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会社概要 

会社名  (有)カントライブ 

代表者  代表取締役 松竹尉匡（まつたけ やすまさ） 

資本金  3,000,000円 

店舗名  ANT’S Hair and Resort / ANT’S Southern-Resort/ cozy resort by ANT’S 

住所   神奈川県藤沢市辻堂 2－12－21 

年商   150,000,000 円 

福利厚生 研修旅行 進入社員住居賃貸契約支援 

保険   社会保険完備 厚生年金 労災 雇用保険 

社員数  24 名（男 7 女 17） 

URL      http://www.ants10.com 

         TEL      0466-35-8885 

ご挨拶 

私は１８歳からこの業界に入り、シャンプーから

カットに至るまでひたすらトレーニングに励み、

多くの先輩の指導の下、コンテストにも果敢に挑

戦し、多くのタイトルもいただくことができまし

た。すべての技術やサービスはすべてお客様のた

め、そしてその喜びが自分たちの喜びでありキャ

ストの幸せにつなげたいとの思いで、2008 年に

長年の思いの集大成であるサロンを出店。サロン

の内装やコンセプト、メニュー展開、そして業態

（ヘアーだけでなくスパ、ネイル、アイラッシュ、

着付け、ブライダル、訪問美容）にもこだわりを

もち、お越しいただくお客様、そしてそれをもて

なすキャストが「働きやすく」また、「心から癒

される」空間作りのために、全キャストとしっか

り話し合い「自分たちの手で」作り上げてきまし

た。ANT’S は私たちにとって、働くみんなの愛が

詰まった誇りに思えるサロンに成長しました。そ

して 2011 年 4 月、湘南の海沿いに「日本で最も

海に近いサロン」を第 2 の舞台として出店。2016

年に茅ヶ崎駅前に cozy-resort by ANT’S をオー

プン。湘南の優雅な地で私たちとともに夢を追い

かける仲間を探しています。当社を通じて、お客

様、社員、そして社員の家族、かかわるすべての

方に幸せになってもらいたい。そう願っています。 

http://www.ants10.com/
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沿革 

2000 松竹尉匡 理美容総合芸術国際選手権大会（JUHA） 総合チャンピオン 

2002 〃    パリ国際大会入賞 アメリカ国際大会準優勝 

2004 (有)カントライブ設立 代表取締役就任 

2008 ANT’S Hair and Resort オープン （2010グループ独立） 

2011 AN’T’S Southern-Resort 店オープン 

2013 着付け講習会開講 

2013 本店スタイリスト 川内辰志 全国コンテスト総合チャンピオン獲得 

2013 ブライダルエステ部門 サザン店リニューアルオープン 

2014 介護施設訪問美容サービス開始 

2016 新店舗 cozy resort by ANT’S OPEN 

 

 

経営理念 

 

人を心身ともに美しく、そして幸せにすることにより、 

私たち自身も磨かれ、幸せになることである 

 

自分の人生の舞台において、主役は自分自身です。そこであなたがあなたらしく演じるために何が必要ですか？私たちのサ

ロンという舞台でそれが実現するための台本を一緒に作りあげる。そして演じる。観客は喜び、何よりもあなた自身が、実

感と興奮を肌に感じ、そんな体験を積み重ねることでより一層、人として、またヘアスタイリストとして、エステティシャ

ンとして、ネイリストとして、福祉美容師として、ブライダルヘアドレッサーとして、磨きがかかる。そんな幸せを一緒に

共有したい。美容をずっと続けたい。そんな仲間が集う場所です。 

 

モットー 

 

社員に感動を お客様に感激を 関わるすべての人に感謝を 

 

 

「キャストがお客様を心からおもてなしをする」同じように｢私たちキャスト同士が心からおもてなしをする｣  

方法は違っても、施す相手にとって役に立つ存在であり続けたい。必要とされる存在でありたい。私たちが目指すのは家族

主義。社長である私は社員にとってそんな存在でありたい。それと同じように社員も共に働く社員同士、そしてお越しいた

だくお客様に対してすべての社員(キャスト)が感動と感激を共有できる会社に育てたい。そこに至るのにまず最も大切なこ

とは｢感謝｣の気持ちを忘れないということ。両親、先生、友人、同僚、先輩…関わる人すべてに感謝する気持ちを大切にし

よう。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

キャスト紹介 

 

 

松竹尉匡（まつたけやすまさ） 代表取締役社長  

カットコンテスト(全国大会)チャンピオン。パリ国際大会日本代表。講習活動、コンテスト

審査員など幅広く活動。持ち前のアイディア、ユーモアと美容に対する熱い思いでキャスト

を引っ張る。２００８年、トータルビューティーサロン、アンツヘアーアンドリゾートをオ

ープン。2011年、湘南海沿いのサザンビーチヒルズに日本で最も海に近いオーシャンビュー

サロン、そして 2016 年茅ヶ崎駅前店オープン！ 

 

倉内裕太（くらうち ゆうた）取締役営業部長 

繊細な技術の持ち主。物腰柔らかくゲストの心をつかみ、どんなリクエストにこた 

えるその姿勢は、多くのゲストのみならずキャストからの信頼も厚い。後輩の面倒見も 

よく細かく丁寧に指導してくれる。営業面の根幹となる営業本部長。 

 

 



 

川内辰志（かわち たつし） 取締役教育部長 

いつも明るく、周りに元気をプレゼントしてくれ、お客様や共に働くキャストへの感謝の気持ち

を大切にしています。 

またコンテストにも積極的にチャレンジし 2013年全日本カットコンテスト総合チャンピオン獲

得。本店マネージャー兼教育部部長として活躍中。 

 

朝倉由奈（あさくら ゆな） スタイリスト／着付け／訪問介護美容部長／メイク 

愛情あふれる接客と技術で多くのファンを持つ。美容師と介護福祉士の両方の国家資格を持ち、

サロンワークかたわら訪問美容の責任者として両方を兼任。2011 年カットコンテスト総合チャン

ピオンを獲得。キャストナンバーワンの接客力と気配り力！ナンバーワン。 

 

 

 

和田いずみ（わだ いずみ） スタイリスト 

明るく頑張るスタイリスト♪何事にも一生懸命に前向きに頑張る後ろ姿はみんなの模範となって

いる。サロンではひたむきに頑張る謙虚なスタイリスト。でも・・・意外な一面も。飲み会では

主役になる（笑）とってもおしゃれなママスタイリスト。結婚後もサロンで活躍する女性のお手

本的存在。 

 

高野愛子（たかの あいこ） ネイリスト／アイリスト／スタイリスト／着付け 

明るく元気でパワフル！技術の探究心は頭が下がるほど。ママ美容師として小さい子供がいても

大好きな美容と向き合い、たくさん吸収しようとする姿勢は女性のお手本。ヘアー、ネイル、着

付け、アイラッシュなど幅広い技術力をもつマルチスタイリスト。 

 

 

 

 

村上圭一郎（むらかみ けいいちろう） 本店キャプテン／トップスタイリスト 

北海道出身。控えめひたむき努力家。技術への探究心は誰よりも強く、外部講習などにも 

通い、常にスキルアップを図っている。本店店長務め多くのゲストを持つ。 

普段はクールだが実はいじられ好き笑 

 

 

 

 

山岡美沙都（やまおか みさと）  本店エステティシャン 

静岡県出身。本店エステティシャン。資格を活かしてヘアーのアシスタントだけでは 

なく、エステ、着付けなど、トータルビューティーのスペシャリストを目指して活躍中！ 

ママエステティシャンとして復帰後活躍中！ 

 

 



 

 

新倉優一（にいくらゆういち）サザン店キャプテン／トップスタイリスト／求人部部長 

神奈川県出身。アンツの盛り上げ特攻隊長！サザン店のキャプテンとして奮闘中！持ち前の明る

さと、見た目とは大違いの！？丁寧で優しい接客には定評あり！求人部の部長を務める。 

 

 

 

 

岩本真純（いわもと ますみ）  コージー店チーフ／スタイリスト／ネイリスト 

神奈川出身のアンツの頑張り屋代表！いろんなことに真面目に取り組んでいてヘアー、ネイルと

沢山の技術を習得するため日夜努力に励む女の子。歴代最速のスタイリストデビューを果たし、

ぐんぐんと業績を伸ばしている現在伸び盛りの女性スタイリスト。 

 

 

 

佐々木里佳（ささき りか）  サザン店チーフ／スタイリスト/アイリスト／メイク 

北海道出身。いつも素晴らしい笑顔でゲストからもキャストからも愛されるスタイリスト。人懐

こい接客には定評があり、たくさんのお客様から支持を得ています！カラオケで歌えば誰もが感  

動する美声の持ち主でもあります。 

 

 

 

駒形尚哉（こまがた なおや）  サザン店サブチーフ／スタイリスト 

北海道出身。謙虚で何事にも一生懸命。コツコツと努力を惜しまない努力家。向上心が高くコン

テストが大好き。一見いじられ役だが笑、熱い想いを持った研究熱心な美容師。 

 

 

 

 

河野 遥（こうの はるか） 本店サブチーフ/スタイリスト/アイリスト／着付け 

神奈川県出身。笑顔が素敵なスタイリスト。サロンワークもトレーニングも常に一生懸命。 

笑顔が素敵な心根の優しい美容師。癒しやおもてなしを大切にしています。 

 

 

 

 

遠藤 夏実（えんどう なつみ） スタイリスト/アイリスト/訪問介護美容  

北海道出身。どんな事にも本気で取り組む心優しい性格。笑顔を絶やさず、どんな事にもノッて

くれて突っ込んでくれる優しさ！！笑 お客様からも「なっちゃん」の愛称で親しまれています。 

 

 



 

 

廣瀬 亨也（ひろせ きょうや） スタイリスト/釣り人 

栃木県出身。イケメンアンツ代表？！釣りが大好きで夜な夜な海に繰り出している・・・。技術

の丁寧さ柔らかさはアンツナンバーワン！几帳面で確実な仕事をする信頼の高い美容師。 

 

 

 

山本 真由（やまもと まゆ） アシスタント／アイリスト 

北海道出身。一見、おっとりとした雰囲気ですが、うちに秘めているパッションは計り知れな

い！？どんな事にも動じない仕事への姿勢は頼もしいに尽きます。 

 

 

 

 

佐々木 桃佳（ささき ももか） アシスタント／アイリスト 

佐賀県出身。シャンプー指名が続々と増えていて癒しの技術に定評があります！！どんな事にも

弱音を吐かない佐賀が生んだ真面目屋さん！   

 

 

 

 

 

赤木 陽太（あかき ようた） アシスタント／ケアリスト 

山形県出身。技術もトレーニングもコツコツと真面目に取り組み、トレーニング時間アンツ NO.1

の頑張り屋さん！身長もアンツ NO.１を誇る！笑 

 

 

 

須藤樹梨奈（すどう じゅりな）アシスタント／ケアリスト 

東京都出身。技術の丁寧さと着実な施術に定評あり！指名のゲストを着実に増やしています。 

POPイラストも得意で、お店を華やかに飾ってくれるアーティストの才能も！？ 

ネイリスト目指して絶賛トレーニング中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

山口莉奈（やまぐち りな）アシスタント/訪問理美容 

 

静岡県出身。サロンワークと訪問美容のどちらも活躍しています！お店の雰囲気をも変えてし

まう笑顔の持ち主！ホームヘルパー二級の資格も持ち、パワフル全開のスーパーアシスタン

ト！ 

 

 

 

 

 

園部沙羅（そのべ さら）アシスタント/アイリスト 

東京都出身。見た目の華奢さと柔らかさからは想像できないですが、実はアンツ 1の大食い！

(笑) 技術に向かう姿勢もピカイチで、キャストもゲストも笑顔にしてしまうような、コージー

店のムードメーカ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

サロン周辺の紹介とサロンコンセプト 

 

神奈川県の南、湘南海岸の中心に位置する辻堂。サロン

から自転車で１０分も走ればテレビ等でおなじみ海岸が

広がる。休日のみならずウェットスーツにサーフボード

の恰好で海に向かう人も多い。レストランや、雑貨店な

どこだわりを持った小さな商店が多く、人生をおしゃれ

に生きている人が多い地域です。辻堂駅はどちらかとい

えば小さな駅ですが、北側に大きなショッピングセンタ

ー（テラスモール湘南）がオープン。人の集まる場所と

閑静な環境とがうまく共存する地域へと進化しました。

サロンの位置する線路を隔てた海側は、湘南地区独特の

閑静な町並みを守るべく決まりごとがあり、近代化が進

むも優雅な町並みと、自然が守られています。 

 

電車に乗れば 20 分で横浜に、1 時間弱で東京の大都心に、そして西へ向かえば箱根や熱海などの観光地へもアクセスもい

い場所です。休日は社員も海や買い物に出かけていますが、サーフィンなどのマリンスポーツ、買い物は横浜や都内に出

かけています。社宅から駅までは自転車で 10 分以内。茅ケ崎のサザンビーチには日本で最も海に近い商業施設がお目見え

しました。そのサザンビーチヒルズからの眺めは、湘南に住んでいる人もため息をつく絶景です。2011 年春に長年の夢で

あった、サザンビーチ海沿いに思いをたっぷり込めた美容室を作ることができました。 

 

この土地にサロンをオープンさせた理由は、時流や景気に振り回されないこだわり志向のお店を持ちたかったから。心か

らくつろぎ、ちょっとおしゃれを楽しむ、体にいいこと、いいものを無理なく探しながら自分らしく生きたい…そんな湘

南特有の生き方に感銘を受けました。華やかな都会も嫌いじゃない。でも、最先端でトレンドをリードし続けるものあえ

てこの地域から発信するのもおしゃれじゃないですか？ 

人は都会で疲れても、必ず心休まる自宅に帰ってきます。大きく深呼吸をしてほっとできる場所が誰にも必要です。私は｢ホ

ッとできる家庭のようなサロン｣を作りたかったのです。 

 

誰もがまねできない、圧倒的に他とは違うサロン。で

も第 2 の家庭のような居心地の良さ。さりげない心配

り。「とっても素敵！」思わずいっていただけるよう

なお店。そしてなんといっても高い技術力。そんなサ

ロンを仲間とともに追求していきたいと思っていま

す。目先だけではなく、美容という仕事を一生涯でき

る環境を整え、女性も男性もこの仕事をしてて本当に

良かったと思える、そんな会社を目指しています。夢

を大きく、そしてやりがいを感じるそんな仕事ができ

たらいいなといつも考えています。 

 



 

 

アンツの「ほかのお店にない」サービス 

アンツギフト 

私たちはお客様からのリクエストもあり、アンツギフト

というサービスを作りました。 

アンツ自慢の癒しのヘッドスパ、エステ、ネイルなどを

大切な人にプレゼントするという企画です。大切な人に

特別なプレゼントとして、誕生日、記念日、父母の日な

どにメニューをプレゼント。あらかじめプレゼントする

方と綿密な打ち合わせでサプライズを準備。当日は思わ

ぬサービスで涙するほど。携わるキャストも感動して思

わず涙がこぼれる事も。お客様に感動を与える。それに

より私たち自身も感動を感じ、仕事を超え、人として成

長する事を大切に考えています。 

 

 

Best memorial 

第 1 位 

美容室で結婚式？！ 

砂浜にプロポーズ？！ 

 

 

 

 

第 2 位 

同僚の結婚退社のお祝いに… 

サプライズプレゼントムービー 

 

 

 

 

第 3 位 

お世話になったお母さんに… 

心を込めて 

 

 

 

 

施術後には・・プレゼントされた方とキャストからの温かいメッセージカード。すべて手作りです。思い

出の写真や、ムービー、音楽を流し思わず涙してしまう事も・・僕らももらい泣きしてしまうほど。 



 

 

EDUCATION PROGRAAM 

 

入社 

アンツ学！経営理念、モットー、クレドの理解「私たちが目指すスタイル」 

「夢」をかなえる方法を学ぶ  技術・サービスの原点「お客様の心をつかむ」 感動ワークスの実践 

 

１年目 （ベーシックが飛躍につながる） 

★ヘアー部門 

ベーシックカット 

ブロー 

オリジナルスパシャンプー 

ヘッドスパ 5 コース 

カラー、ホイルワーク、ストレートアイロンテク、メイク 

★エステ部門･･･ブライダルエステ全般 エステシェービング リラクゼーション 

 ★ネイル部門･･･ネイルテクニックベーシック（2～1 級取得 ジェル検中上級） 

２年目 （デビュー目指して） 

 ★ヘアー部門 

ワインディング 

カットベーシック 

カットアドヴァンス（サロンヘア） ブローアドヴァンス 

アップスタイリング、メイク 

まつげエクステ 着付け  

★エステ部門  ブライダルエステ全般 花婿エステ 痩身 小顔 美顔 メイク基礎 着付け 

★ネイル部門  ネイル 1 級取得 ジェル上級取得 ハンドエステ メイク基礎 着付け 

３～４年目（レベルアップ） 

専門部門でのレッスンにシフト 

カットデビュー。デザインプライマリーコース 

メイク、ネイル、ブライダルコース 

サブトレーナー 

５～６年目（レベルアップ） 

将来のビジョンに基づきコースの選択 

マネージャーコース 

幹部コース  

スペシャリストコース 

認定講師 

７～１０年（将来設計） 

  幹部就任 独立支援 女子応援制度（ST 社員制度）結婚両立コース 

 

 

 



 

これから美容師理容師を目指す方へ 

 

なかなか知ることができない業界の現状。学校の先生もご存じでないサロンが抱える問題とスタッフが悩み

ぶつかる問題・・・。今まさにこの仕事の第 1 歩を踏み出そうとしている皆さんにとって不安要素のひとつで

すね。就職先を選ぶにあたり、「これだけは聞いといたほうがいいよ！」「ここはチェックしなさい」など・・

いろいろアドバイスいただいたと思います。皆さんはどうですか？サロン選びの条件として見るところは、週

休何日か、給料がどれくらいか、寮完備か、社会保険は? 教育の仕組みは？ サロンの雰囲気・・そういっ

たところでしょうか。 

 

サロン選びで最も大切なことは、入社したての「今」よりもこの先に未来を感じるかどうかの判断が大切かな

と思います。かつて私の勤めたお店は、とにかくお店のトップや、先輩方がよく面倒を見てくださった。いい

ことはしっかりほめ、悪いところはしっかり叱ってくれた。だからこそ今がある。僕の 20 代のころのいわゆ

る「将来」というものが現在だとすれば、こうして多くのキャストに囲まれて充実した毎日を送れている…私

の選択は間違っていなかったと思う。 

もちろん、多くの休日やお給料、仕事以外のプライベートの時間もほしいなと思うこともありましたが、と

にかく、この仕事が楽しくて楽しくて夢中になっている間は、そんなことどうでもよくなってしまいました（笑） 

 

では間違いのないサロン選びとは？ わかりやすく言うと、1 年後、3 年後、5年後、そして結婚後と自分が

30、40，50 歳になった時に自分の将来が描けるか・・・でもこれって実際に考えたこともないから難しい

ですよね。ではほかの方法で考えてみよう。 

 

まず一つは、会社の将来と自分の将来像とが一致しているかということ。夢が描けるかということ。 

そして 2 つ目は社員の成長にきちんと向き合っているかということ。教育環境や技術だけでない教育（社会人

として、企業人として、美容師として、父として母として、仲間思い）を大切にしているか。 

そして最後に、お店、会社のコンセプトと社長の考えにググッと引き寄せられたか。 

これだけクリアしていれば、間違いはないと思います。 

 

みなさんに本当に必要なものとは何か。社会ってどんなものなのか。仕事とはなんであるか。これをわかりや

すくひも解いてくれる会社がみなさんの将来を大きく変えます。現に私の友人でも伸び伸びと仕事を続けてい

る人もいれば、退職したり、せっかく独立してオープンしたお店を敢え無く閉店してしまった人もいます。ど

こに違いがあったのか。もともとその人が持っている能力？それだけではないです。そのための教育を受けて

いなかったからなのです。 

私は大きな会社の一員として数百人のスタッフを見てきました。その中でたくさんの勉強をさせていただきま

した。いろんな条件の中でいろんなスタッフが入社し、活き活きと頑張る人、途中で辞めてしまう人とがいま

す。辞める人のほとんどが・・・ 

将来に対し不安を感じた。   自分の成長に不安を感じた。 

この理由が圧倒的に多い。次に 

人間関係で…   体調不良が原因で… 

この理由がほとんどといっても過言ではありません。数百人のスタッフの育成に携わり実際に経験した 

ではこれを解決するには何が必要か。これが最も難しく全国のサロンが大きく抱える問題なのです。 

  



 

それぞれの問題に対する当社の取り組み 

 

将来の自分の人生設計について、いったい自分はこれから先どうなっていくのか・・・ 

 当社ではそれぞれのライフプランについて、これから自分が理美容師としてどう向き合っていくのかを成長

とともに調整し、最も自分が幸せと感じる仕事像をともに追求していきます。あなたの人生を大きく支える

仕事を、眼の前だけのことではなく、「自分のなりたい像」に照らし合わせることにより、やりがいのある

大好きな仕事へと成長させます。 

 「スタイリストとして有名になりたい。」 

 「ヘアーだけではなく、エステやスパの専門職として頑張りたい。」 

 「将来は自分のサロンを持ちたい。」 

 「結婚後も安定して家庭も大切に働きたい。」 

 「今はよくわからない・・。でも何か見つけたい。」 

 「お客様を奇麗にして心から喜んでもらいたい。ずっとそんな仕事を続けたい。」 

みんなの思いはそれぞれです。それを形に目に見えるように、そして実感させることが私たちのお仕事です。 

 

今の自分がほかの理美容師に比べて進んでいるのか・・・今のままでいいのか・・・ 

 1 年後、3 年後、5 年後。10 年後・・・節目となるキャリアパスプランスタッフ一人一人に合わせて一歩

一歩進めていきます。今自分がどこに向かって、何を目標に進んでいるのかを実感しながら働けます。１ヶ

月に 1 回個人面談を行い、進捗状況を共有します。また、他店と比較してデビューの速さも魅力の一つ。ゲ

ストのご指名をいただくようになると仕事観がぐっと変わってきます。 

 

どんな同僚、先輩がいるのか心配・・ 

他人とのお付き合いの仕方、協力の大切さ、コミュニケーションの取り方・・・社会人としてこれから生き

ていく上で最も大切なことを学びます。どんな仕事もどんな職場においても人は一人では生きてゆけません。 

「人の欠点を見るのではなく、他のできないところを助けてあげる」ことを強く指導してます。 

 

朝早く夜も遅い…自分の為ということは分かっていてもなかなか体が慣れず正直きつい・・・ 

シフト制の導入。営業後の時間は基本的に自主トレーニングの時間。自分に必要な時にサロンを利用できま

す。また、コタアカデミーなどへの参加により、営業時間中にハイレベルな技術講習会に参加し、短期間で

のスキルアップを図ります。いかなる仕事も体が資本です。自分の体にきちんと相談して少しずつ慣らして

いくことにより、充実感は、自分の成長度合いと体調のバランスが保たれているからこそ実感できるのです。 

 

どんなことが学べるの？ 

アンツでは、美容師と理容師が共に働けるよう 1 店舗で 2 業種の認可を取っております。美容にはない理容

の技術、理容にはない美容の技術を学べます。また、せっかくのライセンスを取得したのだから幅広く学ぶ

ことを奨励しています。（ヘアー、ネイル、スパ、着付け、メイク、まつげエクステ、ブライダル訪問美容、

福祉美容） 

また、将来しっかりとした時間と収入、そして社会保障についても、家庭を持ち幸せな人生が歩めるように、

サロン管理業務、育成指導の方法、経営学、経理、労務など多岐にわたり教育しています。技術者として、

管理者として、働くママとして、あるいはオーナーとして活躍できるよう指導をしています。 



 

ANT’S 版 ～地方出身キャストの本音トーク～ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はこの４名の神奈川県外出身キャストで、地元から出てきた時の赤裸々なトー

クをしてみました！ 

  

 

地元から出て働きたい！でも不安が沢山で中々踏み切れない…なんて方は、 

是非このトークを見て参考にしてみてください！！ 

 

～地方から神奈川に出てきた理由は？～ 

(廣瀬) みんなは何で神奈川選んだの？ 

(佐々木) んー私は、横浜に憧れて神奈川に目を向けました！ あとは、海の近くで育った

のでどうしても海のある所に行きたかったからです！ あかは？ 

(赤木) 僕も佐々木と同じく海が好きで、海を見ながら仕事がしたいと思って、海といった

ら湘南！というイメージがあって神奈川の就職を決めました！ 

(山口) 私は元々友達と湘南に遊びに来ることが多くて、なんとなく住みたいな～と思って

いたら就活で ANT`S を見つけました！ 

(廣瀬) 僕は学校は都内だったけど、田舎出身の僕には都内は合わないかなと… 

名前 

赤木陽太 

出身  

山形県米沢市 

出身校 

窪田理容美容専門学校 

 

役職  

cozy 店ケアリスト 

名前 

廣瀬享也 

出身  

栃木県真岡市 

出身校 

東京文化美容専門学校 

 

役職  

cozy 店スタイリスト 

名前 

佐々木桃佳 

出身  

佐賀県武雄市 

出身校 

福岡県大村美容 

ファッション専門学校 

役職  

サザン店ケアリスト 

名前 

山口莉奈 

出身  

静岡県三島市 

出身校 

山野美容専門学校 

 

役職  

サザン店ケアリスト 



 

なので比較的穏やかな雰囲気の茅ケ崎エリアを選びました！ 

        

 

～神奈川の暮らしはどうですか？～ 

(廣瀬) 神奈川の暮らしは一言で言うと最高です！今まで引っ越しで色んな土地で生活 

してきましたが、観光地が多く山も海もあり、田舎でも都会でもあり今まで 

一番最高です！ 

(佐々木) 私もとても楽しいです！本当に海も山もあり都内にもすぐに行けるので何も 

困らないです！ 

(赤木) 僕も都内にはよく行くけど、とても便利です！夏には海を見ながらサイクリング

もとても気持ちいいです！ 

(山口) 私も海がすぐ近くなので休みの日は海に散歩に行きます！ 

 

～正直、お給料だけで生活って大変ですか？～ 

(廣瀬) お給料だけでも余裕です！これは人によってお金をかける所が違うので一概には

言えませんが、僕は趣味の釣りの道具や仕事道具をこだわって買ったり、車も持っ

ていますそんなにカツカツにはならないです！先輩方や社長直々にご飯に連れて

行ってくれるのでありがたいです！ 

(佐々木) 私もそんなに大変ではないと思います。正直美容師は給料が低くて大変ってイメ

ージが強いと思いますが呑みに行けたり帰省も沢山出来るくらいには余裕があ

ります！ 

(赤木) 僕もそんなに大変ではなかったです！ただ、食事や買い物は今本当に必要かを 

考えて節約しながらお金を使うことは大切だと思います！ 

(山口) 私も、節約するために食事は自炊をして毎日お弁当を作ったりしているので大変で

はないです！ 

 

～仕事は大変ですか？辛くなったことは？～ 

(廣瀬) もちろん楽しい事ばかりではないですが、楽をして稼ぐ事が出来ないのはどの 

仕事も一緒だと思います。僕は出来なかった技術が出来るようになったり、お 

客様に自分の技術で直接お客様の声を聴ける事にやりがいを感じています！ 

(赤木) 僕は最初仕事に慣れる事が大変でした。でも先輩方がしっかり指導や、悩みを聞 

いてフォローして下さったの楽しく働けています！ 

(佐々木) 私も初めは慣れない環境に戸惑う事もあったけどキャストや同期に助けられまし

た！私も楽しく働けてます！ 

(山口) 私は辛くて大変な事もありましたが、同期を始め周りの先輩方に助けられていま



 

す！ 

 

～最後に就活中の皆さんに一言！～ 

(廣瀬) 会社選びは難しいですが、自分の将来なりたい像を想像しそれがいち早く実現 

できる会社に入社する事が出来れば何より幸せだと思います。是非参考にして 

みて下さい、応援しています！ 

(赤木) 色々な事をチャレンジしてみたい方はあまり深く考えすぎずに、楽しいと感じら

れるやってみたい事に積極的にチャレンジをして、なりたい美容師像を追いかけ

て下さい！ 

(佐々木) 自分がやりたい事を見つけ、それを実現させてくれるサロンを見つける事が大 

事です。自分が本当にやりたい事を考えてみると就活のヒントになると思いま 

す！ 

(山口) 就活は大変だと思いますが、これからの自分の人生を決める大切な時期なので沢山

調べて学んで、ここだ！というお店を見つけらるように頑張って下さい！ 

 

今回は就職活動中の皆さんが気になるのではないか？という内容を選んでトークをして

みました。 

生まれてからずっと馴染みのある地元で生活を送っていて、就職をして社会人に、美容師

になるという環境の変化や、もしかしたら中には一人暮らしも初めてなんて方もいるかも

しれません。 

 

自分自身が心配な場合もあれば、家族が離れた土地に行ってしまうことに不安があり中々

決められない場合もあるかと思います。 

 

何かを決断する時の決定打は人によって違うと思います。 

自分の気持ちや、家族や信頼している誰かの意見、目先の気持ちより将来を考えて決める

などなどあると思いますが、 

自分の人生、自分の仕事をどこでどんな風に送っていきたいかを考えてみると必ずわくわ

くする選択肢があるはずです。 

 

地元と都会、あるいは海外。全部の選択肢を一度真剣に考えて想像してみると良いと思い

ます。その中に必ず、わくわくして自分が楽しそう！と想像できる選択肢が出てくると思

います。 

 

その選択肢を今の不安や心配事で、自分から捨ててしまわないように、是非自分の楽しい

一度きりの人生のために大きく一歩を踏み出してみてください！ 

 

『後悔先に立たず』 



 

皆さんの就職活動の小さなヒントにでもなれば嬉しいです！頑張ってください！ 

 

 

 

もっと詳しく知りたい！美容師一年目のリアルな生活！！ 

① お給料について 

まずは、一か月の実際にもらえるお給料とその使い道から見てみましょう！ 

 

お給料は総支給額が￥180,000 

ここから社会保険料やその他税金が￥28,000 差し引かれて 

手取り額は￥152,000 になります。 

 

この手取り額を一か月でどんな風に使って生活しているのかを 

↓のグラフで見てみましょう！ 

 

 

 

グラフのように一か月の手取りのお給料だけでも、毎月約￥28,000 程余裕があります。 

無駄遣いをしなければギリギリの生活…なんてこともないかと思います！ 

ここの金額から練習用のウィッグを買ったり、何か仕事で使うものを購入しても少し貯金

できることがわかると思います！ 

 

 

 

 

家賃, ¥45,000 

携帯料金, 

¥12,000 

ガス水道光熱費, 

¥7,000 食費, ¥30,000 

市民税, ¥10,000 

外食・買い物・

その他, ¥20,000 

貯金, ¥28,000 

一か月のお給料の使い道 手取り¥152,000



 

② 引っ越しについて 

続いては、地方から神奈川の引っ越しについてです！ 

※一人暮らしで引っ越してくる方に、ANT`S では引っ越し準備金として 

￥50,000 をお渡ししています。 

 

今回は北海道から神奈川への引っ越しでキャストが実際にかかった金額をお伝えしてい

きます！ 

    北海道に限らず、地域によってや、届ける荷物の量でも金額は変わるのであくまでも参

考までに見てください！ちなみにこの金額は 2015 年に引っ越したキャストのかかっ

た金額です。 

 

～北海道札幌市で一人暮らしをしていたアパートからの引っ越し～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑この荷物の量で大体引っ越し費用が 

￥70,000～￥80,000 程度でした！ 

 

…ちなみに、神奈川県の ANT`S がある辻堂、茅ケ崎エリアのワンルームで⤴ 

家賃相場は￥40,000～￥60,000 程度です。 

 

引っ越しの際の物件の紹介も ANT`S ではサポートしています！ 

会社で借りれる物件もあります！ 

 

 

ＡＮＴ‘Ｓは北は北海道、南は九州から沢山の地方出身者が働いています。 

そのため、地方出身者へのサポートもしっかり出来るので安心して下さい！ 

 

                           ANT`S キャスト一同 

                           

 

  

～引っ越し荷物一覧～ 

家電製品、衣類、ベッド、棚、テレビ、 

日用雑貨、調理器具、ガス台、食器、…etc 

 

⚠食料品や洗剤等は、なるべく荷物の量を減

らして金額を抑えるために引っ越してから

揃えた方がいいと思います！ 



 

アンツキャストの 1 日の流れ 

★平日 月曜日～金曜日（早番遅番シフト制あり） 

早番 

８：００ 集合  

８：４５ オープン準備および朝礼              

９：００ 営業開始 

サロンワーク 

１９：００ 営業終了 トレーニング開始 

２０：３０ トレーニング終了 帰宅 

 

★日曜日（シフト制あり） 

８：００ 朝礼、オープン準備 

９：００ オープン 

 サロンワーク 

１８：００ クローズ 片付け後帰宅 NO 残業 

※定期レッスン、ミーティングは基本的に朝の時間を使って行います。 

 

その他年間イベント 

                    アンツの１年が動画で見れます。（スマホの方）↓ 

入社式 歓迎会                   PC の方は アンツ入社式 で検索！ 

研修合宿                      

https://youtu.be/ld-a1pELMOI 

にアクセス！ 

コンテスト（年 1〜２回） 

撮影会（年 3 回） 

茅ヶ崎花火大会パーティー 

バーベキュー  

キャンプ 

社長サンタ in 望年会 

当店のオフィシャルサイト 

 

パソコン、スマホの方 アンツ辻堂 で検索 

http;//www.ants10.coｍ 

アンツの 1 年       サプライズムービー 

https://youtu.be/ld-a1pELMOI


 

Photo Shooting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cast Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

見学、面接希望の方へ 

 

「一度見学したい。」もしくは「面接希望」の方は下記に記入の上ファックス、もしくは同じ内容をメール

お電話いただいても構いません。日程等はこちらからご連絡差し上げます。 

万が一こちらからご連絡がない場合は、お手数ですが問合せ先までご連絡ください。 

 

サロン情報は 

http://www.ants10.com 

 

こちらで詳しく掲載しております。ぜひご覧ください。 

 

 

 

◆ お問い合わせ, サロン見学希望はこちらまで 

０４６7－82－2400  求人部 新倉（にいくら） まで  

◆メール 

 recruit8885@ants10.com 

http://www.ants10.com/

