


About Us

トランクルーム業界
国内トップクラスシェア
日本のトランクルームは今後も安定した成長が見込める
業界。キュラーズは全国主要都市に50拠点以上を展開し、
近い将来には100店舗体制を目指しています。

新しいスタイルの
トランクルームを提案
全店に「収納コンシェルジュ」と呼ばれるスタッフが日中
常駐し、お客様の安心をサポート。施設のご案内やご契約、
収納にまつわる様々なご相談にもお応えします。

安全性とセキュリティに
配慮した収納スペース
自社所有ビルを全面改装して最適な収納空間を開発。
全店が建築基準法や消防法に準拠。セキュリティも万全です。
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8年連続 顧客満足度1位
オリコン日本顧客満足度ランキング2017
（トランクルーム：レンタル収納スペース）

スタッフ一人ひとりの 力”が
快適な収納空間を創り出しています



オペレーション

物件調達から 店舗の設計や開発・運営までを一貫して自社で行います
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■ 店舗運営部
「収納コンシェルジュ」の存在がお客様評価につながって
います。施設やスタッフの管理を、ディストリクトマネー
ジャーと本社の後方支援チームが協力して行います。

■ コールセンター
温もりあるサービスを大切にする私たちとお客様の最初の
接点。トランクルームや整理収納のコツを熟知するスタッフ
が電話の向こうのお客様に安心をお届けしています。

■ マーケティング
ホームページやオンラインマーケティング、ローカルな販促
活動もサポートします。市場調査と分析、ブランディング、
認知度向上のための広報も大切な仕事です。

■ 債権管理部
お客様のアカウントを管理してお支払いをご案内します。
契約終了後のトランクルームを速やかに有効な収益
スペースに変えます。

店舗開発

■ 投資運用部
不動産投資とマーケットを熟知するチームが独自ネットワークを使って
土地建物を調達。多角的な分析が投資判断を助けます。

物件取得 ■ 開発部
取得不動産をトランクルームとして再生。お客様の利便性
とともに収益性も考慮した店舗設計。建築工事や大規模
修繕を担当しています。

バックオフィス
■ 人事総務部
採用や人事諸制度、オフィス管理や社内コミュニ
ケーション。スタッフのために働きがいのある
環境を整えるのが仕事です。

■ 財務部
日常のトランザクションから予算やキャッシュ
フロー管理。社外ステークホルダー向けの
レポーティングも重要ミッションです。

■ IT部
サービス、セキュリティ、エネルギー効率などを
システムで支援。経営判断に必要なレポートの創出、
オフィスワークの安定化や効率化も任務です。

About Us



　キュラーズに入社したその瞬間からあなたはチームの一員です。
あなたのミッションは全力を尽くして自分の役割を果たすこと。必要なのは
傍観ではなく参加。お客様やビジネスパートナーのために、キュラーズの
アンバサダーを務めることです。チームの一員になることであなたが手に
するのは、他のメンバーからの支援と敬意。キャリアを発展させる絶好
の機会、そして居心地のよい職場です。
 
　私たちは、マーケットリーダーとしての誇りを強く持っています。
このリーダーシップは、スタッフ一人ひとりの起業家精神、お客様に
キュラーズを知っていただくためのたゆまぬ努力、何よりも成長へのコミット
メントが支えているのです。前進し続けるために、好奇心と勇気、強い決意
と情熱も欠かせません。これらがある限り、キュラーズは発展し続ける
でしょう。
 
　キュラーズで働くことは万人向きではないかもしれません。もしもあなた
の関心が高まり、私たちのことをもっと知りたいと思うなら、ぜひドアを
叩いてください。いつかお会いできることを楽しみにしています。

株式会社キュラーズ
代表取締役社長　スティーブ・スポーン

Top Message
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店舗運営部 ディストリクトマネージャー 開発部 シニアマネージャー

お客様に喜ばれる店舗を目指す
その過程で 自分自身の成長を
実感します

店舗運営部 ショップリーダー

Staff Interview
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気軽に話し合える環境
互いに認め合うからこそ
力を発揮できます

自ら考え 自ら実行してゴールへ
みんなの“思い”をかたちにしていく
醍醐味がやりがいです



「お客様に喜ばれる店舗を目指す
その過程で 自分自身の成長を実感します」

スタッフ一人ひとりの長所を活かすマネジメントを模索し
ています。良いチーム・良い店舗を作り上げて、お客様に
喜んでいただくことに一番の働きがいを感じます。

十分な裁量権が与えられており、様々なことに挑戦できる
点が一番の魅力。プレッシャーを感じることもありますが、
トライすることで自身のスキルアップにつながっていると
実感できます。

ズバリ職場としての魅力は何ですか？

店舗やそこに働くスタッフを管理するディストリクトマネージャー。マネジメント能力の高さを買われ、
店舗運営部門の研修体系構築を任された國井。現場の視点を活かしつつ、全体を見つめるという
新たなレベルの仕事に挑んでいる。

9：30

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

17：00

ある1日のスケジュール

どんな時に働きがいを感じますか？ ズバリ職場としての魅力は何ですか？職場としてのキュラーズの魅力は？

Staff Interview 1

研修の企画担当としても活躍

店舗運営部門の研修体系の企画を任されました。初めて
の経験に、大きなチャンスをもらったと感じます。一歩引いた
目線で物事を考えながら、試行錯誤する日々です。
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店舗運営部 ディストリクトマネージャー / 國井雅子
小売など複数企業で店長から統括マネージャーまで務めた後、キュラーズに入社。強みは、接客、営業、スタッフ教育など。
プライベートでは、歌やダンスで趣味の域を超えるマルチタレントぶりを発揮。

本社に出勤。ウィークリーミーティングに出席。
最新トピックスやプロジェクトの進捗、一週間の予定を共有。

データチェックと店舗への情報共有。マーケティング部との
打ち合わせ後に、本社から担当のA店へ移動。

B店へ移動。その途中で営業活動も。

新人の習熟度チェックやトラブル対応。
設備の不具合は開発部へ連携。ショップリーダーの相談にのる。

閉店し、帰宅するスタッフを見送った後、
担当プロジェクトの情報収集や資料作成。

A店にてショップミーティング。業績や戦略を共有。
イベント準備の確認など。

店舗スタッフとランチ



新卒内定者の声

2017年卒 法学部 女性

Staff Interview 2

私がキュラーズを
選んだ理由

以前、店舗を見かけて関心を持ちました。今後も
安定した成長が見込まれる点と、会社の考え方に
魅かれました。

選考を通しての
会社の印象

出会った社員の方たちが魅力的で、社内の雰囲気
もよく、一緒に働きたいと思いました。私の強みを
活かして貢献したいです。
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ズバリ職場としての魅力は何ですか？どんな時に働きがいを感じますか？ ズバリ職場としての魅力は何ですか？職場としてのキュラーズの魅力は？

「誰とでも隔てなくつきあい 気軽に話し合える環境
互いに認め合うからこそ 力を発揮できます」

“多彩な個“が集うキュラーズ。その中にあって、接客を中心にキャリアを積む志田は、自身の経験を
活かした顧客獲得策を展開。家族思いの優しさ溢れる表情で社内を和ませるムードメーカーでもある。

店舗運営部 ショップリーダー / 志田聖路
輸入雑貨小売店スタッフ、飲料メーカー営業ドライバーを経て、ショップリーダーとしてキュラーズに入社。
オフでは、妻と愛娘との時間を大切にする優しきパパ。 ※現在はディストリクトマネージャーに昇格して活躍中

これまでのキャリアを活かして新たな課題
に挑戦していく。そこに働きがいを感じます。
自分の提案が採用され、実際にお客様に
契約していただけたときは、本当にうれしい
ですね。

会社全体で、誰とでも隔てなくつきあえる。
互いを認め合い気楽に話すことができる
点が、キュラーズの一番の魅力です。それ
ぞれに認め合うからこそ、力を最大限に発揮
できると感じます。

2017年卒 ビジネスマネジメント学部 女性

私がキュラーズを
選んだ理由

トランクルームのことをよく知らなかったのですが、
会社説明会で話を聞いて事業内容に大きな将来性
を感じました。

選考を通しての
会社の印象

面接時、バイトリーダーの経験談に熱心に耳を傾けて
もらったことが印象的でした。ショップリーダーとして
入社後のキャリアパスが描けることも魅力です。

9：30

11：00

12：00

13：00

ある1日のスケジュール

店舗勤務。スタッフとオープン準備。
一日の予約状況やメールの確認。

予約されたお客様へのご案内・契約。

地域のイベント会場周辺にてサンプリングを実施。
並行して、近隣地域で開催予定のイベントをリサーチ。

14：00 店舗に戻り、サンプリングの反省点や今後の有力な
情報をスタッフと話し合う。

スタッフとランチ

15：00

16：00

17：00

17：30

別の担当店舗へ移動。ここでもスタッフとミーティング。
続いて施設環境のチェック。

担当店舗、担当エリアのデータを確認。
状況に応じて、それぞれの店舗に適した施策を検討。 

マネージャーとミーティング。店舗の稼働状況や施策の進捗
を報告。アドバイスをもらう。

18：30 翌日の準備をすませて帰宅。

スタッフと閉店作業



真っ白なキャンバスに線を引いていくような
仕事です。お客様が使いやすい収納スペース
を創り出すと同時に、収益性も考慮してプラン
します。緻密さと創造性が求められる仕事です。

様々な作業が同時進行する新店開発の現場。
全体を俯瞰し、関係者全員をマネジメントしながら
プロジェクトを進めます。新店舗＝「作品」を完成
させた時の喜びは計り知れません。

プロダクトマネージャー プロジェクトマネージャー

ズバリ職場としての魅力は何ですか？どんな時に働きがいを感じますか？

ズバリ職場としての魅力は何ですか？職場としてのキュラーズの魅力は？

私のチーム
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Staff Interview 3

「自ら考え 自ら実行してゴールへ
みんなの“思い”をかたちにしていくこと その醍醐味」

自由闊達なコミュニケーションと自律性が共存する環境が気に入っているという森下。これまでの
キャリアで得た経験はもちろん、趣味の音楽やアートで培った豊かな感性も活かしながら、新店舗の
立ち上げに取り組んでいる。

開発部 シニアマネージャー / 森下朋子
一般事務職を経験後に外資系シネマの店舗開発を経てキュラーズに入社し、店舗開発で15年のキャリアを積む。

趣味はワインに音楽にアート鑑賞。プライベートでの経験がキュラーズの店舗づくりに活きている。

みんなが語るイメージを「形」にするのが自分の特技だと思っています。
自ら考えて実行。目の前の課題をクリアしてゴールにたどり着いたときに
大きな達成感が味わえます。

いろいろな考えを持つ仲間と、本音で意見交換できるのが魅力です。
フラットで風通しがよく、自律的に仕事ができるカルチャーが気に
入っています。



Events

子供参観日
家族ぐるみのつきあい。
こどもたちのポジティブな
勤労観を育てて明るい未来に。
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15周年行事
節目をみんなで祝い、One Teamであることを感じる。

新店舗オープニングセレモニー
プロジェクトメンバーを労い、
新たな足跡をみんなで確かめ、祝う。

駅伝チームの活動
駅伝大会に参加。チームの輪が広がり絆が強まる。

オールハンズミーティング
会社の方向性・業績・進行中のプロジェクトなどの
情報を本社スタッフ全員で共有する。

忘年会
共に乗り越えてきた時間を振り返り
和やかに1年を締めくくる。

年間を通じて実施されるさまざまなイベントは
喜びをわかちあい チームの絆をさらに強める絶好の機会



Daily

働きやすい環境が スタッフの笑顔とやりがいを生み出します

■ 　ミーティング

■ 　コールセンター

■ 　オープン初日

■ 　オフィス
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 Data

■ 平均残業時間 （2014年～2016年） ■ 有給休暇取得率 （2014年～2016年）

1ヶ月で 2時間19分

ワーク・ライフ・
バランスの安定

子育て支援 ■ 子供の看護休暇の取得 （2012年～2015年）

■ 男女比 （2017年1月1日現在） ■ 退職率 （2016年）

■ 育児休業取得率 （2013年～2015年）

40%
女性社員

60%
男性社員

86%
女性社員

12%
男性社員

3.2日
平均取得日数

49%

92%

対象者の取得率

※平均付与日数：11.7日

※2014年 8.3% / 2015年 6.0%3.1%

働く人々
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数字で見るキュラーズの労働環境



お問合先
E-mail：HRGA@quraz.com

株式会社キュラーズ　人事総務部
〒141-0032　東京都品川区大崎3-5-2




