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大阪市　玉造店　桃谷店　弁天町店　大正店
10：00～20：00
週休2日制（月8日休）／月曜日定休＋4日休
170,000円
年2回/随時
役職手当/能力手当(経験能力布考慮）/店販手当/大入り手当
厚生年金/雇用保険/健康保険/通勤手当（30,000円まで）
バーベキュー/技術講習/ボランティア活動/
アイデザイナー講習費（20万円会社負担）
各店舗へお電話にてご連絡ください。 

募集要項

Give店舗紹介
JR環状線沿いに4店舗を展開。大阪の中心地へのアクセスも抜群。

Give 大正店

長年地域で愛され続けている大正店。世代を超えて来店頂いているお客様
も多く、成人式や結婚式などお客様の大切な節目に立ち会える機会も多数。
スタッフの連携もバッチリで成長できる環境です。

スタッフのチームワーク抜群！ 人間的にも成長できる！

大阪市大正区泉尾2-3-18
コーポヤマキン1F
TEL 06-6552-7578

Give 玉造店

大阪市中央区玉造2-16-6
ダイカツビル1F/2F
TEL 06-6764-6167

Give 弁天町店

Give弁天町店は地域密着でアットホームなお店です。小さなお子様から御
年配の方まで幅広いお客様にご来店して頂いております。お客様を笑顔に
できるおもてなしと技術の向上を目指しスタッフ一同頑張っております。弁天
町店は植物もたくさんあり癒される素敵なお店です。

緑いっぱいの店内にはお客様の笑顔がいっぱい♡

大阪市港区南市岡3-11-2
エレガンスシェルパートⅡ1F
TEL 06-6584-5558

天王寺からも電車で５分の都心にあるGive plus桃谷店はキッズスペースも
完備。ネイルブースも併設しているので、お客様に爪先から頭の先まで美を
提供できます！ バリアフリー個室もありお客様に喜んでいただける空間です。

ヘア＆ネイルでお客様に美をトータルプロデュース

玉造駅すぐの好立地に店舗を構える玉造店は、1F・2Fにフロアがありゆっ
たりとした空間になっており、  2Fに上がれば木目調のフロアーが広がるプラ
イベート空間が！ アイラッシュも展開しているトータルビューティーサロンとして
地域のお客様に愛されています。

２階建てでフロアによって異なる雰囲気を楽しめる！

Giveplus 桃谷店
大阪市天王寺区堂ヶ芝2-12-1
堂ヶ芝ビューハイツ1F
TEL 06-6772-1333



すべての人に最高の“笑顔”を

Giveでは「個々の人間性成長」「洗練された技術」「心身の豊かさを保つ」という

３つの方針を大切に、サロンワークの経験と地域社会に貢献するため、

老人ホームでのボランティアカットやJHP・学校をつくる会と共に

カンボジアでの支援活動をおこなっています。

美容師としての幅を広げると共に、貴重な体験を通じて１人の人間としての

成長ができる機会があります。

「大家族主義」を掲げ、スタッフ同士はとても仲が良く

お互いを思い合える家族のような仲間がいます。

地域のお客様やスタッフに愛されるアットホームのステキなお店です。

Giveは、今あなたが思い描いている美容師像以上の自分になれる場所。

一緒にたくさんの笑顔を創っていきましょう。

有限会社スマイル 代表取締役

中村 豊

Giveの安心制度

社会保険完備

Giveは雇用保険・労災保険・
整容国民健康保険・
社会保険全てを揃えて

将来の安心をサポートしています。
社会保険は病気やけが、高齢化、失業、労働災
害や介護などのリスクに備えた保障のこと。

独立支援

Giveは創業から40年以上、
多くのスタッフの

ステップアップを支援してきました。
美容師といえば魅力のひとつである、独立。将来自
分でお店を持ちたい！と夢を頂く人もきっと多いと思
います。独立に必要なマネジメントや経営ノウハウ
などを存分に教えます！将来独立して「売れる」美
容室を作れるためのサポートを惜しみません。

選べる職種
Giveでは、美容師・

アイデザイナー・ネイリストと
自分のなりたいビジョンに
合わせて職種の選択が可能！
途中で変更することも可能なので、結婚後、美容
師からアイデザイナーに転換したり、ネイリストから
資格取得して美容師に転換することも大歓迎！美
容を生涯幅広く楽しめる環境を整えています。 

週休２日制
美容師＝休みが少ない。
そんな今までの

業界常識を変えたい！
そんな思いからGiveでは週休２日制を導入。毎
週月曜日の定休日に加えシフト制で希望の休み
が取得できるので、予定も組みやすく友達や家族
との時間もきちんと取ることができますよ！

Credo



１年目からカットの基礎を学び、最短でお客様に愛される美容師に！
最短で２年デビューを叶えるGive独自の教育カリキュラム。

１年目からカットを学び技術、人間力を成長させる研修や接客教育も充実しています。ベースのカリキュラムを元に、

個人の能力や得意分野をきちんと見守りながら個々に指導していくので常に成長を感じながら着実にステップアップすることができます。

頑張りを平等に評価！ 
成長に応じてお給料も着実にUPしていきます

Giveでは、ランクアップ制度を設け検定で合格するたび、
昇給していきます。目標が明確なので日々の仕事も向上心を持って取り組むことができます！

ヘア併設サロンだからこそ身につく幅広い知識！
専任講師が丁寧に指導します
アイデザイナーとして、安全に美しくアイラッシュを付けるだけでなく持ちを良くするための細やかな技術
や目元という繊細な場所を任せて頂ける信頼感のある接客技術など複合的なスキルが必要になる仕
事です。Giveでは、何名ものアイデザイナーを育て上げた経験のある育成講師の元、高い技術を習得
することが可能！新しい技術やより良い接客についてスタッフみんなで意見を出し合い共有していきま
す。美容師やネイリストとの連携もバッチリで、美容の知識を幅広く得ることができるのもGiveならでは！

アイデザイナー

丁寧な接客・技術教育でお客様に愛されるネイリストに
お客様の層が幅広いGiveでは、ネイルに来られるお客様も様々。年配の方の初めてのネイルや、育児
中だけどネイルを楽しみたい方など、ライフスタイルに合わせたネイルデザインを提案するスキルが必要
になってきます。基礎から丁寧に指導していくので、未経験から「どんな場所でも通用するネイリスト」へ
のステップを用意しています。

ネイリスト
nailist

eyedesigner

Curriculum

4月

5月
6月
7月
8月

4月

5月
6月
7月
8月
9月

講習受講/営業中は接客フォロー/技術レッスン
《技術講習》・器具の扱い方・まつげへの装着方法（上下）
              ・前/後処理など
《知識講習》・まつげの基礎知識・商材について
              ・カウンセリング法
4月同様
《技術講習》・まつげパーマ技術
接客・技術テスト　　合格後デビュー
デビュー1か月後　技術・接客チェック

1
年
目

サロンワーク、ネイルの基礎知識と技術(ファイリング、バッフィング)
ネイリストの補助
ジェルプリパレーション、オフ、マシーンの知識と技術
ジェル基礎知識と技術、カウンセリング力、提案力の育成
ネイルケア、基礎知識と技術
フットネイル、基礎知識と技術
技術チェック、ネイリストデビューへ…

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

電話対応　フロントお客様対応と接客　お流し　マッサージ　シャンプー等     
パーマ液塗布　白髪染め塗布　毛髪理論　ハンドブロー　お仕上げレッスン     
おしゃれ染め　ストレート薬剤塗布　ウィービングカラー     
ヘッドスパ理論　ヘッドマッサージ　マニキュア     
セット(アップスタイル)　ストレートブロー     
矯正アイロン　成人式スタイル(アップorメイクor着付け)スタート     
ロングフェミニンブロー     
ワインディング　パーパス　新課題     
成人式スタイル(アップorメイクor着付け)     
リバースワインディング　リバースワインディング(実際パーマをかけたウィッグをブローで使用)     
フォワードワインディング　フォワードブロー(実際パーマをかけたウィッグをブローで使用)     
スパイラルワインディング     

・カラー基礎
・カット基礎
・パーマ基礎

1
年
目

技術カリキュラム

ジュニアスタイリスト スタイリスト リーダー・チーフ・店長

講 習

2
年
目

・カラー応用
・カット応用
・パーマ応用

デザイン創作ワインディング　ベーシックカットレッスンスタート     
ヘアセット　ワンレングスカット     
ショートレイヤーカット     
グラデーションカット     
ロングレイヤーカット     
マッシュルームカット     
刈り上げ(お客様カウンセリングレッスンスタート)     
創作ショートウィッグ＆モデルカット     
成人式スタイルチェック     
創作ショートボブ＆モデルカット　デザインパーマショート     
創作ミディアムウィッグ＆モデルカット　デザインパーマミディアム     
創作ロングウィッグ＆モデルカット　デザインパーマロング     

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

約2年で
スタイリスト
デビュー

約5ヶ月で
アイデザイナー
デビュー

約6ヶ月で
ネイリスト
デビュー

週１回各店スタッフ全員で
合同レッスンを開催！

アシスタントだけでレッスンをすると何が正しいか
わからなくなってしまいがち。Giveでは、週１回ス
タイリスト、アシスタントが全員で集いレッスンを行
う日を設定しています。不安な部分や分からない
点をその場ですぐに解消することができます。

月１回全店合同でレッスン！
他店との交流にも♪

全店スタッフが集うGive恒例の合同レッスン。他店
に配属された同期とも集合でき、スタッフが毎月楽し
みにしている１日です。他店の技術を見ることもで
き、何よりみんなが頑張っていることが刺激になる時
間です。

＊アシスタント
＊Jr.スタイリスト
＊スタイリスト
＊アイデザイナー
＊ネイリスト

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17万円＋（能力給）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20万円＋（能力給）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21万円＋（能力給）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18万円＋（能力給）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18万円＋（能力給）

1
年
目



チャリティーイベント

美容師として成長できる！ 人として成長できる！ 様々なイベントを用意
全員で楽しめるイベントがGiveの強い団結力の理由です
４月は入社式、６月に決起会を全員で行います。
9月10月は美容業界でもトップクラスの大きなコンテストに参加。
全国のハイレベルな美容師たちと技術を競い成長できる
ステージがあります。そのほかにも夏に海辺でチャリティーカットを
おこなったり地域貢献のイベントも多数。日々のサロンワークとは
また一味違う成長を実感することができます。

 入社すぐから
「人の役に立つ」喜びを体感！
Giveは新人研修が充実しており、接客力や人間力を高める研修
から技術まで幅広い教育を受けることができます。高い技術をス
ピーディーに習得できるので美容師になったという実感をすぐに感
じることができました。カラーに入らせてもらうことも増え、お客様に
喜んでいただけるやりがいを感じています。

カンボジアに住む子供達の生活、
夢を全力で支援しています
Giveは実際にカンボジアに社長が訪れ、子供達と触れ合う中、カンボジア
で学校が少なく、勉強がしたくても学校で授業が受けれない子供達の環境
がありました。カンボジアの子供達の未来のためにできる事、みんなで力を
合わせカンボジアに学校をつくる事でした。ボランティア活動の中、お客様
やたくさんの方々にご支援をいただき平成29年3月21日「ＪHP・学校をつく
る会」と共にカンボジアのスヴァイリエン州にあるタナウ小学校へ
MoreSmile!!校舎を贈呈しました。美容師になりたいカンボジアの学生を招
待し、研修などを行うなどし、カンボジアの子供達の支援活動にも力を入れ
ております。

美容の技術を通じ
人を笑顔にする喜びを感じられる！
月に一度スタッフが交代で行かせていただく老人ホームのボランティアカットや
海でのチャリティーカットなどスタッフが考えるチャリティー活動に取り組んでお
ります。スタッフみんな大好きなチャリティーイベントです。たくさんの笑顔に出
会えた時、美容師でよかったと心の底から思える瞬間です。

Staff VoiceGive Event

佐藤 雛乃
アシスタント（1年）／高津理容美容専門学校卒

お客様の愛を毎日感じられる
アットホームな環境

地域密着店でどの店舗もお客様との距離が近いGive。
関わらせて頂いたお客様から声をかけて頂いたり、名前を覚えて
頂いた時の感動を毎日感じることができるのもアットホームなサロン
ならでは。幅広いお客様が多いので、会話の中で学ぶことも多く成
長を感じています。

三原 啓渡
アシスタント（2年）／ル・トーア東亜美容専門学校卒

レセプションからアイデザイナーに!
幅広い“美容人”になれる♡

元 レ々セプションとして美容の仕事に携わっていましたが、美容師免
許を活かしてアイデザイナーに転身! Giveでは、ヘアだけでなくアイ
ラッシュも併設しているので、アイラッシュの経験がなくても、安心し
て1から学ぶことができました。もちろん、ヘアの知識も学べるので、
仕事の幅も選択肢も広がり美容人としてスキルアップできますよ♡

樗木 紗織
アイデザイナー（2年）在籍年数：8年／小出美容専門学校卒

生涯美容の世界で働ける
対応力を養える場所

都心だと若いお客様が多く身に付ける技術に偏りがでることの不
安があり、幅広いお客様が来店されるGiveに入社を決めました。
お子様のカットから年配の方のカラーまで老若男女問わない技術
が習得でき、アイやネイルのスタッフとも情報共有することで美容師
として生涯活躍できる自信がつきます。

白谷 健太
店長（15年）／高津理容美容専門学校卒

ボランティア


