　  昇給随時  店販報酬    etc

月7~8日休み【火曜定休含む 】
正月休み【1月1日～1月3日】
有給休暇【就業規則による日数】

アシスタントの 1日

9:30

10:00

19:00 19:30

OPEN

朝礼

トレーニングCLOSE

１日のはじまり♪
お客様の予約確認と
スタッフ同士で
コミュニケーションを取ります。

シャンプー・・・

カラーリング・・・

2年目
アシスタント
あいちゃん

１年目
アシスタント
なっちゃん

パーマ・・・

シャンプーが上達するとお客様にとても喜ばれます。
やり方次第でカラーリングなどの発色も変わるから
重要任務ww

スタイリストのパーマヘルプや一緒に巻きます♪
くるくるニュアンスカールで仕上がりワクワクw

使った道具やお店をピカピカに
掃除して明日も気持ちよく
お客様をお出迎えいたします♪

お客様といろいろな会話をしながらヌリヌリ♪
トレンドやプライベートな話もw
ついつい盛り上がっちゃいます笑

おか
ゆい

とこ
ろは

ない
です

か？

ネイルすごく可愛いですね~♡

次のロッドはピンクかな？ブルーかな？

集中して練習するぞ
~！

今週のテスト頑張ります！

おつかれさまでした♪

お先失礼します☆

笑顔で 1日頑張ります！

今日も 1日お疲れ様でした！

明日もよろしくお願いします♪


