
サイト運営：株式会社スタッフクリエイション
〒542-0081  ⼤阪府⼤阪市中央区南船場2-11-20 GATO三休橋ビル3F
TEL：06-4704-4534 FAX：06-4704-4535

②求⼈広告
リーズナブルに

⻑期掲載

①⼈材紹介
求⼈依頼 ０円〜

※別途システム利⽤料あり

③求⼈広告＋⼈材紹介
採⽤機会を

最⼤限に広げる

お問合せはこちらまで ⇒ 担当：林沼 ⻯也
            連絡先：090-3846-9920

美容師を募集する美容師を募集する

3つの求⼈⽅法
ご要望にあわせてお選びいただけます！

美容師の採⽤に
お困りではないですか？

スタッフクリエイション

美容師さんに特化した専⾨の求⼈サイトです。 美
容師さん⽬線の求⼈サイトだから、検索しやすく、
希望のサロンが⾒つけやすい！と評判です。

  NEW!NEW! アルバイトを募集するアルバイトを募集する 美容業界の「アルバイト・パート」という働き⽅
に特化した求⼈サイトです。 働き⽅や条件で検索
しやすく、働くママさんや美容業界に復職される
⽅も対象にしています！

職種から、または働き⽅から、と多⽅向からの採⽤活動ができるのが・・・

スタッフクリエイションスタッフクリエイションです！！です！！



◆採⽤活動における、様々な課題を解決できます

美容室の採⽤活動において、オーナー様や⼈事ご担当者様から
さまざまな課題をお聞きしています。その⼀例をあげますと…

  リーズナルブルに⻑期間、求⼈活動がしたい。

  コストとリスクを抑えて求⼈活動がしたい。

  1⼈あたりの採⽤単価を抑えたい。

  就業意欲の⾼い⼈材を採⽤したい。

  求⼈中の応募対応にかかる時間を
  営業の時間にあてたい。

  無駄な⾯接を省いて求める⼈材に限定して
  質の⾼い⾯接がしたい。

  採⽤した⼈材に限定して費⽤をかけたい。

  採⽤した⼈材でも万が⼀という事を考えてしまう。

                       



◆職種や働き⽅に特化した専⾨求⼈サイト

●美容師のお仕事に特化した求⼈サイト

・求⼈案件数 5,401件
・サイト訪問回数  18,820回／⽉
              (2018年1⽉) 

●美容業界のアルバイト・パートに特化した求⼈サイト

各サイト、パソコン・スマートフォン・携帯に対応しています。各サイト、パソコン・スマートフォン・携帯に対応しています。

現在、美容業界の⼈材不⾜が叫ばれる中で、美容師免許は持っ
ていても活かせる仕事についていない⽅、結婚や出産でブラン
クになってしまい美容師としての復帰に不安を感じて踏み出せ
ないパート美容師さん等の掘り起し需要が⾼まっています！そ
んなサロン様と求職者様のための専⾨サイトを新しく⽴ち上げ
ました！



      広告 上位表示          SEO 対策済     美容師 求人 大阪  検索    
自然検索      目 表示      求職者 目              

        上位表示対策       

【【スマートフォンで検索スマートフォンで検索】】 【【パソコンで検索パソコンで検索】】

⾃然検索⾃然検索

⾃然検索⾃然検索

⾃然検索⾃然検索

⾃然検索⾃然検索



『スタッフクリエイション』の魅⼒

◆ヘアキャリアが選ばれる理由

求職者さん⽬線の求⼈サイトだから、検索しやすく希望のサロンが⾒つけやすいと評判です。
サロンの特徴やレッスン、詳しい条件等、求職者が知りたい情報がたっぷりの内容です。
業界では⻑い１０年⽬！相談件数５０００件以上！
実際、たくさんの美容師さん・パートさん・レセプションの⽅がサロンで活躍中です！

◆採⽤実績多数あり

◆選べる採⽤⽅法

②【求⼈広告】
・リーズナブルに⻑期掲載していただくこと
 ができます。
 1ヵ⽉あたり10,000円〜17,000円弱（税
別）でご掲載していただくことができます。
 
 ・⼀⼈あたりの採⽤単価を抑えたい。
 ・リーズナブルに⻑期間採⽤活動を
 したい。
 ・良い⼈材は常に採⽤したい。
 
 このようなサロン様には
 求⼈広告がオススメです。

①【⼈材紹介】
・求⼈依頼に費⽤のかからない
 成功報酬型の求⼈⽅法です。
 無駄な⾯接を省いて求める⼈材に限定
 して質の⾼い⾯接をしていただくこと
 ができます。※別途システム利⽤料有り

・サロンワーク開始後、万が⼀の時には
 短期退職保障もあります。

・採⽤した⼈材に限定して費⽤をかけた
 いなら⼈材紹介がオススメです。 

③【求⼈広告】＋【⼈材紹介】
・⼈材紹介のメリットと求⼈広告のメリットを最⼤限に活かした求⼈⽅法です。

・セットにすると、⼈材紹介の場合のご紹介料⾦が最⼤20％オフになる特典付き！

とにかく⼈材の確保がしたい！
採⽤機会は最⼤限多いほうがいい。

このようなサロン様にオススメです。

ご掲載サロン様にヘアキャリア・で採⽤活動をする事にした理由を聞いてみました。

①美容師・パートアルバイト、各職種に特化した求⼈サイトで、掲載件数、情報量が豊富だから。
②検索サイトで上位表⽰され、応募が期待できたから。
③他の求⼈サイトに⽐べてリーズナブルで⻑期間掲載できるから。



⼈材紹介・求⼈広告
3つの求⼈⽅法、その違いとは？お申込み後の流れ

サイト利⽤料サイト利⽤料

②求⼈広告

②お申込書類をお送りさせていただきます

②③求⼈原稿の作成→確認→掲載開始

 ID パスワードの発⾏

応募対応をして頂く為の
ID パスワードを発⾏

成功報酬成功報酬

①⼈材紹介

 応募対応

貴サロンにて応募対応をして
下さい。応募の種類は
WEB応募・電話応募。

応募

貴サロンへ応募
または

転職相談へ応募

 応募対応

応募対応は
ヘアキャリアが

全て担当させて頂きます。

求職者と直接スケジュール
の調整をして、

⾯接をして下さい

 ⾯接マッチング

ヘアキャリアが
１次⾯接をさせて頂きます。

⾯接結果は直接
求職者へお伝え下さい

採⽤⾯接

貴サロンにて弊社担当が
同席の上、⾯接をお願い

いたします

ご掲載期間中、何名採⽤
しても追加料⾦０円です。

追加料⾦0円採⽤（成功報酬のお⽀払）

費⽤発⽣
（③の場合は最⼤20％OFF）

万が⼀の時には 
短期退職返⾦保証が

あります

サイト利⽤料・サイト利⽤料・成功報酬成功報酬

⼈材紹介

①③求⼈依頼

③求⼈広告

②③サイト利⽤料⾦のお⽀払

【⼈材紹介】【⼈材紹介】 【求⼈広告】【求⼈広告】

求⼈依頼のみ サイト利⽤料⾦のお⽀払

サイトへのご掲載は
ございません

求⼈原稿作成
 →掲載スタート



 

  人材紹介 求人広告

12 月

 掲載料金 税別 

  求人広告料金   120,000円

  人材紹介   月給   1.2 月分   10 OFF

6 月

下位
表示

  求人広告料金   60,000円

  人材紹介   月給   1.2 月分   5 OFF

中位
表示

  求人広告料金   75,000円

  人材紹介   月給   1.2 月分   7.5 OFF

上位
表示

  求人広告料金   100,000円

  人材紹介   月給   1.2 月分   10 OFF

 

求人広告   直接応募   採用 場合  0円
 人材紹介   採用 際 上記   割引 適応

  求人広告料金   150,000円

  人材紹介   月給   1.2 月分   15 OFF

  求人広告料金   200,000円

  人材紹介   月給   1.2 月分   20 OFF

◆料⾦について（※求⼈広告のサイト利⽤料は1サイトの⾦額です）  

【ご紹介料⾦につきまして】
※⽉給には皆勤⼿当て等が含まれます。  ※③の場合、パート・アルバイトの紹介料⾦は①と同様となります。
※短期退職時には返⾦保証制度を設けております。期間につきましては試⽤期間も含みます。
※⽉間20⽇未満の勤務の業務委託の場合は短期退職保証は1ヶ⽉となります。

月額 12 月
年払 

 20 OFF 
割引

上位表示 10,000円 120,000円 96,000円 24,000円

中位表示 5,000円 60,000円 48,000円 12,000円

下位表示 3,000円 36,000円 28,800円 7200円

    利用料 税別 

求人依頼 円 掲載   

 紹介料金 税別 

 正社員  月給   1.2 月分
 業務委託  日数   1万円   1.2 月分

返金

保証

1 月未満 全額返金
2 月未満 50 返金
3 月未満 30 返金

            紹介料金 税別 

週5日以上 15万円
週4日 13万円  週3日 10万円
週2日   6万円  週1日   3万円

返金
保証 1 月未満 全額返金

  

  人材紹介 成功報酬 

上位表示 中位表示 下位表示

6 月 100,000円 75,000円 60,000円

12 月 200,000円 150,000円 120,000円

 掲載料金 税別 

 求人広告



会社概要

運営サイト

美容業界・エステネイル・ブライダル業界に特化した求⼈広告・⼈材紹介事 業 内 容

０６-４７０４-４５３５F A X０６-４７０４-４５３４T E L

１８名社 員 数２００７年１０⽉設 ⽴

会 社 名 株式会社スタッフクリエイション 資 本 ⾦ ３５００万円

有 料 職 業
紹 介 業 免 許 13-ユ-306147

所 在 地

⼤阪オフィス ： ⼤阪市中央区南船場2-11-20 GATO三休橋ビル3F
神⼾オフィス ： 神⼾市中央区北⻑狭通5-2-19 コフィオ神⼾元町6F
京都オフィス ： 京都市中京区占出⼭町308 ヤマチュウビル3F 47号室
東京オフィス ： 東京都渋⾕区渋⾕1-4-6 ニュー⻘⼭ビル303

ｰヘアキャリアｰ
美容師の求⼈サイト

Hair career

ｰエステキャリアｰ
エステティシャン専⾨の求⼈サイト

Esthetic career

ｰアイラッシュキャリアｰ
アイリスト専⾨の求⼈サイト

Eyelash career

ｰネイルキャリアｰ
ネイリスト専⾨の求⼈サイト

Nail career
ホテル業界専⾨の求⼈サイト
ホテル求⼈ネット

美容バイト．com
美容・ブライダル業界のパート・アルバイトの求⼈サイト

リラクゼーション業界の求⼈サイト
リラクゼーション求⼈ネット

ｰブライダルキャリアｰ
ブライダル業界専⾨の求⼈サイト

Bridal career

-スタッフクリエイションｰ
美容業界・ブライダル業界の求⼈サイト

STAFF CREATION


