
社員は第2の家族である。会社のフェイスの中でも大切にしている項目のひとつです。

社員の成長が、会社の成長。社員の幸せが会社の幸せ。いい美容師ってどんな美容師？

技術が上手い美容師？いや違う。沢山のお客様から指名が取れる、髪のことならあの美容

師さんに任せておけば大丈夫。私のことをいつも理解してくれて、スタイルもいつも私にぴっ

たりなスタイルを提案して形にしてくれる。お客様から信頼を得られる美容師がいい美容師な

のです。アフェクションに入社した社員全員に指名が取れる・お客様から信頼を得られる・そして

デザインを提案できる美容師になって欲しい。心から想っています。その為に、クオリティの高い

技術は勿論ですが、海外研修・海外撮影・名古屋、東京、各名所での撮影・コンテスト・ヘアーショ

ー・雑誌、メディアの取材、撮影等に力を入れ技術以外の感性を磨くチャンスを数多く取り入れてい

ます。その他に、人間力（人として魅力のある人、人から尊敬される人になってもらう力。）そして営業

力（コミュニケーション能力、理解、表現、人から好かれる、印象を良くする雰囲気創り、カウンセリング

能力）を一緒になって学んでいきます。方針も、「やりなさい」ではなく、出来なければ、どうして出来なか

ったのかを一緒になって考え、「一緒になって取り組む」。そんな方針を取っています。

美容師としてとても必要な力を一緒になり身に付けていく。それがアフェクションの方針であり想いです。

18歳以上

180,000円（美容専門学校卒）

社会保険完備、交通費、寮完備、社内にキッチン有、健康診断、社内研修センター、
外部講習（カット・メイク・カラー・パーマ・セット・アップ・着付 etc）、
社員旅行、海外研修・撮影、コンテスト・ヘアーショー、撮影スタジオ完備
忘年会・歓迎会は全て手料理、お誕生日会、仲間からの愛情完備

有り　早期育成アカデミー（入社後2ヶ月）
※メーカー講習（営業中にミルボン、ウェラのスタジオを貸し切り行います。）

完全週休2日制（年間105日）、正月休み、
夏季、慶弔、有休

インスタグラム オフィシャルサイト

affection_official_

会社案内動画

アフェクションの魅力
つまってます。見てね！
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●規定通り合格できない場合は
　ずらして行います。

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

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・Aラインボブ
・ショートレイヤーA・B

・コピーカット　・パーマスタイル ・検定SML
・メンズレイヤー
・刈上げスタイル

1年目

4月
2年目

がんばるぞ！！

やるべき事は

すべてやった。

自信に満ち溢れて

検定に

のぞみましょう！

晴れて

スタイリスト

デビュー！！

がんばるぞ！！

カラーモデルに入る

ブランドを掲げている以上、
試験も一切の妥協なし！

徹底した教育マニュアルのもと、
高いクオリティーが求められます。
でも、苦労した分だけ感動あり！！

みんながんばろうね。

仲間の
大切さを実感

ワンレングスは8月のオーディション合格
レイヤーは12月のオーディションで合格
その他、5月 社内コンテスト

6月 ヘアーショー
9月 全日本理美容選手権東海大会

モデルは合計60人！

入社2ヶ月間は早期育成の為にアカデミーを開校します。
営業中に抜けて丸々1日技術だけを習得する日をもうけクオリティの高い技
術をみっちり習得。アカデミーで合格すると翌営業日から合格した技術に入
客が出来るのでみんな真剣。先輩達も合格させる為に本気で教えてくれる。
4月中旬にはシャンプー合格をもらい楽しそうに入客していますし、カラー塗
布も４月中には入客出来ます！頑張ったら頑張った分だけ自分に返ってくる早
期育成アカデミーはスタイリストへの近道♪

Stylist debut Curriculum

スタイリストデビューへの道！！

・ロングレイヤー
・ウルフレイヤー

・前下がりボブ
・ボブレイヤー

コピーカットワンレングス・グラデーション・刈上げ・レイヤー

早くデビューすることが目的ではなく、
デビューした時に沢山の指名がある状態で
デビューすることが目的の早期育成カリキュラムです。

ベーシックカット・カラー
・ストレート
・アイロン
・マニキュア
・カラーモデル

・シャンプー
・マッサージ
・ワインディング
・ヘッドスパ

・ワインド

早期アカデミー

モデル20人終了

モデル20人終了 モデル60人終了

CurriculumCurriculumCurriculum

HAIR SHOW

社内コンテスト



Contest



スタイリング
コレクション2019

STYLING
COLLECTION 2019

Hair show
優勝



アフェクションでは、年に2・3回海外
撮影、研修を行っています。

海外の風を感じるだけでも感性が磨
かれる。

社員全員に感性豊かな美容師、そし
て人になって欲しいから。

現地プロモデルさんををオーディショ
ンで選び、

メイク・スタイルを造り上げ作品撮り
をしていきます。

イメージを形に・・・。アシスタントでも
勿論チャンスはあります！

是非一緒に海外で学び、成長した自
分に会ってみませんか。



スタイルコレクション

Style Collection



Creative Winning Works

日米フォトコンテスト日本代表作品日米フォトコンテスト日本代表作品

2018トレンドビジョン入賞作品

2017トレンドビジョン入賞作品

2019トレンドビジョン入賞作品

2018トレンドビジョン入賞作品

2017トレンドビジョン入賞作品

2019トレンドビジョン入賞作品

ドリームプラス入賞作品



Event



Senior voice
仲間になろうよ
アフェクションに入社してよかったことは、1年目の最初でもやりがいをとても
感じることができることです！アフェクションでは、アカデミーがあるのでカラー
シャンプーなどすぐに入客できお客様とたくさん関われます！他にも、コンテス
トや営業など自分が活躍できることに挑戦する機会をたくさん頂けます！！ア
フェクションは家族のように仲がいいので困った時に頼れる先輩、同期がたく
さんいます！ぜひサロンを見に来てください！

YUka
YOnedu

田島 日南
熊本ベルェベル美容専門学校  卒業

住んでいる場所は関係ない
私は熊本の美容専門学校を卒業して愛知に就職してきました。イン
ターンと見学でアフェクションの方々の仕事に対する姿勢と素敵な
作品を創り上げる技術力に心惹かれ、しっかりしたカリキュラムと環
境を決め手に、アフェクションに入社したいと思い、入社することが出
来ました！県外から来た私でも、仲間と助け合い、先輩方に支えてい
ただき、熊本から来て本当に良かったと思える温かい会社です。沢山
のチャンスがあたえられ、挑戦でき、努力が評価される環境で毎日や
りがいにあふれています！一緒に頑張りましょう！

HINA
TAJIMA

・北海道理容美容専門学校　・国際ビューティーモード専門学校　・福井美容専門学校
・長野理容美容専門学校　・岐阜美容専門学校　・ベルフォートアカデミー　・静岡西部理容美容専門学校
・あいち美容専門学校　・中部美容専門学校　・中日美容専門学校　・東海美容専門学校　・名古屋美容専門学校
・中部ビューティーデザインカレッジ　・アリアーレビューティ専門学校　・名古屋ビューティアート専門学校
・名古屋モード学園　・名古屋文化短期大学　・ハリウッドワールド美容専門学校　・長崎県美容専門学校
・熊本ベルェベル美容専門学校　・モア・ヘアメイクカレッジ
・佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校　【順不同】

家族のような温かさ
アフェクションはスタッフ同士が家族のようにとても仲がいいです！
厳しく指導してくださる時もあれば、親身に相談に乗ってくださる時
もあり、毎日楽しく営業してます！コンテストやヘアショーもあり、い
ろいろなことに挑戦できるチャンスが沢山あります！一緒に楽しい
美容師生活を送りましょう！

MIKA
YOKOI

横井 美華
中部美容専門学校  卒業

出
身
校
一
覧

米津 優花
中日美容専門学校　卒業

チャレンジできる幸せ
私は名古屋美容専門学校を卒業し、アフェクションに入社
しました。中学生の時に職業体験で美容室に行き美容師
の仕事に興味を持ちました。アフェクションに入社したきっ
かけは、アットホームなお店やスタッフの雰囲気、カリキュラ
ムがしっかりしているところにひかれてこういうお店で働きた
いと思いました。1年目から技術の勉強会に参加することが
できる機会が沢山あるので色々なことに挑戦できます！

MARINA
matsumoto

松本 まりな
名古屋美容専門学校　卒業

お互い高め合う雰囲気が好き
アフェクションは挑戦する場や練習の場が沢山あり、成長でき
る環境が常に整っています。分からないこと、些細なことでも
先輩が細かく優しく教えてくれます。まだ入社したばかりです
が、日々自分の成長を感じることができています。皆んな家族
のように仲が良く、お互い高め合いながら仕事ができるので雰
囲気がとても良く、毎日楽しく仕事ができています。

AYANO
OKAWA

大川 綾乃
名古屋ビューティ―アート専門学校  卒業



VAN COUNCIL（アトランタ）

アトランタにて7席の小さ
なサロンをスタート、現
在は、日米約50店で、毎
日数千人の美を掌る。
マライア・キャリー、マン
ディ・ムーア、レニー・クラ
ヴィッツ、ジュリア・ロバー
ツなどセレブリティ顧客
を数多く抱える。

ヴァン・カウンシル
サロンオーナー

マイケル

BUCKHED SALON The Forum

Avalon

Mid Town

New Talents

Sunday Spring

Highlands

East Cubb



千種駅
千種①出口
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金山
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●
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松屋
金山②番出口

Salon
tel.052-723-2030
名古屋市東区矢田1-16-49
平日／10：00～20：00
土・祝／9：00～19：00
日／10：00～19：00
月曜定休
※地下鉄「大曽根」駅⑥番出口から徒歩1分
※大曽根駅から徒歩2分
※駐車場完備 ※キッズスペースあり

アフェクション 大曽根

●

●

地下鉄
⑥番出口

BMW
●
HIS

市
バ
ス

タ
ー
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ナ
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大曽根駅

メッツ
大曽根

三菱電機
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線

名
鉄
瀬
戸
線

P

大
曽
根

セット面19面、シャンプー9台、ネイル、まつエ
ク、メイクブースがあるトータルビューティーサ
ロン。中庭の緑と木々の間から空を感じながら
日常を忘れられる異空間。ヘアーは勿論、心の
中までリフレッシュ出来るサロンです。

tel.052-322-0563
名古屋市中区金山4-2-2
平日／11：00～21：00
土／10：00～20：00 
日・祝／10：00～19：00
年中無休
※地下鉄「金山」駅②番出口から徒歩1分

ヴァンカウンシル 金山

入口一面開放感あるガラスドア、床は博物館
で使用されている白タイルを敷き詰めたスタ
イリッシュな内装。常にトレンドを発信してい
るので、デザイン好きなお客様が多く通うサ
ロンです。

tel.052-936-5222
名古屋市東区葵3丁目14番２２号
ウィステリア千種1階
平日／11：00～21：00
土・祝／10：00～20：00 
日／10：00～19：00
年中無休
※地下鉄「千種」①番出口徒歩1分
※「車道」③番出口徒歩2分

ヴァンカウンシル 千種

入口のエントランスには竹や灯篭・石畳があ
り、和を感じさせるサロンです。内装も、オープ
ンキッチン風なバックヤードと、和風にデザイン
されたシャンプーブース。こだわりのデザインの
中、沢山の笑顔が溢れています。

tel.0568-53-2707
春日井市高蔵寺町北2-151
平日／10：00～20：00
土・日・祝／9：00～19：00
年中無休
※JR「高蔵寺」駅から徒歩5分
※駐車場完備 ※託児所あり

ヴァンカウンシル 春日井

１.２Fが美容室、3Fに着付けの部屋、保育士さ
んがいるキッズルームがある地域1番の大型店
舗。白を基調とした内装・外装でオシャレな方
が通うサロンです。ネイルもやっており指先の
お洒落もサポートしてます。




