は
社
会
る
愛あット から教える。
カ

ト
カッ

カラー

サービス

パーマ

私たちはトライアングルが考える『美容師として大切なこと』を順に教えていきます。
入社 1 年後のデビューを目指し、現場と研修でトレーニングを中心としたカリキュラムです。
『やる気』と『美容師になりたい』という強い想いを思いっきり発揮できるステージで
私たちと一緒に夢を実現しませんか？

入社後 1 年間は、
トレーニングセンターで研修とサロンワーク。
スタイリストデビュー後に、スタイリストとして活躍しながら

カラー・パーマの技術も身に付けられる画期的なカリキュラムがあります。
カットから学ぶことで、他の技術も理解しやすくなるんです！

ムは毎年
カリキュラいます。
を
修正して 長できる環 境
成
より早く す !
作っていま

平日はカラーサロン勤務
土日はカットサロン勤務でスキルアップ！

デビュー後３ヵ月は
カットサロンでカットに専念！

パーマスキルアップ （縮毛 ・ デジタル ・ コールド）

デビュー目標

4/1

平日はフルサロン勤務でアシスタント
土日はカットサロン勤務でスキルアップ！

４つの課題をクリアして給与UP！

4/1

カラースキル

アップ
パーマ知識復習

カットスキルアップ

入社

グルは
トライアン
教える
輩だから、
分かるまで
先
と
師
講
るのは
教えてくれ
もたくさん
報
情
の
場
現
えます！
教えてもら
数は
のカット人
時
了
終
ム
カリキュラ
なんと

カラー知識復習

カット専念
デビュー前カリキュラム

２年目以降、 トレンド勉強会

1年間のカリキュラムでカットサロンデビュー！

デビュー試 験

カラー ・ パーマの知識習得

ウィッグトレーニング
モデルカットトレーニング
150名以上
カラー ・ シャンプー実践 （サロンワーク）

スタイリストデビュー

ヘアケアマイスターの資格取得

（年２回）、 撮影会 （春夏 ・ 秋冬） に参加できます！

とにかく
「人間力のある美容師さん」
を育てていきたいです！
沓掛 章

国際文化理容美容専門学校 1991 年卒
亀有店店長→oeuf 店長→Tact 講師

「会いにいきたい美容師さん」「あの人だからやってほしい」「あの人だから相談できる」お客さ
まと信頼関係を築くことが一番大切だと思うんです。そのために技術はもちろんですが、限られ
た時間の中でお客さまにいかに満足し、笑顔になっていただくか。
「笑顔」や「立ち居振る舞い」
を何よりも大切にしていってもらいたいですね。お客さまが美容室を後にするとき「またお願い
します」と笑顔で帰っていただける、そんな美容師さんを育てていきたいです。

人間力 ・ 接客力 ・ サロン現場力の習得

4月
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5月

6月

7月

8月

9 月 10 月 11月 12 月 1 月

Q. どうして 1 年でデビューできるのですか？

A.

2月

3月

4月

1 年間は研修センターで仕事として
トレーニングを中心に勉強するからです。

Q. 親からの仕送りがないと東京での生活は難しいですか？ A.

家賃補助制度があるので、
仕送りなしでもきちんと生活できます。
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だから美容師って最高♥
トライアングルではスタッフの将来の目標、夢を応援しています。
それぞれの働き方に合わせて活躍できる環境があります！

トータルビューティーで
外見も内面もより美しく
長瀬 真美

国際文化理容美容専門学校 国分寺校 2011 年卒
oeuf ケアリスト

oeuf では、お客さまへのアドバイス、スタイリストのヘルプなどプロのケア
リストとして業務をしております。主にヘッドスパ、シャンプー、トリートメ
ントなどに入るので、お客さまがリラックスしている様子や気持ちよかった
とのお声を頂くと、とてもやりがいを感じます。お客さまとの距離が近づい
ていくことがとても嬉しいです。『綺麗になる＋リラックスできる空間』をご
提供できるように努めていきたいです。

MISATO

日本美容専門学校 2007 年卒
バンコク店

森本 佳裕

神戸ベルェベル美容専門学校 2017 年卒 / Ciao 日吉店

「髪をスッキリしたら気持ちまでスッキリしちゃった。ありがとう」と言っ
てお客さまに喜んでいただけると嬉しいです。
影井 一喜

関西美容専門学校 2017 年卒 / it's センター南店

お客さまがよりステキに毎日を過ごしていただけるよ

ママだって
美容師したい！
高橋 綾乃

海外進出！
トライアングルの
成長に貢献します。

スタイリスト歴 10 年以上のスタイリストさんの中で頑張っています。担
当させていただいたお客さまから「いつもよりいい感じです」というお
言葉をいただくと自信になります。お客さまに日々、感謝しております。

う、
「＋α」のスタイル提案をすることを心がけていま
す。今後は海外へ進出します。異文化の中で、日本
の良い所と海外の良い所をつなぎあわせて発信して
いきたいですね。自分の成長はもちろんですが、
トラ

「貴方のおかげで人生が変わりました。
」美容師という仕事は人の人生
に入りこむ仕事なのだと実感したひとことでした。

イアングルの成長に関わるような存在になりたいで

国際文化理容美容専門学校 渋谷校 2009 年卒
itʼs! センター南店

江口 直哉

す。全てはお客さまの笑顔のために。

東京マックス美容専門学校 2003 年卒 / it's 相模大野店

美容師と、育児の両立ができるんです。トライアングルは、
ママにもやさしい。子供のお迎えに合わせてシフトを配慮
してくれるし、日曜日もお休み。子供が風邪をひいてしまっ
た日には、早退もさせてくれます。突然のことも、みんなが
協力してくれるんです。だから、安心して働けます。ママで
も美容師。ずっと続けていきたいです。

BtoB事業部を
確立し、より良い
会社を目指します！
松本 鉄平

日本美容専門学校 2002 年卒
BtoB 事業部 商品開発担当

トライアングルにはスタイリストとして入社しました。今は美
容 師の仕 事をしつつ薬 剤の開 発や社内の仕 組み化など
様々な業務に携わっています。目指すのは「BtoB 事業部を
トライアングルのもう一つの事業の柱にすること」国内外問
わず開発した商品を美容業界に広めていきたいと思ってい
ます。私の仕事のモットーは「たくさん遊んで、たくさん仕
事する」です。休日には趣味のサーフィンに朝から出かけて
います！
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Q. 課外活動の内容を教えて下さい 。

A.

撮影会年 2 回・トレンド勉強会年 2 回
コンテスト等があります。

小林 亜季

山野美容専門学校 2008 年卒 /itʼs! 亀有店 店長

カットだけで、お客さまを笑顔にする。そんな先輩たちの姿に驚きました。
HP にも、活躍する先輩たちの紹介がたくさん。それを見て母もウキウキ。
さらに店長、マネジメント、教育担当……。将来の道も、たくさん用意され
ていました。私もここでいろんなことにチャレンジしたい。そんな想いが強
くわき上がってきたんです。

安心して、娘を任せられる会社です。入社前、前島社長の家庭訪問があ
りました。母親の私にも、教育の内容や美容師としての未来を教えてくれ
ました。ここでなら、娘は成長していける。そう確信しました。しかも、充
実した福利厚生。娘がここでどんな美容師になるのか。未来のことを考え
て２人でワクワクしています。（母：小林 百合子様）

Q. 家賃補助はありますか？ A.

家賃補助として最大 3 万円 ( 入社後 3 年間 ) 支給致します。

06 /
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スタイリストデビューした後が、本当のスタート地点。
自分の夢や挑戦したいことを、しっかり考えよう。

美容師の数だけ「夢」がある。
トライアングルは、美容師のその先の将来だってちゃんと見つけられます！

いつか
社長を目指したい！
アジアで
日本の美容を広めたい！

ヘアショーの
メインをやりたい！

コンテストで賞をとって
有名になりたい！

経営を学んで
地元にサロンを開
きたい！

トライアングルを
大きくしたい！
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Q. 美容師の仕事以外にもできることが知りたいです。 A.

店舗マネジメント
ステージ

□社内講師
□採用担当
□IT担当

□経理担当
□海外担当

□2〜5店舗のマネジメント
□数値管理
□出店計画・管理

店長

副店長

□マネジメント講習
□MG研修
□社外研修
□海外研修

□マネジメント講習
□技術講習
□接客講習
□MG研修
□社外研修

スペシャリスト・ステージ

環境（
グルと
のための『
トライアン
ていく。そ
し
発
出
て
す。
将来に向け
を目指しま
そんな会社
は
ル
グ
ン
トライア

□幹部講習
□MG講習
□計数管理
□社外講習
□海外研修

カットやカラーの専門の店舗で
技を極め︑経営感覚を身につける︒

ます！ ーム）』から美容師一人ひとりが整える。
を目指し
しっかり
ラットホ
レール）』を
いう『駅（プ

結婚しても
美容師を続けたい！

フランチャイズ
オーナー

専門職ステージ

トータルサロン・ステージ

グルは
ン
ア
イ
ラ
だから、ト

□5店舗以上のマネジメント
□数値管理
□出店計画・管理
□各部門責任者

トータル︵カット・カラー・パーマ︶
での
お客さまへのサービスを極める︒

ダントツの売上成績を
打ち出したい！

上級幹部

スタイリスト
幹部・講師・コンサルタントなど
色々な道があります。

Q. 今後の店舗展開のイメージを教えて下さい 。 A.

今後はフルサロン、カラーサロンの
店舗数を増やしていきます。
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興味があれば入社 1 年目から挑戦できちゃいます！
撮影会は年間通して行なわれ、かわいいや似合わせも学べます！

TR I A GLE
STAFF SODE
EPI
N

目標は
「1 番」
になること！
森本 佳裕

神戸ベルェベル美容専門学校 2017年卒
Ciao 日吉店

同期の中で 1 番にデビューするという目標を達成！デビューして 1 年間で
5,000 名のお客様を担当することができました。自分が成長していると実
感しています。技術をもっともっと磨いて、もっともっと頑張ってマネジメン
トの勉強もしていきます。

「スタイリストになりたい」
という夢を実現することが
できました！
竹浪 晴菜

札幌ビューティーアート専門学校 2016 年卒
Ciao 日吉店

手荒れがあるので美容師を諦めそうになったのですが、カットサロンで働けることがわ
かり夢を叶えることができました。指名のお客さまも 100 名をこえることができ、200 名
目指して頑張っています。ハサミだけでお客様を幸せにできるお仕事なので素晴らしい

いつも目標があるので
頑張れる

新しいことに挑戦できる
環境があります

藤井 郁哉

家中 崇任

麻生ビューティーカレッジ 2016 年卒
itʼs! 港南台店

大阪ビューティーアート専門学校 2015 年卒
Re:Touch 二子玉川店

ＳＮＳからカットモデルを 4 か月で 240 名よぶことができました。たく

技術、接客セミナーもたくさん参加させてもらえます。いつでも練習でき

さん失敗もしたけど全て自分の成長になっていると思います。今はカ

る環境があり、先輩が付き合って指導してくれます。お客さまが綺麗に

ラーサロンでＮＯ.1 スタイリストになることが目標です。練習時間は

トータルで提案できるようたくさんの経験をつんで頑張っていきます。

誰にも負けません。お客さまから指名されるようにもっともっと練習
します。

と思います。後輩もできて毎日楽しく仕事しています！
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Q. 有給休暇はありますか ？

A.

入社半年後から法定どおり10日支給されます。

Q. 配属店舗の希望は出せますか？ A.

研修中に各自のタイプを見て活躍できるサロンに配属します。
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後輩がたくさんできて
成長を見られることが
幸せです！
杉本 尚也

山野美容専門学校 2011年卒
CASS 上大岡店 店長

スタッフの明るい雰囲気と居心地の良さを感じ入社を決めました。今では副店長
を任せてもらっています。マネジメントを学びながら「トータルサロンの店長」とし
て成長していけたらと思っています。後輩もたくさんでき、兄弟のような何でも言
い合える関係をモットーに接し、教育しています。お客さまから「杉本さん以外の
人に触ってもらいたくないから辞める時は言ってね。何度でも励ますし、応援する

最高の褒め言葉は
『お店の雰囲気が良くなりましたね』
中村 翔

ハリウッド美容専門学校 2010 年卒
itʼs! 東戸塚店・センター南店 マネージャー

トライアングルに入社して 6 年、今は本店の店長をさせていただいています。新
人に分かりやすく教えるために技術のレベルアップとマネジメントの勉強をしてい
ます。お客さまに喜んでいただけると同時に、スタッフにもやりがいをもってもらう
のが目標です。そんな僕ですが毎年お正月に父の実家に行き近所の人の髪を切
らせていただくのが 1 年のスタートです。自分を育ててくれた方々への恩返しと、
これから育っていく子供たちへの恩送りで 1 年が始まります。

から」って言われたときは気合いが入りましたね！

TR I A GLE
STAFF SODE
EPI
N

成績は最下位あたり。
でも、友だちよりも早く
副店長に昇進した。
2010 年卒
石黒 大樹 ベルエポック美容専門学校
Re:Touch 自由が丘店

専門学生時代は、下から数えた方が早い成績。向いてないかもし
れない、と落ち込むこともありました。だけど、
トライアングルに入社
すると毎日ぐんぐん成長していく自分を感じました。最初からハサミ
を持って、カットが勉強できる。しかも先輩たちがみんなで、丁寧に
教えてくれる。デビューしたのは１年目の秋。そして３年目には、副
店長に昇進できました。
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もっと、上へ。もっと、前へ。
プラスの価値観で、
成長し続けます。
小林 亜季

山野美容専門学校 2008 年卒
itʼs! 亀有店 店長

どんなことも、前向きに考えられるようになったんです。学生時代は、自信も目標もな
かった。だけどトライアングルに入って、激変。デビュー、副店長、店長･･･。目標が、
次々溢れてきます。それは、認めてくれてる先輩たちがいるから。私にも、できることが

女性リーダーを増やして
いきたい。そのために、
みんなの「目標」
になる。
清水 更紗

国際文化理容美容専門学校 国分寺校 2005 年卒
itʼs! 三軒茶屋店 店長

私に店長が務まるのか不安でした。でも、みんな（後輩）の可能性
を拡げたい！女性でも活躍できる会社なんだって伝えたい！その想いが
店長になる決意に導いてくれました。トライアングルのいいところは 1年
に1度 、5日間の長期休暇が取れるんです。私は海外旅行に行ってリフ
レッシュしてきています。今年はどこに行こうかな〜。

店長を経験し、
将来はFCオーナーになる。
池田 進悟

日本美容専門学校 2006 年卒
itʼs! 吉祥寺店・三軒茶屋店 エリアマネージャー

３年目で店長に昇進しました。目標にこんなに早く近づけることに驚きました。不
安と期待･･･。まずはマネジメントをもっと、勉強しよう。みんなが成長できて、目
標を実現できるお店をつくりたい。数字のことも今まで以上に意識するようになり
ました。店長になったことで、視点がガラリと変わりました。自分のためでなく、み
んなのために、と。５年後、
トライアングルで FC オーナーになる。将来のために、
これからもチャレンジし続けます。

たくさんある。気づかせてくれたみんなに感謝しています。

Q. 最短どのくらいで役職に就けますか？

A.

最短の店長昇格実績は 3 年目の秋です。

Q. 初任給はいくらですか？
A.
手取り額は？

187,650 円 + 皆勤手当 ( 遅刻・欠席なし )5,000 円です。税金や
社会保険を引かれた手取り額は 180,000 円 ( 家賃補助含む ) からです。
※2018 年新卒生実績
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『美容』
と『健康』
そこから生まれる

多彩な進路（=事業）

私たちは、
みなさんが希望する
どんな未来にも応えていきます。

13

18

り着く前に、他の業界に転職しています。
なんともったいないことでしょうか！
特に近年、美容学校の学費を奨学金でまか

トライアングルではカット技術の練習から

なってきた人たちは、就職すると返済が始ま

始めます。新入社員のみなさんには、まずヘ

ります。ところが、アシスタントの給料のま

アカットから学んでもらいます。それが私た

まで何年もいては、その返済すらも厳しい状

ちの新人教育です。

況にならざるを得ません。
●

●
私は美容師ではありません。機械部品の専

「せっかく取得した美容師免許を活かせる

門商社に 17 年間勤めた後に、美容業界に転

方法はなんだろうか…」、「美容師として、社

身しました。美容業界に来て最初に驚いたこ

会人としてこの業界に希望を持って働き続け

とは、美容師免許を持っているにもかかわら

られる会社とは、どんなものなのか…」と私

ず、ヘアカットできないという人が沢山いる

は考え続けました。

という現実でした。カットができずに業界を

その答えは発想の転換にありました。辞め

去る人がなんと多いのだろう、と新卒生の離

させないのではなく、「辞める必要がない」

職率を見て改めて考えさせられました。

仕組みづくりを行い、「辞めたくない」会社

美容師になりたいと思った人はみな、ヘア

づくりをする…。カットから学ぶ教育カリ

カットができるスタイリストをめざしていま

キュラムは、そのような信念のもとに生まれ

す。しかし「手荒れがひどくて続けられなく

ました。

なる…」、「長期間にわたる拘束時間の長さに

/

の理由により、ヘアカットの技術習得にたど

比べて、なかなか給料が上がらない…」など

●
当社の新入社員は、入社すると本社業務や
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現場（サロン）でのアシスタントワークを行

こうして当社の新入社員は、プロの美容

い 5 ヵ月後からアカデミーに入りカットを学

師として育っていきます。スタイリストと

びます。週 30 時間、営業中にカットを学び

して稼ぎながら、他の技術も身につけてい

ます。最短で 7 ヵ月、合計 900 時間。徹底

くのです。
●

的にカットを学び、最終試験に合格すると入
社翌年の 4 月にはスタイリストデビュー。そ

美容業界は今、大きな転換期を迎えていま

の翌月から、新入社員の給与は初級スタイリ

す。時代が急速に変化しているときに、美容

スト給にアップ。自活はもちろん、奨学金の

室だけ変わらないわけにはいきません。従来

返済にも自力対応できるのです。

の新人育成方法から脱皮し、最新の技術と心

●
“カットから始めるトータル技術の習得”・・・
誰もチャレンジしたことのない教育方針で

地よい接客の強みを鮮明に打ち出すオンリー
ワンの美容室へ。それが、私たちトライアン
グルがめざす美容室の姿です。

す。そのメリットは、計り知れない影響を生

オンリーワンへ向かう私たちの強みは、

み出します。たとえばデビュー後のカラーサ

たとえば知識。
「髪のプロ」、
「 髪のドクター」

ロン勤務での本格的なカラースキル習得に

としての毛髪や薬剤の知識。お客さまの髪

も、カットの経験が活きてきます。パネルの

が傷んでいたら、そのケアと修復を提案で

取り方。塗布の場所の選定。もちろんパーマ

きる美容師。だからこそ技術だけでなく、

も同様です。カットができるからこそ、スタ

髪に関する広くて深い知識を学ぶ環境も整

イルのイメージできるウェーブ。クリエイ

えています。

ティブなパーマ。

さらに、人。どんなに知識があっても、お

客さまの信頼がなくては、その提案も受け入
れてはもらえません。
結局、私たちの強みは「人間力」。美容師
を育成することは当たり前、さらにその先で
世の中に貢献できる「社会人」を育てること
をモットーにしています。
トライアングルの教育の根底には「とこと
ん面倒をみる」、「技術や考え方を後輩に伝え
る（恩送り）」という美容業界の良き伝統も
受け継いでいます。そのような環境の中で美
容の技術と知識を身につけて、その上でどこ
へ向かうのか。どんなキャリアを積み上げて、
どんな社会人になっていくのか。この業界で
キラキラと輝く一番星を育成していくことが
私たちの喜びです。
●
みなさんの未来は希望に満ち溢れていま
す。マネジメントの道、トータルビューティー
への道。教育者への道。海外勤務をする道。
地元に帰って美容室を経営する道。美容室に
今までになかった薬剤を提案する道。みなさ
んが希望するどんな未来のステージもどんど
ん創っていく。私たちは美容師のみなさんの
多様な進路を応援するプラットホームカンパ
ニーです。さらに今後は「美容と健康」とい
う切り口で、さらに多くの進路（事業）を開
拓し、育てていきます。
美容師。その言葉の持つ広くて深い可能
性を、最大限に発掘し、髪も、肌も、身体も、
心も。それらすべてを学び、提供できる機
会をつくる。こうして幅広い知識と技術を
持 つ「人 間」を 育 て、お 客 さ ま の 本 当 の 笑
顔を、そして喜びを感じられる『場』を創る。
それが私たちトライアングルのミッション
であり、流儀です。
私たちは、あなたの未来をつくっていく覚
悟があります。美容師としての輝かしい未来
をつくっていきましょう。私たちと一緒に。
株式会社トライアングル
代表取締役
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店舗所在地
亀有店

吉祥寺店

JR常磐線

JR中央線

相模大野店

上野
町田店

登戸店

STEP

STEP

STEP

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

【会社説明会・体験会】

【面接】

【採用のご連絡】

説明会はサロン見学会と会社概要、教育カリキュラム、

役員面接となります。

面接後、5 日以内に合否の結果を本人と

採用までの流れをご説明します。

遠方より受験に来られる場合はサロン見学、

学校に連絡いたします。

体験会は説明会にプラスし実際のカット研修を受けて

面接を同日にすることも可能です。

入社後のイメージをつかんでもらいます。

新宿

小田急線

溝の口店

入社までの流れ

二子玉川店

東京メトロ東西線

東京

三軒茶屋店

会社概要

渋谷
東急田園都市線

日吉店

自由が丘本店

品川

JR山手線

東急東横線

□Oeuf［ウフ］自由が丘店

センター南店

目黒区自由が丘2-13-3 サウスポイントアイ2F

□Re:Touch［リタッチ］自由が丘店

目黒区自由が丘1-11-6 YG自由が丘ビル4F

横浜市営地下鉄ブルーライン

□Re:Touch［リタッチ］港南台店

瀬谷店

横浜市港南区港南台4-17-22 キタミビル2F

相鉄線

東戸塚店

港南台店

上大岡店

京浜急行本線

名

株式会社トライアングル

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 6-8-21 アルス C

T

L

03-6805-9839
03-6805-9831

E

F

A

X

代

表

者

代表取締役

美容業 (美容室運営全般 ) / 物販事業 (美容商材の企画・開発 ) / 理美容戦略 MGアカデミー事業

設

1999 年

立

従 業 員 数

200 名

□itʼs!自由が丘本店

平 均 年 齢

28 歳

U

R

L

http://tri7.jp

店

舗

数

□itʼs!吉祥寺店

武蔵野市吉祥寺本町1-8-7 丸善ビル3F

前島 勝弥

事 業 内 容
資

目黒区自由が丘1-11-6 YG自由が丘ビル3F

triangle corporation

本社所在地

□CASS［キャス］上大岡店

横浜市港南区上大岡西1-14-3 トリアノンビル2F

横浜

JR東海道線

社

□Re:Touch［リタッチ］二子玉川店
世田谷区玉川3-10-8 アークビル植3F

大船店

会

本

金

5,000 万円

21 店舗（東京 9 店舗 / 神奈川 11 店舗 / タイ 1 店舗）

□itʼs!二子玉川店

世田谷区玉川3-10-8 アークビル植3F

□itʼs!三軒茶屋店

世田谷区太子堂2-16-8 AKビル4F

JR根岸線

最新情報は SNS で!

□itʼs!町田店

町田市原町田6-8-1 レミィー町田4F

□itʼs!亀有店

葛飾区亀有3-16-10 たちばなやビル1F

□itʼs!センター南店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央5 港北東急７F

□itʼs!東戸塚店

横浜市戸塚区品濃町538-9 恩田ビル3F

カット専門サロン「itʼs」、
「Ciao!」が提
供するのは『普段着』
『普段履き』と
言われるように日常生活に密着した
『いつも気に入った髪型』を提供する
ことです。
「itʼs」や「Ciao!」に来ることでお客さ
まにいつもよりちょっといい感じの
日常を提供します。

「Re:Touch」は毎月ヘアカラーのメン
テナンスをしたいというオシャレな
お客さまのために気軽にご来店いた
だけるカラー専門サロンです。
外からの光がたくさん入る明るい店
内 で お 客 さ ま に 似 合 う「 ベ ス ト カ
ラー」を提案していきます。

「Oeuf」は30 代〜の『美と健康』に高い
関心をもつ方をターゲットにした
トータルビューティーサロンです。
「Oeuf」とはフランス語で「たまご」
と
いう意味。卵である女性をヘア、メ
イク、そして健康という面からエレ
ガントに美しくプロデュースするサ
ロンです。
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「理美容版戦略MGアカデミー」はト
ライアングルが運営するゲームを通
じてサロン経営を疑似体験するアカ
デミーです。カットスキル以外にも
計数管理やマネジメントを学ぶ環境
があります。
※戦略MGアカデミーは
株式会社戦略MG研究所の登録商標です。

横浜市港南区港南台4-17-22 キタミビル2F

□itʼs!瀬谷店

LINE
ID:

pku0349a

Twitter
ID:

triangle_tact

Instagram
ID: triangle_hang_out

横浜市瀬谷区中央1-4 スマイルストリート1F

□itʼs!溝ノ口店

川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ1-8F

□itʼs!登戸店

川崎市多摩区登戸2590-3 ヨシザワ第15ビル1F

理美容版戦略
MGアカデミー

いつでも気軽に通えて、ずっと綺麗
をサポートできるサロンCASS。なぜ
ならCASSにしかできない技術の提供
があります。髪と地肌にダメージレ
スな薬剤を使用し髪のダメージを抑
えます。いつでもまとまりやすい、
艶や感溢れるヘアスタイルを提供し
ます。

□itʼs!港南台店

□itʼs!相模大野店
トライグッズは美容商材と水素関連
商品の企画、開発をしています。携
帯型水素吸引キット「エイチブリー
ズ」、ロッドを使わない新感覚パー
マ「フレックスカール」など新しい
視点で「美と健康」をテーマにした
商品を提供してます。

相模原市南区相模大野3-3-2-107号 ボーノ相模大野サウスモール1F

□itʼs!大船店

鎌倉市大船1-9-12 ツインズビル2F

□Ciao!日吉店

横浜市港北区日吉2-1-1 東急日吉店 南館３F

□アイコンサイアム In Thailand

299 Soi Charoen Nakhon 5 Charoen Nakhon Road
Khlong Ton Sai, Khlong San Bangkok 10600
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