
原宿店 アシスタント、スタイリスト用

GAFFグループに応募される方へ

今、友人のカットができるようになりませんか？
ベーシックカットが学べるGAFFの教育システム。
GAFFグループで1年間働くと、受講料無料に！

GAFFカットスクール

50％OFF ¥45,000(税別）

GAFF独自のシステムだから実現
可能。表参道, 原宿界隈では異例
の金額を見比べてみて下さい。

業界最高水準

月給18.6万円

【ヘア･アーティストYUUKが経営】

装苑表紙などの雑誌をはじめ、世界中のCM・広告等で活躍
しているヘア・アーティストYUUK （ユーク）が経営する
サロンです。ファッション撮影の現場にアシスタントとし
て同行する機会もいっぱい！センスも磨けます！

YUUKのアシスタントも同時募集中。ヘアメイクを極めた
い人にもオススメです。

※YUUKの詳細はこちら http://yuuk.info/jp/

【GAFFグループのデビュー美容室】

デビュー用から高級サロンまで、レベルの異なる美容室が複数あるので、一歩一歩、着実に技術を伸ばすこ
とができます。カリスマ美容師のアシスタントをしながら、２年目には週1の美容師デビューもできます。

技術練習会のほか、有名メディアでスタイルランキング全国1位を何度も獲得している美容師によるスタイ
ル撮影のサポートもあります。「angel gaff」で実際にお客様をカットしながら、力がついたらワンクラス
上の「HAIR PEOPLE」にステップアップ！ 技術、接客、スタイル撮影などの実力がついたら、グループ経
営のカリスマ美容師が集まる「GAFF表参道本店」へ！

大切な美容師である皆さんをプロに育てることを目標としていますので、ビラ配り等は決してさせません。

2020.3 1/4



サロン名 angel gaff（エンジェルギャフ）原宿店

代表者名 白石友紀（HAIR YUUK) 募集職種 アシスタント

勤務地
東京都渋谷区神宮前1-9-8 
KI-438ビル 2F

HP
https://angelgaff.work/
https://gaff.work/ ※全サロン

事業内容 美容室（店舗運営・ヘアメイク） TEL 0120-542-078

給与 月給186,760円 加入保険 雇用保険 労災保険

交通費 無 賞与 無

勤務時間
10:10～19:10
トレーニングは、バックヤードで
営業中に行っています

休日休暇
毎週火曜＋他2日間 通常23日
1年5か月を経てカットデビュー
したらシフト制

手当待遇
研修制度（海外研修）、美容物販割引、無料
講習会、機材・プロメイク道具など貸出無料

勉強会
月１回、GAFF本店、HAIR PEOPLE原
宿店との合同練習会開催

スタッフ募集中のサロン

スタッフ教育に力を入れています。デビューしてからプロになるまでの育成ステップ
やテーマも明確です。多数の講習や研修に参加することができます。

年間教育プログラム（講習・研修）

GAFF本店 / 表参道 Hair People / 原宿 angel gaff / 原宿 Angels / 経堂

新卒１年目 ２年目
入店後 コンテンツ 入店後 コンテンツ ※自由参加

4月 1ヶ月
シャンプー練習
カラー塗布練習（2週間）
カラー塗布テスト

13ヶ月
新卒入店指導
デビュー強化期間モデルカット

5月 2ヶ月
シャンプー練習
カラー塗布練習
カラー塗布テスト

14ヶ月
新卒入店指導
デビュー強化期間モデルカット

6月 3ヶ月 カット講習 GAFFベーシック 15ヶ月
デビュー強化期間モデルカット
ヘアカタログ撮影講習

7月 4ヶ月 カット講習 GAFFベーシック 16ヶ月 デビュー強化期間モデルカット

8月 5ヶ月
カット披露 GAFFベーシック
（Wig：ST30°40°60°入P6）

17ヶ月
デビューサロンで週1スタイリスト

（他の週５はアシスタント）

9月 6ヶ月
カット披露 GAFFベーシック
（Wig：TR30°40°60°入P8）

18ヶ月
個別テーマトレーニング
（スタイリスのプログラム＆個別指導）

10月 7ヶ月
カット披露 GAFFベーシック
（Wig：ボブ実践P4）

19ヶ月
個別テーマトレーニング
（スタイリスのプログラム＆個別指導）

11月 8ヶ月
カット披露 モデル
（Wig：Mash実践P6）

20ヶ月
個別テーマトレーニング
（スタイリスのプログラム＆個別指導）

12月 9ヶ月 ※練習無し 21ヶ月 営業強化月間 ※講習・研修休み

1月 10ヶ月
カット披露 GAFFベーシック
（Wig：ショート実践P8）

22ヶ月
個別テーマトレーニング
（スタイリスのプログラム＆個別指導）

2月 11ヶ月
カット披露 GAFFベーシック
（Wig：ツーブロック、

刈上げMensP5.6）
23ヶ月

個別テーマトレーニング
（スタイリスのプログラム＆個別指導）

3月 12ヶ月
カット披露 GAFFベーシック
デビュー強化期間モデルカット

24ヶ月
個別テーマトレーニング
（スタイリスのプログラム＆個別指導）

入店

約1年後
デビュー

ここからが「プロの美容師」になるための本当のスタートです。
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応募の流れを3種類用意しています。ご希望のケース（1～3）を選んで応募して下さい。

応募方法

＜HPから応募＞

https://gaff.work/contact/

※面接希望日時（主に土
日祝日）を記載。

※履歴書を写真に撮って
添付して下さい。

※遠方にお住まいの場合は、他の曜日・時間への変更も可能です。
※ご不明な点やご質問がある方は「0120-542-078」までお問合せ下さい。

＜電話で予約＞
ご希望の店舗に電話予約
して下さい。
--------------------------
■angelgaff（山口）
料金例：カット￥1,750+税

TEL：03-3475-8577
--------------------------
■HairPeople（富田）
料金例：カット￥2,500+税

TEL：03-6804-6003
--------------------------
■GAFF本店（藤崎、野田）

料金例：カット￥3,000+税

TEL：03-6721-1308

ケース１

面接

＜対象＞
入社希望の方。

＜内容＞
会社説明、面接、体験入店
を1日で行います。
(約6時間)

ケース３

体験カット

＜対象＞
会社の事をスタッフから
直接聞きたい方。

＜内容＞
カット等を受けながら、
会社説明を聞けます。
環境や待遇など気になる
ことも、現場のスタッフ
に直接聞けます。
※全メニュー50％OFF

ケース２

会社説明会

＜対象＞
会社の事を詳しく知りた
い方。

＜内容＞
月2回開催。ご都合の良い
日時を選んで下さい。
・第1金曜 18時～
・第4日曜 20時～

採用結果のご連絡

＜HPから応募＞

https://gaff.work/contact/

※会社説明会希望日時を
記載。

後日、希望者には面接を
行います。説明会後に履
歴書を送って下さい。

後日、希望者には面接を
行います。体験カット後
に履歴書を送って下さい。

会社説明、面接、体験入店 体験カット会社説明会
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応募者対応checkシート

GAFFグループに関するポイント

□ GAFFスタイル

・美容業界のアシスタント時代は、「長時間拘束される」「報酬が少ない」
「人間関係が大変」があたり前だと思っていませんか？GAFFは違う。本来、
美容師の仕事は楽しいもの。お客様に「自身の個性を生かしたヘアスタイル」を
提供し、その技術完成度を自分の努力で上げるほど、高い報酬がついてきます。

・「感謝とリスペクト」「笑顔」「金銭的報酬」を高レベルで目指している。
・トレーニングは、バックヤードで、営業中に行っています。

□ 目指すこと お客様に「個性を生かしたヘアスタイル」を提供できるプロ美容師になる。

雇用条件のポイント ※応募者用配布資料2/4参照

□ 雇用元 GAFFグループのangelgaffと雇用関係を結ぶ。ヘアアーティストYUUKが経営。

□ 報酬

＜新卒スタート＞ 月給¥172,500（¥7,500×23日）
＜シャンプー＆カラー塗布ができたら＞ 月給¥186,760（¥8,120×23日）
※25人以上、入店後3か月目が目標。4か月目（7月）にはクリアして欲しい。

地方からのスタッフでも生活出来るように考慮している。

□ 休日 毎週火曜＋他2日間(通常23日) 1年5か月を経てカットデビューしたらシフト制

□ 社会保険
社会保険は複数あります。その中で「雇用保険」「労災保険」に加入。
・雇用保険：失業や休業した時の生活支援や再就職の支援を受けられる
・労災保険：業務中や通勤中の災害による病気、ケガ、障害、死亡に対する保障

教育内容のポイント ※応募者用配布資料2/4参照

□ 2、3ケ月目 GAFFベーシックカットを学べる。全スタイルを8日間で。

□ 4ケ月目～ 2カ月に一度、カットデモストレーション。

□ 16ケ月目～
経堂店1日デビュー（フルコミッション）。スタイリストデビューが出来る環境
がある（カットスクールで技術向上、デビューサロンがある）

□ 成長イメージ
2年で成果を上げる。
ケース１：2日 3日 4日 5日と増やしていく。angelgaffに移動する準備をする。
ケース２：1日デビュー＋本店他でアシスタントで、プロのアシスタントに。

□ カットスクール
(全８回、9万円)

・6月、7月：日曜早朝は無料招待
・他の月：半額(45,000円）、入社した場合は１年後に返金

今後の流れのポイント ※応募者用配布資料3/4参照

□ GAFFの詳細 求人HPを見て下さい https://gaff.work/

□ 面接の流れ
希望者には面接を行います。GAFFの求人HP(応募ページ)から応募して下さい。
HP上で履歴書を送れます（履歴書を写真に撮って、アップロード）。

応募者名 対応日 年 月 日

スタッフ名 使用用途 体験カット ・ 会社説明会 ・ 面接 ・ 他

応募状況 体験カット（ 未 ・ 済 ） 会社説明会／サロン見学（ 未 ・ 済 ）

応募経路
(求職方法)

◆GAFFを何で知ったか（GAFF求人HP ・ サロンHP ・ ﾎｯﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ・ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾅﾋﾞ・facebook・

合同説明会 ・ サロンを通りがかった ・ 知っていた ・ 知り合いがいる ・ 他 ）

◆WEB検索した場合（ PC ・ スマホ ・ タブレット ） （ Yahoo ・ Google ・ 不明 ・ 他 ）

検索ワード（ ）

◆美容師の求人はどうやって探すか（ ）

memo

※今後どうなりそうか、既存スタッフの紹介有無、感想等

全項目をお伝えしたら、チェックボックスに☑。担当者がすべて記入。
最後に、このシートを写真に撮り、当日中に総合掲示板にアップして下さい。

※フリーランスの詳細説明は不要（新卒のため）
※チーム専属アシスタント募集「応募者用配布資料4/4」は資料を渡すだけでOK（応募者の混乱を避けるため）
※資料保存先：エバーノート／マニュアル2(補足)／求人の問合せが来たら
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