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【東京都】窪田理容美容専門学校、住田美容専門学校、
日本美容専門学校、東京総合美容専門学校、山野美容専門学校、
山野美容芸術短期大学、高山美容専門学校、
ハリウッド美容専門学校、国際文化理容美容専門学校 渋谷校、国際文化理
容美容専門学校 国分寺校、国際理容美容専門学校、東京ビューティーアート専門学校、東京文化美容専門学校、町田美
容専門学校、東京ヘアビューティ専門学校、専門学校エビスビューティカレッジ、東京マックス美容専門学校、早稲田美容
専門学校、資生堂美容技術専門学校、真野美容専門学校、東京ベルエポック美容専門学校、
マリールイズ美容専門学校
【神奈川県】関東美容専門学校、横浜fカレッジ、横浜商業高等学校別科美容科【埼玉県】東萌ビューティーカレッジ、埼玉県
理容美容専門学校【千葉県】
パリ総合美容専門学校 柏校、千葉美容専門学校【北海道】北海道美容専門学校、北海道
理容美容専門学校、札幌ビューティーアート専門学校【岩手県】北日本ヘアスタイリストカレッジ、盛岡ヘアメイク専門学校
【宮城県】仙台ヘアメイク専門学校、SENDAI中央理容美容学校、仙台ビューティーアート専門学校、仙台理容美容専門学校
【福島県】郡山ヘアメイクカレッジ、国際ビューティーファッション・製菓大学校【栃木県】栃木県美容専門学校、国際テクニ
カル理容美容専門学校、足利デザインビューティ専門学校 【茨城県】水戸ビューティカレッジ【群馬県】高崎ビューティ
モード専門学校【長野県】長野県理容美容専門学校【山梨県】山梨県美容専門学校【新潟県】国際ビューティモード専
門学校、新潟理容美容専門学校【富山県】富山ビューティーカレッジ【愛知県】
中部美容専門学校、愛知美容専門学校、
名古屋美容専門学校、
アリアーレビューティー専門学校、
中日美容専門学校、名古屋ビューティーアート専門学校、名古屋
モード学園美容学科【岐阜県】岐阜美容専門学校、
ベルフォートアカデミーオブビューティー【大阪府】
グラムール美容専
門学校、高津理容美容専門学校【奈良県】
ル・クレエ橿原美容専門学校【福岡県】大村美容専門学校、福岡美容専門学校

株式会社おしゃれ企画

〒340-0016 埼玉県草加市中央1-6-10
TEL. 048-927-3881 採用担当：加藤洋平
http://oshare.zele-net.com/

株式会社ジュノン

〒184-0004 東京都小金井市本町2-6-9
チェレスタ・Ｔ・小金井 3Ｆ
TEL. 042-383-2971 採用担当：北岡 徹
http://junon-net.co.jp/

株式会社サロン・ド・ユー

株式会社ティコーポレーション

〒142-0053 東京都品川区中延4-5-3 2F
TEL. 03-3788-5852 採用担当：阿部綾子
http://www.zele-t.com

有限会社アトリエジェイディー

〒140-0014 東京都品川区大井4-14
マーレ大井 1F
TEL. 03-3778-2242 採用担当：野崎英幸
http://zele-atelier.ne.jp

株式会社日置美容室

〒143-0023 東京都大田区山王3-30-4
カドヤビル12 2F
TEL. 03-3773-8025 採用担当：熊谷友輔
http://salondeu.com/recruit

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-4-19
TEL. 052-241-6035 採用担当：加藤敦子
http://www.hair-hioki.co.jp

株式会社コア

〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東2-707
セブンタウンせんげん台 2F ZELE
TEL. 048-977-3555 採用担当：斎藤雄一郎
http://www.zele-itohan.net

有限会社ヤマギワ

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-48-11
一二三堂ビル 2階
TEL. 03-3737-1767 採用担当：戸田雅彦
http://mashup-zele-net.com/recruit.html

〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区
仲町1-10-1 ポラムビル 3F
TEL. 048-814-1100 採用担当：藁谷知明
http://www.coregroup.jp
〒361-0073 埼玉県行田市行田8-20
TEL. 048-556-3726 採用担当：山際真理子
http://www.yamagiwa-group.com

有限会社トミ美容室

〒402-0053 山梨県都留市上谷3-3-23
103BL 1F
TEL. 0554-45-3033 採用担当：上野克也
http://tomisalon.com/?page̲id=52

株式会社ヴァン

株式会社ITOHAN

有限会社ティエムコーポレーション

ZELE NIIGATA

〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-13-14
RENO笹口 1F
TEL. 025-383-6700 採用担当：髙橋将也
http://www.zele-niigata.com

株式会社JIN

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-16
堀越ビル 4F
TEL. 047-476-6840 採用担当：木村由夏
http://www.vin-beauty.com/contents/category/recruit/

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田3048-1
TEL. 0555-73-8825 採用担当：渡邉昌仁
http://jingroup.jp

有限会社ジョイ商事

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-10-9
林ビル 1階
TEL. 044-201-1461 採用担当：渋澤麻理子
http://zeleaun.jp

〒963-8005 福島県郡山市清水台2-1-13
TEL. 024-934-0111 採用担当：中島正裕
http://salon-joy.jp/recruit/index.html

株式会社AUN

有限会社アップル

〒634-0804 奈良県橿原市内膳町2-1-26
TEL. 0744-24-3870 採用担当：前 和定
https://www.apple-group.jp/recruit.php

応募要項

サロン見学及び会社説明会につきましては、希望勤務先の採用担当者宛にご連絡ください。

労働条件

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・団体傷害保険加入

ZELE NETWORK

Recruit Guide

すべてに
おいて
美しく
ZELE BRAND CONCEPT

77

全国で77店舗を展開する日本有数
のサロンネットワークブランドです。

42

1976年に創業し、42年の伝統と
歴史がある、老舗グループです。

900
総スタッフ人数は900名（2018.4現在）と
大企業に匹敵するスケールです。

Mission
お客さまの「より美しくなりたい」と
いう想いをかなえることが私たちの
使命です。

Vision
オンリーワンのスタッフの集まる
サロンは、かならず地域一番店に
なります。
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すべての道につながっているのが「ZELE」。
Salon Work

生涯美容師として腕を磨きたい人
アカデミーサロン
「ZELE プログレ 渋谷」
をはじめ、
本物の技術と理論を学べる環境が整っています。

学ぶ

「あなたはどんな美容師に
なりたいですか？」
「一美容師として生きていきたい」
「ヘアメイクアーティ
ストになりたい」
「ステージに立ち活躍したい」
「自分の店
を持ちたい」
など、
いろんな希望や夢があると思います。
ZELEにはそのすべてを学ぶことのできる、
どこにも負け
ない教育環境が整っています。美容師としてのキャリア
をどんなサロンでスタートするかは、その後の美容師
人生に大きな影響を与えるとも言われています。
もし
あなたが本物を目指すなら、
ここZELEで共に学んで
いきましょう。

渋谷にある
「ZELE プログレ」は1996年に開校、800名以上の美容師がここから巣立ってい
ます。ZELE NETWORKが30年に渡るパリとの交流で、人材育成をしてきたノウハウをベース
にヘアデザイナーのスキルアップを行っています。
ここでは基本的な技術はもちろん、実際の
お客さまを相手にしての接客からメイク・ヘアカラーやファッションをマンツーマンで学び
ます。ZELEのスタッフはスタイリストデビュー前に3か月間、約200名以上のお客さまを担当
しながら実績を積み、
自信をもってデビューしていきます。実践で生きた技術を学び育てる
プログラムは美容業界でも高い評価を得ています。

Creative

ヘアメイクアーティストとして活躍したい人
世界のトレンドを肌で感じる
「ヨーロッパ研修」や
ステージや作品撮りなどクリエイティブ活動も充実しています。
入社4〜5年目には滞在期間2週間の「ヨーロッパ研修」
を実施、若いときに世界レベルの
本物に触れる機会をつくり、美容の歴史も深い欧州文化を吸収してもらいます。パリでは
ファッションを、
イタリアではフォトシューティング、
また世界一のヴァイオリンがつくられて
いるイタリア
（クレモナ）
で、
日本人として制作活動している松下氏より、技術者のこだわりを
修学するなど、幅広い視野や造詣を得ることができます。
また
「QQ」
（P.７参照）
に代表される
ZELEの毎年のコレクション、
ヘアショーなどのステージ活動の他、
クリエイティブチームに
よる活動も充実しています。

Business

独立して自分のお店を持ちたい人
リーダー学を学ぶ「若竹塾」や
「独立支援制度」で
経営者になるための教育環境も用意しています。
「NPO活動法人 若竹塾」
では大企業の経営者も学んできたリーダー学を、合宿形式で学び
ます。全国にたくさんのサロンはあれど、本格的なリーダー学を取り入れているところはあり
ません。ZELEでは美容師はキャリアアップしていくといずれリーダーになる人も多いので、
本物のリーダーとして人間的魅力に溢れ、尊敬されるような人物の育成に力をいれています。
また自分のお店を持つには、実力以外にも金銭をはじめいろんな大変な問題がありますが、
「独立支援制度」
も充実していて、開業資金やオープニングスタッフ、仕入れからお店づくり
までサポート、ZELEでは数多くの美容師がこの制度を使って独立しています。
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働く

美容室のカット料金は、技術習得期間と一致、
1年間なら1000円、4年間なら4000円。
美容師はデビューするのがゴールではなく、
果てしなくその道は続いていきます。
スタイリストになってからも日々技術を学び、
どんどん腕を磨いていく。技術や売上げに比例して美容師としての価値もアップしていきます。
いろんなサロンのメニューを
見てください、価格帯の高いサロンはそれだけ技術、
つまり教育に自信があるということで、本物の美容師とはその価値を
高めていく道ともいえます。

美容師として
「豊かに生きる」

ZELE
入社

1年目 | アシスタント

何がポイントで
「ZELE」
を選びましたか？

Voice
先輩スタッフの声

見学に行った際に、先輩方が楽しそうに
仕事をしている姿、
お客さまとの空気感の
良さを見てサロンの一員になりたいと思
いました。
また、
アカデミーサロンで実践的
に学べるという教育システムにも魅力を
感じました。

入社して美容師として何が大切だと
感じていますか？
大切なことはたくさんありますが、
私が特に
今大切に考えているのは、
お客さまだけで
なくサロンにいる人みんなへの気づかい
です。些細なことでも私が行動し相手を
幸せにできるような美容師になりたいです。

（ZELE 津田沼
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二戸 夢未）

2年目 | アシスタント

美容室の教育環境の大切さについて
今の自分が感じること
スタイリストになるために必要な技術を
習得するための講習を営業時間内はもち
ろん、営業時間外でも設けていただいて、
サロン全体でサポートしてくれる環境は
とてもありがたいです。
自分がZELEに感じている魅力
技術以外にも接客や人間力アップの講習
など成長するための環境が充実している
ことと、一方で社員旅行、
コンテスト、運動
会など行事が多いことです。
オンもオフも
楽しくメリハリがあり、普段関わることの
ない他のお店の先輩・後輩と交流もでき、
毎日が充実しています。

（ZELE 西新井

国本 魁人）

3 年目 | ジュニアスタイリスト

現在の仕事観
（3年目で実際にどのよう
な仕事をしているか？）
お店全体の流れを把握しながら、
スタイリ
ストがスムーズに仕事が行えるよう、先を
見た行動と、
後輩への指示も的確にできる
よう考えながら営業をしています。
本物の笑顔は、何から得られますか？
今までの経験をもとに、丁寧で親しみを
もって技術を任せていただけた際に生ま
れる安心感や信頼関係が、本当の笑顔を
引き出すと思います。

仕事に対する考え方
スタイリストになった自分を常に想像し、
たずさわったお客さま全員に満足していた
だける施術を心掛けています。
また、先輩
のカットや薬剤選定、お仕上げまで確認
して勉強することを大切にしています。
（ZELE 浦和 山崎 結衣）

5 年目 | スタイリスト

美容師としての
「やりがい」
は何ですか？
自分でも納得できる施術ができて、お客
さまから笑顔や感謝の言葉を得られるとき
です。
お客さまはもちろん関わる方に自分
の手で恩返しができることを実感できた
ときにやりがいを感じます。

お客さまに高い評価をいただくために
必要な能力とは？
人間力だと思います。
技術力はもちろんの
こと、
コミュニケーション能力、気づき、気
づかいがお客さまの評価につながると感
じます。
そのためにはファッションやライフ
スタイルなど、
お客さまにアドバイスできる
ように普段からいろんなことにアンテナを
張りめぐらせています。

（ZELE 大井

池田 柔心）

10 年目 | トップスタイリスト
自分が感じる
「魅力ある美容師」
とは？
人間力が高く向上心や積極性があり、
また
周りを巻き込む力のある人が魅力のある
美容師だと考えます。常に周りのためを
考えて行動できる美容師、人間になりた
いと思います。

自分が感じる
「魅力あるサロン」
とは？
魅力ある美容師の集団であり、
お客さまが
多く活気あるサロンが魅力のあるサロン
だと考えます。
お客さまがずっと通いたい
と思える地域一番店を目指します。
働き続けられる喜び
No.1を目指す集団に所属できていること
がとても幸せです。
入社して10年、
ZELEを
通して多くの仲間ができたこと、
そしてたく
さんの経験をさせていただけていること
に感謝し、更に前進し続け
「ZELE」
をより
盛り上げていきます。
（ZELE 立川 松浦 衆）
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We aim at the Quiet Quality.

華やかさだけを追い求めるのではなく、静かなる上質な美を目指しています。

2013

創る

「世界に通用する
クリエイティブ」

ZELEでは20年以上に渡り、
クリエイティブチームを
創設して活動しています。時代と共に変化する
「美」
を
探求・追求したスタイル制作では
「QQ」
と呼ぶZELEの
毎年のコレクションを発表しています。
また社会環境や
経済環境の変化に対応した演出の
「ステージ活動」
や
全国に展開するZELE NETWORKのスタッフが競い合う
「美容技術コンテスト」
など、美容という職業を通して
世界基準で評価される美容師育成を続けています。

2014

お客さまの内面
（魂）
を感じることをテーマにし
ました。
日々美容という仕事を通じて、
お客さま
の魂を感じている、
そんな私たちの魂を作品で
表現しています。

With
流行りに流されず、
常に本質を追求し続けること
がZELEの使命。
デザインはもちろん、
スタッフと
共に、
お客さまと共に美容師ライフをハッピーに
していけるように、
ZELEは進み続けて行きます。

探求シテル、毎日。

2015
2016
2017
2018
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Feel it in my bones

"本物"だけが生き残れる時代。
今一度本物とは
何かを考えてみました。
そして、
お客さまへのメッ
セージとして
「美しくなるための探究を毎日され
ていますか？」
という意味も込められています。

ZELE for you
お客さまのため、
スタッフのために何ができるの
か。
そんな日々の当たり前に対して本気で向き
合い、今以上に考えられるサロンでありたいと
いう想いを表現しました。

No Challenge No Future
挑戦なくして未来はありません。
今までもこれか
らも自分たちを信じ、
挑戦し、
前進し続けようと
いう前向きな未来へ向かっていく気持ちを表現
しました。

INFINITY
美容には、
まだまだたくさんの可能性があります。
そんな美容の無限の可能性を探求していくこと
も私たち美容師にとって大切な使命と考え、新
しい表現に挑戦しました。
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夢

「あなたの夢はなんですか？」
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ZELEで実現したい夢がある、
ZELEだからかなう夢がある。
夢を持つことは、
自分を高めるのに絶対に必要なことです。
美容師としての道は平坦ではありません、
それはどんな人生を選んでも同じこと。
たとえ転んで倒れてしまっても、
夢さえあればきっと何度でも
立ち上がって、
また走り出すことができる。
あなたの夢、
一緒にここZELEでかなえましょう。

ZELE Recruit Guide 10

