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グランドデザイン

経営理念

心身両面の美と健康の追求から

人間の無限の可能性を生み続ける

真実を追求し

本物の心・技・物を提供する

1年目

2年目

3年目

シャンプー・ヘッドケア
カラー塗布

カット基礎

デビューチェック

パーマ

ワンレングス・グラデーション
ショートカット

レイヤー・メンズカット

・なでつけブロー・サイドバック
・レイヤーブロー
・ストレートブロー

モデルカット

技術だけではなく、接客や美容師
スキルなどトータル的にチェック

スタイリスト
デビュー！！

J rサロンを完備

しているから

デビュー後も安
心！

Photo

・オールパーパス
・営業巻き・豆巻き
・スタイル巻き

ブロー

Photo Photo

トータルビューティ
システム

週1回のマンツーマン指導で基礎からしっかり学べる！

髪質再生講師から学校では教わら
ない知識を習得。オリジナル薬剤
を用いて毛髪の実験もできる！

モデルの仕込みから撮影までを
担当！スキルアップすれば

ヘアカタログに載るチャンスも！

独自の本格的エステメニュー。
皮膚科医が扱うドクターコスメの
ディプロマも取得できる！

プロのヘアメイクアップアーティ
ストから学んだ技をスタッフが
直々に伝授！撮影も経験できる！

浴衣・留袖・訪問着・七五三・振袖・
袴、様々な着付けに対応できる

ようになります。

Curriculum夢人グループ

 「オリジナル薬剤の開発」にこだわる理由
デザインは素材（髪）からというコンセプトを基に、日頃から研究・
開発に取り組んでいます。数多くのサロンがあっても、真似するこ
とのできないオリジナルの髪質再生の薬剤と技術がここにありま
す。だからこそ、多くのお客様が来店し、喜んでくれています。

デビューまで約３年 !
Only One System

4月 10月 3月

あなたが求める「人間関係がいい」サロンとは？

わたしたちが考える「理想の美容師」とは？

わたしたちが目指しているのは「B」

夢人グループの考え方

人は一人では生きていけない
もの。絆を大切にして、みんな
が成長していける関係を築い
ていきます。

Q

Q

A
同僚と友達のように

ただ楽しく仕事をする関係

B
同僚と家族のようにお互いに

助け合い認め合い
成長していく関係

わたしたちは「プロ」の美容師です

お客様に喜んでいただけるこ
と、それがわたしたち、プロの
美容師の喜びであり、やりがい
と感じる部分です。

自分の技術や表現で
人から評価を得る

サービス業ではない美容師

アーティスト プロ
お客様の悩みや要望に応える
ために、一番いい方法を
見出し叶える美容師

Photo

Photo

ストレート塗布

モデルハントビラ配り一切なし！！

自分で好きなものを
選択して

スキルアップしよう！

毛髪科学 メイク

クリエイティブ 着付けエステ

入社前の研修で
安心して

フロアに立てる！

祝
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London salon

Seminar

上京は大変でしたか？

入社後の教育カリキュラムがしっかりして
いたからです。朝、夜と練習を見てくれて、勉強
会も 1人 1人に合わせてくれるので、納得がい
くまでみんながサポートしてくれます。

夢人グループに入社したきっかけは？

私は通信に通わせて頂きながら働いています。大
変な事もありますが、スタッフやお店のサポート
もあり両立出来ています。そういった暖かい環
境がとても居心地が良く、
夢人の好きなところの 1つです。

女性 6：男性 4 多数在籍

北海道、岩手、宮城、新潟
栃木、群馬、千葉

岐阜、大阪など全国各地！

全体の約3割

Q

Q

夢人グループの好きなところは？Q

Q＆A

性別を問わず、コミュニケー
ションがとりやすい雰囲気！
子育てと両立をして
働く女性もいます♪

社外活動がたくさん！！

ヘアカタログ撮影 ヘアショー
アシスタントでも輝くチャンス！日々の業務とは違う技術が学べる！

a-nation
普段の営業では体験できない時間

男女比 地方出身者 勤務年数

是木萌和
国際文化美容専門学校

通信科3年

本城 耶允
グラムール美容
専門学校卒

Answer

Answer

岐阜県高山市から上京して、1人暮らしを始めました。
最初は不安で、どこに住んだらいいかも分かりませんで
した。どの地域が通いやすいのか、安全か、家賃
が安いか、など会社がサポートしてくれたので、安心
して家を探すことが出来ました。

Answer スタッフ同士の交流が深まる
楽しいイベントもたくさん！Event

in Okinawa

in Guam

社員旅行

B BQ

毛髪講習

シャンプーコンテスト

食事会
山登り

Christmas

スノボ ご褒美会

Outside activities

鈴木 綾音
山野理容美容
専門学校卒

20年以上
10年以上
5年以上 13人

13人
6人

アシスタントにインタビュー

海外のお客様に直接触れ、サロンワークが出来る！

有名ブランドのバックヤードに入りモデルのヘア、メイクを担当出来る！

世界規模のヘアーショー、有名サロンによるセミナーに参加！
技術、感性のスキルアップを目指そう！

3つの
海外研修

入社２年目

入社２年目

入社1年目

ロンドン支店でのサロンワーク

パリ、ミラノコレクションのバックヤードへ

パリ研修
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サロン見学 まずはサロンの雰囲気を見てみよう！

勤務地 東京／自由が丘
 神奈川／横浜・関内・金沢文庫

勤務時間 9：45～21：00　（店舗によって異なる）

初任給 200,000 円

昇給 随時

諸手当 交通費 10,000 円まで

福利厚生 社会保険・雇用保険・労災保険
 海外研修・社員旅行

休日・休暇 完全週休 2日制・夏季冬季休暇

採用人数 10 名

社名 株式会社夢人

創業 1995 年 7月 7日

資本金 1,000 万円

代表者 富永 厚司

関連会社 夢実る有限会社

事業内容 美容室経営

従業員 ５０名

所在地 神奈川県横浜市西区高島
 2-10-13 横浜東口ビル 1F

TEL 045-450-3608

ラテ自由が丘店

応募・面接 夢人グループで働きたいと思ったら面接でお会いしましょう！

採用・入社 入社おめでとう！
一緒にプロの美容師を目指そう！！

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢
5-25-7 アポラン自由が丘B1 

Tel 03-5731-7798

ムードコア横浜店
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島

2-10-13 横浜東口ビル1F

Tel 045-450-3608

ムードコア関内店
〒231-0014 神奈川県横浜市中区
常盤町5-57 竹内ビル２F　 
Tel 045-681-0332

ムード金沢文庫店
〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区
釡利谷東2-15-20金沢文庫金井ビル2F
Tel 045-790-5718

［採用担当へ連絡］

［面接当日に持参するもの］

［面接の日時を相談して決めます］03-5731-7798

履歴書 成績証明書 出席証明書

キリトリ

見学希望の店舗にTEL or LINE or instagramのDM で申し込もう !

募集要項 会社概要

採用の流れ

@yumejin_saiyou@ZIJ8325i

「 氏名・学校名・学年・希望日時・希望店舗」と
　「見学のみ or クーポンご利用（ページ下段）」かを記入してお送りください。

STEP 1

STEP 2

goal ! !

無料クーポン 下記メニューより 1 つお選びください

※特殊カラーは除く ※要予約 ※ご予約当日にご持参ください ※お一人様１回まで

Coupon
美容学生限定！

夢人グループ

近い将来、人の代わりにロボットが仕事をするようになる
と言われていますよね。ですが、美容師は技術と経験、そし
て「心」が必要であり、ロボットが代わりにできるものでは
ありません。人に喜ばれ、努力した分だけステップアップで
きる職業は他にはないと考えています。
生涯、誇りに思えるであろうこの仕事。実際に「ありがとう」
をたくさんもらえた時、それは必ず実感できるはずです。そ
の第一歩がサロン選びになりますが、見た目だけにとらわ
れず、本質を見極めることがとても大切だと思います。

message
学生の
みなさんへ

美容師は「あなたの人生を豊かにし
幸せを得るための職業であり、手段」です。

髪質再生講師
自立型人材経営コンサルタント
JADA（日本能力開発分析協会）認定

SBT（スーパーブレイン
トレーニング）1級コーチ

富永 厚司 著
困った新人を
輝く新人にかえる
「意識カード」

現代書林

夢人グループ代表
富永 厚司

随時
受付中

髪質再生トリートメント カット

髪質再生カラー ヘッドケア

［採用HP］ yumejin.co［公式HP］mood.co.jpこちらも
チェックしてみてね！
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