
正社員
高卒以上　年齢不問  ※経験者優遇
170,000円以上
○Jr.スタイリスト........................200,000円以上
○スタイリスト....................................230,000円+歩合
○トップスタイリスト..........230,000円+歩合+役職手当
※経験・年齢を考慮の上、当社規定により優遇します。
平日/午前9時～午後7時
土・日：午前9時～午後6時
変形労働時間有り
完全週休２日制（月・火曜連休）
夏期休暇/冬期休暇
有給休暇
社会保険、厚生年金、昇給
毎月（オーディション）　
退職金制度有り/賞与 年1回
雇用 ・労災・給与補償保険有り
電話：052-893-8190　
メール：bush.i@train.ocn.ne.jp

http:/bush-hm.com/

電話
受付 【　水・木　】 午前   9時～午後   7時
 【　　金　　】 午前 10時～午後 10時
 【　土・日　】 午前   9時～午後   6時
 ※毎週 月曜・火曜

社　名  ：有限会社 BUSH
徳重店  ：名古屋市緑区鳴海町字徳重 18-41
　 　ユメリア徳重（緑区役所徳重支店 1F）
豊明店  ：豊明市三崎町高鴨 9-6
資本金  ：3,000,000円
代表者  ：一木　紀子

1997.07 BUSH（八事店）オープン
1999.04 八事店拡大オープン
2003.10 BUSH（豊明店）オープン
2003.10 有限会社 BUSH　設立
 資本金 300万円
2007.10 豊明店拡大オープン
2010.10 BUSH（徳重店）移転オープン
2017.10 水広店をオープン

会社概要

住所 名古屋市緑区水広 3丁目 716番

0120-75-0234
BUSH水広店

電話
受付 【　水・木　】 午前   9時～午後   7時
 【　　金　　】 午前 10時～午後 10時
 【　土・日　】 午前   9時～午後   6時
 ※毎週 月曜・火曜

住所 名古屋市緑区元徳重 1-401ユメリア徳重１F

0120-31-2145
BUSHユメリア徳重店
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県外からのサロン見学

1校あたり 3名まで
交通費支給！

美容学生限定 50％ OFF 
この求人案内を見て、予約してくれた美容学生さんは

ALL MENU 50% OFF させていただきます !
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NS ACADEMY
職業訓練認定校

愛知県職業能力開発促進大会にて受賞

Wellcome Beauty college student!

Company overviewJob description & benefits

Company history

募集要項・待遇

沿   革

雇用形態
応募資格
給 与
 

勤務時間

休日/休暇

待 遇
 

応募方法

ホームページ

SALON

E-MAIL

SALON

H　P

メールでのお問い合わせは
24時間受付中。
お気軽にお問合せください



わたしたちは、お客様、スタッフ、そして業界発展のために何が
できるかを常に考えています。その考えを原点に、BUSHでは
常に新しい技術や薬剤に関して研究を欠かしません。その1つ
の答えとして、BUSHオリジナル商品開発を実施。シャン
プー、トリートメント、その他ヘアケア商品、業界初「カール剤、
結合水トリートメント、（特許取得）など、多岐にわたります。
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サロン
ワーク中に
レッスン

BUSH
オリジナル

ひとり一人にあわせた

キャリアプラン

サロン
ワーク中に
レッスン
充実のキャリア支援プラン

NSアカデミー

オリジナルの商品開発を実施！
業界屈指の美容技術を誇っています！
オリジナルの商品開発を実施！
業界屈指の美容技術を誇っています！

あなたの夢の実現プランは？

充実の理由の一つ。楽しいイベントが
いっぱいで親睦が深まる仕事場！

BUSH
オリジナル

楽しいイベントいっぱい楽しいイベントいっぱいひとり一人にあわせた

キャリアプラン

1 年目

ＮＳアカデミー（職業訓練認定校）ＮＳアカデミー（職業訓練認定校）

STAFF PROMOTION PLAN

１. オールパーパス
２. ストレートアイロン
３. ブロードライⅠ
４. ブロードライⅡ
５. パーマ講座 3回コース
６. ワインディング

2 ～ 3年目

１. ワンレングス
２. サイドグラデーション
３. グラデーションボブ
４. イサドラ
５. ショートベーシック
６. ステップカット

・ショート、ミディアム、ロングの
　カットモデルチェックそれぞれ 10人
・パーマモデル 30人

１.　Ａラインボブ
２. ショートスタイル
３. グラデーションボブ
４. ラウンドグラデーション
５. ロングレイヤー
６. ラウンドグラデーション

厚生労働大臣賞を頂きました！

２～３年目の間に
並行して受ける試験
メイク
ヘアカラー
１. ナチュラルウィービング
２. カラーチェンジ１
３. カラーチェンジ２
４. カラーチェンジ３
５. カラーチェンジ４
６. ホイルワークを取り込んだ
      ヘアカラー
BUSHカラーアカデミー 5回コース
を受講すること
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安心の福利厚生安心の福利厚生
新卒初任給 17万円。
完全週休 2日制。
社会保険しっかり完備！

新卒初任給 17万円。
完全週休 2日制。
社会保険しっかり完備！

社会保険、厚生年金完備。昇給／毎月（オーディション）、交通費支給、
退職金制度有り、賞与年1回、雇用・労災・給与補償保険、有給休暇
など、様々な福利厚生があり、安心して仕事に取り組めます。
この充実の待遇により、スタッフの働くモチベーションや、
「長く楽しく働く」ことのできる環境が整っています。

「スタッフプロモーションプラン」というBUSH独自のキャリ
アプランは、職業訓練校に認定されています。これは愛知県知事
に表彰された実績ある充実したキャリア支援の仕組み。
1年目から綿密なカリキュラムのもと優れた技術をつけて自信
をもって3年でデビューできる！

ライフステージに合わせて、あなたの興味のあることや、強みを
活かしたキャリアプランを一緒につくっていきます。エステ
シャン、クリエイティブフォト、メイク、着付、キュアリスト、メ
ンズスペシャリスト、ママさん美容師、講師活動など。
自分がやりたい、ワクワクする美容師道を共に歩むことができ
ます。

BUSHでは、定期的に様々なイベントを行っています。
入社式・キャンプにバーベキュー、ボウリング大会など社内で
のイベントはもちろん、ヘアショーやセミナーなど社外のイベ
ントにも積極的に参加できます。スタッフ同士の絆も深まり、
仕事にも遊びにも本気で取り組める素敵な雰囲気がBUSHに
はあります。

3

生涯雇用を目指した店づくりを
BUSHはしています！
生涯雇用を目指した店づくりを
BUSHはしています！

2

1

あたたかく、成長し合える仲間と遣り甲斐のあるサロンワーク！
撮影もやります！

コンテスト参加は

たくさん刺激をもら
える成長の場です。


