
「美容（新卒）」「在校生（アルバイト）」「技術者応相談」 受付

求人数　 3

自立支援コース受入 可

ＴＪ天気予報 Ｐａｒｔ３千秋店 代表者名 大前武司

ＴＥＬ 0586-76-7438

   当事業所

    企業全体

創業 昭和５２年 資本金 労働組合 無 就業規則 有

就業時間 変形労働時間制 有 完全週休２日

残　業 有給休暇

定期的に払われる賃金 賃金から控除するもの 締切日 末日 加入保険

基本給 145,000 税金 3,120 支給日 雇用、労災、健康、厚生、財形

勤務手当 17,000 社会保険料 25,896 賃金形態 日給月給 宿舎 有

業務手当 13,000 宿舎費 0

その他

退職金 無　（退職特別支給金有り　資格３年）

ｱｼｽﾀﾝﾄ手当 5,000 0 0 賞与

その他（　　　　　） 0 0 0 給食 無

合計① 180,000 控除額の合計② 29,016 手取額①－② 150,984 休日の場合 無

雇用保険適用事業所番号 2306-000475-8

採用担当者・連絡先

　　　　　　　　(募集するもの)　

事業所名(または店名)

所　　在　　地　(本社) 愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1

就業場所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　(サロン所在地)

愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1 13名（男4名・女9名）

尾張一宮駅からバス15分 443名（男145名・女298名）

2040万円

09:30～19:00 週休2日制

月平均10日ほど　１時間程度 入社６ヶ月後 10日、最高6.5年後 20日

翌月25日

有(年２回　６月１２月)

★ＴＪ天気予報では美容だけではなく、一般常識や
優れた社会人、優れた人間性を育てています。
また、独立するためのノウハウも勉強したり、技術指
導やトレーニングは指導担当者がおり、責任を持っ
て指導しています。
★教育カリキュラムは新人アカデミーでの全体講習
（営業中）と各店個人トレーニングにて２年デビュー
を目指します。（現在平均2.5年です）また、個人トレ
ーニングは強制ではなくスケジュールを自分自身
が計画し取り組む形式をとっています。
★企業理念　「お客様を第一と考え、誠意と情熱を
持って奉仕します」、「ＴＪ天気予報は人間を作る学
校です」
★明るい笑顔、楽しい会話、生き生きした活動を三
原則、「Let's enjoy happy times!」をコンセプトとしア
ットホームお客様と接します。
★店舗は木造で吹き抜けの店内、郊外型のお店で
、スタッフの平均年齢は２６歳、お客様は２０代～３０
代前半のお客様が７割です。
★女性スタッフは全員セット、着付け、メイクまで習
得します。
★社会保険完備で全スタッフが入社即加入してい
ます。産休、育児休業取得多数でママさん美容師
も３４人活躍しています。
★イベントが多く、社内コンクールは全員参加でフ
ォト部門、ヘアメイク部門に取り組んでいます。
　また、社員旅行、運動会、サロンスタイル・クリエイ
ティブ作品作成等積極的にしています。
★社外コンテストは各メーカー、ディーラーのコンテ
ストが多数あります。参加自由です。
★見学大歓迎です。お待ちしております。
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ＴＪ天気予報　募集店舗一覧

ＴＪ天気予報全店 スタッフ数 管理美容師 〒 サロン所在地 電話番号 最寄駅と駅からの時間

Ｐａｒｔ３千秋店 13 有 491-0816 0586-77-4798 尾張一宮駅

Ｐａｒｔ５木曽川店 13 有 493-0005 0586-86-0988 名鉄黒田駅

Ｐａｒｔ７稲沢店 19 有 492-8230 0587-24-3668 名鉄国府宮駅

Ｐａｒｔ９末広店 22 有 491-0918 0586-43-1318 名鉄一宮駅

１ｍｍ江南店 23 有 483-8048 0587-54-4818 名鉄柏森駅

３ｍｍ尾西店３ｍｍ尾西店 14 有 494-0003 0586-64-2238 名鉄一宮駅

５ｍｍ春日井店 16 有 486-0912 0568-33-6988

７ｍｍ北名古屋店 18 有 481-0014 0568-24-2128 名鉄西春駅

９ｍｍ尾張旭店 16 有 488-0046 0561-51-3998 名鉄尾張旭駅

１ｔ津島店 20 有 496-0022 0567-23-6068 名鉄津島駅

３ｔ日進店 14 有 470-0136 05617-3-6538 藤が丘駅

５ｔ多治見店 17 有 507-0054 0572-25-0948 多治見駅

７ｔ滝ノ水店 16 有 458-0021 052-892-8108 地下鉄相生山駅

17 有 474-0053 0562-44-8288

１コ可児店 17 有 509-0203 0574-61-2948 名鉄新可児駅

15 有 470-1121 0562-91-3718 名鉄前後駅

11 有 468-0007 052-800-2818 地下鉄植田駅

７コ各務原店 11 有 504-0021 058-389-2558

17 有 485-0046 0568-76-3488 名鉄小牧駅

15 有 511-0946 0594-32-2768 近鉄名古屋駅

10 有 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良３丁目３番１７ 058-273-5088

16 有 472-0053 0566-83-4608 名鉄知立駅

13 有 471-0069 0565-31-2638 愛環梅坪駅

ヤッホー徳重店 11 有 458-0811 052-877-9968 地下鉄徳重駅

豊田長興寺店 11 有 471-0879 0565-42-5328 名鉄上挙母駅

四日市店 10 有 512-0902 059-340-7088 近鉄川原町駅

愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1 バス15分

愛知県一宮市木曽川町里小牧寺東29-1 徒歩20分

愛知県稲沢市稲島東2丁目86-1 徒歩10分

愛知県一宮市末広2丁目3-19 徒歩15分

愛知県江南市江森町中214 徒歩15分

愛知県一宮市三条字墓北29-1 バス10分

愛知県春日井市高山町2-10-16 JR勝川駅 バス15分

愛知県北名古屋市井瀬木五町1-1 バス5分

愛知県尾張旭市南栄町旭ヶ丘65-1 バス10分

愛知県津島市越津町字梅之木92-1 バス10分

愛知県日進市竹の山三丁目1011番地 バス15分

岐阜県多治見市宝町10丁目78 市バス30分

愛知県名古屋市緑区滝の水1丁目903 市バス10分

9ｔ大府店 愛知県大府市柊山町三丁目352 JR大府駅 徒歩20分

岐阜県可児市下恵土807-1番地 徒歩25分

3コ豊明店 愛知県豊明市西川町荒巻64-2 市バス8分

5コ天白店 愛知県名古屋市天白区植田本町1-1306 市バス5分

岐阜県各務原市那加前洞新町４-195 JR那加駅 徒歩20分

9コ小牧店 愛知県小牧市堀の内2-66 バス8分

1ページ桑名店 三重県桑名市五反田1880-5 三重バス30分

3ページ岐阜店 JR岐阜駅 バス25分

5ページ知立店 愛知県知立市南新地1丁目6-13 徒歩10分

7ページ豊田店 愛知県豊田市高原町4丁目31 徒歩15分

愛知県名古屋市緑区鳴海町神ノ倉3-343 市バス5分

愛知県豊田市長興寺10丁目18-1 徒歩25分

三重県四日市市小杉町字平松482-1 徒歩30分
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