
Olympicグループ

株式会社ユアペティア

会社説明会



ユアペティアって
どんな会社??



株式会社ユアペティアは
Olympicグループ（東証１部上場）の1つです

東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬

97店舗
30店舗





株式会社ユアペティア概要

1.商号

2.代表者

3.本店所在地

4.設立年月日

5.営業開始年月日

6.事業内容

7.従業員数

8.大株主及び持ち株比率

株式会社ユアペティア

代表取締役社長 金澤 伸幸

東京都 国分寺市

2014年12月22日

2015年3月1日

ペット用品販売・サービス

306名(男性74名・女性232名)

株式会社Olympic100%



ユアペティアは日本一の
ペットサービス事業を
目指している会社です

2019年現在

売上高 48億円



ユアペティアの事業展開
犬猫生体販売
(テナント)

観賞魚販売
(一部テナント)

小動物販売
(一部テナント)

ペット商品販売

トリミング ペットホテル マナー教室
動物総合医療センター

クリニック



Olympicグループ

株式会社 動物総合医療センター

クリニック ３院
雪谷大塚(東京)・大倉山(神奈川)・高井戸(東京)

同じグループ内にCTなど高度医療機器も完備した最新の医療を受け
ることのできる総合病院、一部ユアペティア店舗内に１次診療を
ベースとしたクリニックを保有。
動物総合医療センター・クリニックと連携してオーナー様・スタッ
フにとって安心・安全にサービスを提供出来る環境が整っています。

動物総合医療センター ３センター
新座(埼玉)・平塚(神奈川)・志村坂下(東京)



ユアペティアの求める人材(人財)

①ペットが好きな人

②プロフェッショナルになれる人

③ルールを守りながら成長できる人



①ペットが好きな人

ペットの飼育経験があり、ペット愛護の精神を持ちながら

よりペットオーナー様の気持ちに寄り添える人



②プロフェッショナルになれる人

•プロフェッショナル
広辞苑：本職とすること/職業的

求められたのをもする

他人の満足の為にする

目的が「他人・社会の為に行っている」→仕事として成り立つ

•アマチュア
広辞苑：素人

好きなことだけする

自分の満足のためにする

目的が「自分が満足・満たされる為に行っている」→仕事として成り立たない



③ルールを守りながら成長できる人

ユアペティアは日本一のペット事業を目指しています。

より多くのお客様により安心してより満足していただくためには

標準化と専門化が必要です。

そのためには、

スタッフ一同同じ方向を向いて協力し、努力し合える

関係性を築いていくことが大切です。



安心して働ける労働環境について



◆店舗配属
首都圏30店舗の会社なので自宅からの勤務圏に配属になります
基本的に近距離勤務です(最大で片道90分以内)

◆保険関係
社会保険・雇用保険・厚生年金・労災に加入していただきます

◆福利厚生
週休2日(交代制)
月9日休み
入社6カ月後から年10日間の有給休暇がつきます
入社直後からパーソナル休暇が年6日間つきます
所定時間内に業務終了(基本的に残業はありません)
ベネフィットステーション採用・ディズニーランド等の割引



女性に優しい会社です

ご結婚されそのまま仕事を続けられる方。
またお子様を授かりご家庭を持たれる方。
ユアペティアでは産休制度・復職制度を準備しております。
お子様が大きくなってから復職される方もいます。
保育園の時間・日数に合わせた時短勤務にも対応いたします。
専門職から他の仕事、売場勤務の配置変更希望も可能です。



Mission(使命)

ペットと一緒にもっと楽しく!もっと幸せに!

企業ドメイン(展開する事業範囲)

“ゆりかご”から”旅立ち”まで



ユアペティア ペットサービス
< ビューティーサロン >

主な業務内容
・トリミング
・ホテル

現在30店舗



トリミング風景

ガラス張りなので
飼い主様もトリミングの
様子が見れて安心♪

＜1年目・2年目の技術指導制度>
<動画マニュアル「tebiki」導入>

安心安全に働ける環境を目指します。



デンタルケア

②トリミングオプション

動物総合医療センターの獣医による講義を受講し、正しい知識を身につけ、
ワンちゃんにとって大事な毎日のお手入れをオーナー様にもお伝えしています。

耳洗浄



②トリミングオプション

ハーブパック

保湿

消臭

アロマテラピー

紫外線対策

皮膚を健康に保つ作用と、
皮膚を美しくする作用に優れたハーブを厳選。
①スキンケア
微細なハーブの粉が、シャンプーでは落としにくい臭いやべた
つきの元となる皮脂汚れや古い角質、さらにダニの棲家となる
フケをしっかり取り除きます。

②ビューティーケア
ハーブの成分が毛の一本一本をコーティング。
静電気・汚れ・毛のもつれを防ぎ、毛玉を出来にくくするので
お家でのお手入れが楽になります。



②トリミングオプション

オゾンバス
３つの特徴!!
①オゾンの消臭・除菌力
オゾン入浴中はオゾンガスが絶えず接触し、消臭・除菌を行います。

②湿潤効果(水中環境)
水中でオゾンガスを当てることでオゾン効果が最大限に引き出されます。

③持続的なバブリング効果
水中でバブリングとしてオゾンを出すことで、皮膚や被毛の汚れを落とすことが可能です。

オゾンバスを使うことで、
皮膚や被毛のケアを行います。

オゾンには消臭・除菌・血流への働きかけがあると言われています。



バブリング

♪仲良くオゾンバス♪

オゾンバスのあとは
シャンプー

オゾンバスの流れ



オゾンバスは気持ちよくて眠ってしまう子もいます。



入社後も安心サポート体制
・入社式
・新入社員基礎研修(Olympicグループ)
・新人技術研修
・定期研修

いきなり現場ではなく「会社の基本ルール・社会人としてのマナー」
そして「トリマーとしてのスキル」を身につけて頂きます。

◆店舗にてトレイニー技術講習◆



③ホテル

安心・安全・清潔
をモットーに
大切な家族を

お預かりいたします!!



ユアペティア ペットサービス
<わんJOY マナー教室>

主な業務内容
・ドッグトレーニング

・イベント
現在10店舗



わんJOY店舗(全10店舗)

東京都
志村坂下店(浮間舟渡駅)

瑞穂店(箱根ヶ崎駅)

神奈川県
平塚店(平塚駅)

川崎鹿島田店(鹿島田駅)

王禅寺店(新百合ヶ丘駅)

今宿店(鶴ヶ峰駅)

埼玉県
新座店(新座駅)

東川口店(東川口駅)

千葉県
鎌ヶ谷店(北初富駅)



わんJOYが大切に思うこと

ユアペティア「わんJOY」では
行動学や心理に基づいた【ナチュラルトレーニング】

愛犬はもちろん、オーナー様も一緒にお勉強するプログラムです。

「トレーニングは”いい子にする”ためだけでなく、
”ワンちゃんと心で繋がる為”に。」

「ワンちゃんの個性を大切に。オーナー様の思いも大切に。」



①カウンセリング(お悩み相談)

②レッスン(オーナー様が一緒に学ぶ)

③ようちえん(ワンちゃんの社会性を育てる)

④仔犬のふれあい教室

⑤イベント

※売場・トリミング・ホテル業務にも関わります。

実施内容



①カウンセリング

・オーナー様との会話の中で現状の問題点を突き止め、
改善に向けた対策をお話します。

・カウンセリングを行いその子に合ったお勧めのクラス
を提案します。



②レッスン

・月齢やその子の問題に合わせたクラス分けをし、
レッスンを行います。レッスンは全9クラスあります。

パピーパーティー
パピークラス
ジュニアクラス
スタータークラス
ベーシッククラス
チャレンジクラス
マスタークラス
個別クラス

ワンポイントレッスン



③ようちえん

・10:00～17:00の間教室でオーナー様のワンちゃん達を
預かり、社会性を育てることが目的です



④仔犬のふれあい教室

・動物総合医療センターで獣医さん＆看護師さんと一緒に実施
・仔犬のトレーニング、プレイセッションや予防＆病気のお話
・病院に馴れることを目的に行っています
・動物総合医療センター併設店舗のみ



⑤イベント

<お散歩会>

<デモンストレーション>

<クリスマスパーティー>

<ドッグマッサージ>

<お散歩体験・子供限定>



2020年 採用試験の日程 ～トリマー～

＜一次選考>
募 集 4月6日(月)開始～5月29日(金)締め
試験日 6月8日(月) 筆記・担当者面接

6月15日(月) 実技試験・役員面接

<二次選考>
募 集 7月２０日(月)〆切り
試験日 ７月２７日(月) 筆記・担当者面接

8月３日(月) 実技試験・役員面接

<三次選考>
募 集 ９月２３日(水)〆切り
試験日 ９月２８日(月) 筆記・担当者面接

１０月５日(月) 実技試験・役員面接

試験会場
ユアペティア新座店 埼玉県新座市中野2-1-38



2020年 採用試験の日程 ～トレーナー～

<一次選考>
募 集 4月6日(月)開始～8月28日(金)締め
試験日 9月16日(水) 筆記・担当者面接

実技試験・役員面接

※店舗にてインターン実習を随時お受けしています。
インターン実習にご参加いただいた上、ご応募お願い致します。

試験会場
ユアペティア新座店 埼玉県新座市中野2-1-38



ご清聴ありがとうございました。

皆様からのエントリーをスタッフ一同お待ちしています。

皆で一緒に楽しみ、一緒に作り上げていけたらと思っています。

コロナ禍で生活リズムも狂うなか、これから先、かつての生活様式にはなかなかガラッと戻りづら
いかもしれませんが皆とともに会社も業界も盛り上げていけたらうれしいです。

この資料をＱＲコードを読み取ってもらえば
スマホで閲覧できます♪

petshop_yourpetia@osc.oscgroup.com


