
BEAUTY TIMES
“わたしらしさ”を
きっと求めている
あなたのために。
美容のすべてがここに。

ZELE A EON M ALL
KOFUSHOWA

1 1.23 THU

RENEWAL

OPEN ゼル イオンモール甲府昭和

ZELEイオンモール甲府昭和は
全国8店舗目のケラスターゼの
インスティチュートサロンです。

1964年、「美しい髪は健康な頭皮から生まれる」という
スキンケアの概念からパリで誕生したケラスターゼ。
半世紀以上、世界中で愛されてきたブランドが提唱する
真のラグジュアリーヘアエステティックサロン、それが
インスティチュートサロン。
細部にまでこだわってデザインされた優美な空間で、
革新的で先進的なトリートメントと研ぎ澄まされた技術が、
あなたの心を満たします。

美に対する世界基準の技術・知識・サービス・商材、
そしてその道の一流を目指すスペシャリストがここに集結
美容の仕事は間口も広く、入ってみると奥も深い。今は、お客さまの
美しくなる方法も多方面に渡り、それに応えたい美容室の担う役割
もどんどん広がっています。でも“浅く広く”ではお客さまを満足させ
ることなんてできないから、私たちはいつだって“質の高い美”を提供
するためにその道の一流、スペシャリストの育成が大切だと思ってい
ます。そのためにはまず環境を作り、文化を根付かせ、技術を学ぶ。

愚直にそれを続けた結果が、この“なんでもできる美容室”につながり
ました。最先端の美容に地域差は存在しないと考えています。それ
は私たちがここ山梨にいるから。もしあなたが“わたしらしさ”の可能
性を求めているなら、ぜひ一度ZELEにお出掛けください。きっとそ
れは新しい世界が開く第一歩となると思います。

文化を体感できるアーティスティックサロン

ZELE甲府向町

<予約優先制>TEL. 055-223-8484
□営業時間
　平　 　日/10：00～20：00
　土  曜  日/  9：00～20：00
　日曜・祝日/  9：00～19：00

山梨県甲府市和戸町542-1

□定  休  日/火曜日

ZELE甲府向町

デニーズ

かっぱ寿司

旧甲州街道

国道20号

和戸通り140号

中央線

ヤナセ

山梨学院大学

今話題の町、甲府向町に悠然とたたずみ、その場にいるだけで
文化に包まれて1ランク上の自分になれる、日常を忘れられる、
そんな時間を体感できるサロンです。

塩崎駅

国道20号

至甲府至韮崎

国道52号

双田道

至南アルプス

塩崎

ZELE/AVEDA
ラザウォーク甲斐双葉

山梨県初のAVEDAコンセプトサロン

世界的に有名な「ピュアな花と植物エッセンスから生まれた美と
科学」を実践するあのアヴェダの製品を取り揃えた髪の健康を
求めるあなたにぴったりのサロンです。

ZELE AVEDAラザウォーク甲斐双葉

<予約優先制>TEL. 0551-30-7333
□営業時間/10：00～21：30　　
□定 休 日/年中無休

山梨県甲斐市志田字柿木645-1

ラザウォーク甲斐双葉
の定休日に準ずる

※早朝はご相談ください。

イオンモール新館中央入口入ってすぐ左になります。

□営業時間/10：00～22：00
□定 休 日/年中無休

山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 
イオンモール甲府昭和店1F

<予約優先制>TEL.055-269-5144

ZELEイオンモール甲府昭和
ヘアとネイルが融合したスペシャルな空間が11月23日の拡大リニューアルで頼れる
総合サロンに生まれ変わります。着付け、スパも承っています。

アルプス通り

昭和通り

国母築地新居
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多彩な魅力を放つグループのコンセプトサロンもお近くのエリアにございます。各種クレジットカード、電子マネーがご利用いただけます。

※ご利用いただけるカード等につきましては店舗により異なります。詳しくはスタッフまでご確認ください。
※現金以外でのお支払い（クレジットカード、電子マネー等）の場合、200円につき1ポイントとさせていただきます。

※当店のｗebからも24時間受付可能です。

（スタイルアルバム）

24時間予約受付

あなただけのフォトカルテ

いつサロンに行ったかわかる
来店履歴機能など

※プレゼント期間：2018年1月31日まで
500ptプレゼント！！
アプリ登録でもれなく

※上記は全て税別価格となっております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□カット
□スクール
□チャイルド

¥5,000　
¥3,500～¥4,000　

¥3,000　

CUT

　 ※チャイルドは小学生以下になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□ヘアケアトリートメント
□スキャルプトリートメント

¥2,500～
¥2,500～

TREATMENT

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□プレシャンプー
□マッサージシャンプー

¥1,500　
¥2,000　

SHAMPOO

□基本メニュー
　・80本
　・120本

¥5,000～
¥7,000～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□リペア ¥2,000～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EYEL ASH

　 ※基本Aランクになります。SランクにUPするとベースで¥2,000UPとなります。
　 ※両目での本数になります。　※本数のご相談も承ります。

　 ※3週間を超えると＋¥1,000～となります。

□ジェル
　・カラー
　・フレンチ
□キューティクルケア
□自店オフ

¥7,000　
¥7,300　

　¥3,000　
¥1,000　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NAIL

　 ※他店オフの場合は異なります。

※FOOTはお問い合せください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

□デザインパーマ
□システインパーマ
□コスメティックパーマ
□コスメクリーム
□エアウェーブ
□縮毛矯正

¥9,000～
¥10,000～
¥13,000～
¥14,000～
¥15,000　
¥20,000～

PERM

※パーマ料金にはカット料金が含まれます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□カラー
□リシェス
□ハートルックカラー
□デザインカラー（メッシュ等）

¥6,000～
¥6,500～
¥7,000～
¥3,000～

COLOR

※カラー料金にはカット料金が含まれません。

SA LON M EN U

□ブロー
□アレンジ
□セット
□着付け
□メイク
□パーソナルカラー診断
□マイクロミスト

¥1,800　
¥2,000～
¥4,000～
¥6,000～
¥3,000～
¥1,000　
¥1,000　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

OPTIONAL

C A M PA IGN

◎平日限定ワンモアサービス

◎次回予約

◎ご紹介特典

◎メンバーズカード

楽しみ色 ！々 その他のサービス

ZELE創業祭

大盛振舞！！
ご期待ください。

ZELEイオンモール甲府昭和、ZELE AVEDAラザウォーク甲斐双葉、
ZELE甲府向町の3店舗で

ハンドマッサージ・たっぷりマッサージ・ピカピカネイル・
ホットパット・炭酸ミストの中より毎月3つのメニューを
ピックアップ。その中からいずれか1メニューを、カット・
パーマ・カラーをされるすべてのお客様に無料でご提供
いたします。

次回予約をご来店の際にいただくと次回の施術料金が
ポイント3倍で還元されます。お客様に合わせた周期を
ご提案させていただきます。提案を元にした、次回予約
をお楽しみくださいませ。

ご家族、ご友人の紹介ではじめてご来店の方に

※ご予約の関係上同時間にご入店できない場合があります。
※ZELEイオンモール甲府昭和、ZELE AVEDAラザウォーク甲斐双葉、ZELE甲府向町の3店舗で開催。

ハッピーネットワーク
毎月1日、一緒のご来店を大歓迎！！

2名様でポイント5倍  3名様でポイント10倍

初回サービスとして、ビギニング
カードがございます。期間中のご
来店で、2回目のご来店10%OFF、
3回目が20%OFF、3回目以降は
メンバーズカードにポイント還元にて500ポイントよりご
利用が可能です。（※100円につき1円での還元となります。）

毎月
20日・
30日

2月
開催予定

毎月

1日

イオンモールに合わせて毎月20日・30日はZELEもお客さま感謝DAY！
イオンカードのご提示かWAONカードでのお支払いで

お客さま感謝DAY

※ZELEイオンモール甲府昭和のみのサービスとなります。

パーソナルカラー診断 マイクロミスト無料！！or
（¥1,000相当） （¥1,000相当）

技術料金
¥1,000 OFF

トリートメント
サービスor

H AI R

ハンドパック3枚プレゼント！！

自店ジェルオフ代無料！！
※他店のオフは対象外となります。

¥6,000～¥8,000

定額ネイル4パターン
カスタマイズネイル

※グラデーション、単色、フレンチのベースで、4つの
デザインの中からお選びください。※画像はイメージ
画像になります。※デザインにより金額が異なります。

選べるカスタマイズコース

N A IL

or

（通常¥11,000～）

（通常¥2,500～）

通常¥14,500～

（通常¥1,000）

髪にうるおいを与える

マイクロミスト

カット＆
パーマ

スキャルプ
トリートメント

ヘアー
トリートメント

ケアー
or

パーマコース

※薬剤でランクアップメニューもあります。

¥10,000

（通常¥11,000～）

（通常¥2,500～）

通常¥14,500～

（通常¥1,000）

髪にうるおいを与える

マイクロミスト

カット＆
カラー

スキャルプ
トリートメント

ヘアー
トリートメント

ケアー
or

カラーコース

※薬剤でランクアップメニューもあります。

¥10,000

（通常¥5,000）

（通常¥4,000）

通常¥10,000

（通常¥1,000）

髪にうるおいを与える

マイクロミスト

カット

SPA

カットコース

¥7,000

リニューアルオープン記念キャンペーン 有効期間：
2017年11月23日～12月末

※上記は全て税別価格となっております。 ※他のサービスとの併用はできません。

“わたしらしさ”をきっと求めているあなたのために、
選べるカスタマイズメニューをご提案いたします。

BEAUT Y TI M ES  ZELE/TOM I BEAUT Y TI M ES  ZELE/TOM I November  2017November  2017
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HISTORY
これからくる女性の時代を予測して
山梨県都留市上谷にトミ美容室開設

現代表者 土谷志満子 トミ美容室 入社

世界の技術を学ぶためヨーロッパ研修スタート

30周年記念ヘアーショー「ボンソワールパリ」開催

燃えて生きようの理念に共感し東京三騎会に所属

スタッフの考え方を実践するサロンをコンセプトに
河口湖店オープン

トミ美容室の核となる総合サロン103ビル開設
1階にはスキンケアサロン クレール103と本部オフィス、
着付け室、ゲストルームを設けました

吉田店オープン

営業時間内研修と基礎技術の徹底を図るため
フォーラム103をオープン

美容師としてのデザインの基礎を学ぶため
デザインスクール参加

甲府への出店をみすえ、大月市に大月店、
富士吉田ターミナルにトミターミナル店を
2店舗同時オープン

株式会社 志満 設立

人が育つ、夢を共有できる組織・パートナーシップをかかげ、
スタイリスト研修の為に渋谷にゼルプログレオープン

社員の為に、新宿に宿泊施設「メゾンドフルール」購入

ヘアーステージ ゼル甲府昭和店オープン

富士河口湖町に未来型サロン ガリアオープン

50周年記念事業としてQQ LIVEを開催、以後3回開催

富士急行線 都留文科大学前駅にトミ美容室の
8店舗目のサロン FETEをオープン

全国イトーヨーカドー出店美容室
年間売上 及び 坪効率 全国一位を5年連続受賞
ゼル甲府昭和店

ターミナル店をエス/キャトルとしてグランドオープン

甲府市和戸町に美容室とSPAの総合サロン 
ゼル甲府向町オープン

ゼル向町店でヴァイオリン「カンタータ」を購入
同月「響の宴」を甲府市総合市民会館にて開催

山梨県初のショッピングモールとなる
ラザウォーク甲斐双葉にゼル3店舗目となる
ZELE/AVEDA甲斐双葉オープン

山梨県最大のショッピングモール イオンモール甲府昭和内
に美容室、ネイル、物販スペースをそろえたトミグループ10
店舗目のケラスターゼサロン 
ZELEイオンモール甲府昭和をオープン

大月店を全面改装、リニューアルオープン

ハイランドリゾートホテルにて
トミ美容室60周年パーティー開催

103ビル3FをTOMI/ZELE総合研修所として全面改装

フォーラム103をゼルアカデミー山梨として
山梨職業訓練校として開校　校長 三浦千代乃

富士吉田市に総合サロン TOMI's CAMPオープン

ZELEイオンモール甲府昭和リニューアルオープン

昭和26年

昭和41年

昭和47年

昭和56年

昭和56年

昭和57年4月

昭和61年

平成2年

平成2年

平成2年

平成8年

平成9年

平成9年

平成10年

平成12年

平成14年5月

平成15年

平成16年12月

平成18年

平成18年3月

平成19年6月

平成19年12月

平成21年4月

平成23年3月

平成23年6月

平成23年12月

平成24年3月

平成24年4月

平成27年4月

平成29年11月

山梨の地に生まれて実に66年。多くの
お客さまと共にこれからも歩み続けます。

STAFF
それぞれの想う一流を目指し、
個を磨くスペシャリストたち

常におしゃれで
清潔感のある服装

この美容室で働くスタッフはそれぞれに夢や
目標があります。「テレビ局のヘアーメイクを
したい」「パリコレのバックの仕事をしたい」
「カットコンテストで日本一になりたい」「ロレ
アルカラートロフィーで優勝して世界一のカ
ラリストになりたい」「ブライダルで幸せな花
嫁さんのお手伝いがしたい」「成人を共に喜
びたい」･･････など、アプローチが違っても
“お客さまを美しくする”といった点ではみん
なが同じ方向を向いて、日々個々に技術を学
んでいます。

時代は変わり、美容室の担う役割も、ただ髪
を切るだけではなくなってきました。私たちは
どんなお客さまのどんなわがままも大歓迎
です。それに応えられるスペシャリストがここ
には集っています。美容の枠にとらわれず、
例えば最近はサロンのディスプレイやテーブ
ルコーディネートなんかも勉強中。サロンの
ディスプレイにもぜひご注目ください。

美容師は身だしなみも大切。ヘアやメイクはもちろんの
こと、服装もアシスタントは綺麗な制服でお客さまをお
迎えします。お客さまにアドバイスする立場だからこそ、
自らもしっかりおしゃれするということもひとつの理由
ですが、何よりお客さまに気持ちよく過ごしていただく
ためのおもてなしという意味もあります。

「シャンプー責任者」
アシスタントにも責任感
以前よりパワーアップした“まごころシャンプー”を徹底いたします。また、
シャンプー指名もございます。お客さまに合ったシャンプー担当もご指
名ください。そして、スタッフのケアにも取り組みます。大切なお客さま
の髪を施術させていただくからこそ、手のケアとしてシャンプーグローブ
を着けさせていただく場合もございます。

リニューアル前の店舗に

来店いただいていたお客さま

お一人おひとりのお顔は

もちろんちゃんと覚えています。

GR EETING
総店長　堀内 拓也

第 6 回 東京三騎会コンテスト イブニングスタイル部門 優勝
第19回 東京三騎会コンテスト サロンスタイル部門 優勝
第 1 回 山梨県カットコンクール  優勝
第 2 回 山梨県カットコンクール  準優勝
第25回 東京三騎会コンテスト 
和装スタイル部門 優勝／サロンスタイル部門 準優勝
第30回 東京三騎会コンテスト イブニングスタイル部門 優勝
第34回 東京三騎会コンテスト イブニングスタイル部門 優勝
FNSスーパーデザイナー大賞  静岡県テレビ賞
東京三騎会デザインスクール  優勝
第42回 東京三騎会コンテスト サロンスタイル部門 準優勝
クリエメイクアップコンテスト 全国大会 優勝
第42回 東京三騎会コンテスト カッティングスタイル部門 
新美容出版社賞・優勝／和装スタイル部門 優勝
ZELE甲府昭和店  イトーヨーカドー年間売上 全国1位
東京三騎会デザインスクール  銀賞

1982
1988
1988
1989
1991

1994
1996
1996
1997
2000
2000
2000

2002
2002

第47回 ZELEネットワーク全国大会 カットB部門 準優勝
第48回 ZELEネットワーク全国大会 
和装スタイル部門 優勝・百日草賞
ZELEネットワークデザインスクール  銀賞
第50回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
カットB部門 審査員特別賞
ロレアルプロフェッショナル スタイル＆カラートロフィー 
オールジャパンファイナル ファイナリスト
第52回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
イメージ部門 優勝
ロレアルプロフェッショナル スタイル＆カラートロフィー 
オールジャパンファイナル ファイナリスト
第 6 回 武市昌子杯 和洋花嫁色直し部門 審査員特別賞
第53回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
アップスタイル部門 百日草賞
第 7 回 武市昌子杯 和洋花嫁色直し部門 
優勝・審査員特別賞
第54回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
アップスタイル部門 百日草賞・準優勝
ロレアルプロフェッショナル スタイル＆カラートロフィー 
オールジャパンファイナル ファイナリスト
ロレアルプロフェッショナルパーマコンテスト  佳作
第55回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
イメージ部門 準優勝／カットA部門 優勝／カットB部門 優勝
第57回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
アップスタイル部門 優勝
ロレアルプロフェッショナル スタイル＆カラートロフィー 
オールジャパンファイナル ファイナリスト
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2003
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2009
2009
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2010

2011

2011
2011

2013

2013

第58回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
イメージ部門 優勝／アップスタイル部門 優勝
第59回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
イメージ部門 優勝／アップスタイル部門 優勝
ロレアルプロフェッショナル スタイル＆カラートロフィー 
オールジャパンファイナル 
全日本美容技術選手権 全国大会 中振袖着付競技の部 入賞
東京ビューティーコングレス エリアサーキット2016 東京大会 優勝
ロレアル パーマトロフィー2016  シルバーアワード・IDアーティスト賞
第60回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト カットB部門 優勝
東京ビューティーコングレス   最終ノミネート
ロレアルプロフェッショナル スタイル＆カラートロフィー 
オールジャパンファイナル IDアーティスト賞
第61回 ZELEネットワーク美容技術コンテスト 
カットA部門 優勝／アップスタイル部門 準優勝／イメージ部門 準優勝

2014

2015

2015

2015
2016
2016
2016
2016
2017

2017

AWA R DS
受賞経歴

66年のチャレンジ。日本一を目指して。

PERSONAL DESIGN
あらゆる“わたしらしさ”を実現させる
お客さまを美しくするための
すべてのメニューがここにある。

全頭にパーマをかける時
代から、スタイルづくりの
ために必要最低限のカー
ルで元々の素髪を生かす
主体の時代。AIRWAVEや
コスメティックパーマが
得意です。合言葉は「1本
からでも大丈夫！！」

質感を大切にしている
パーマデザイン

基本技術の確かさが
本物の証
私たちが長年培ってきた技術と知見を集約した「BASIC」
を基本とし、多数の講習やコンテストを通して磨いたデザ
インを売りにしております。たとえばカットひとつとっても、
ヘアもファッションも年齢の壁がなくなった今、一人ひとり
の骨格に裏打ちされたデザイン性の高さを重要視してい
ます。それを可能にする技術が、私たちにはあります。

こだわりの3Dカラー
カラーはいまや単色塗りの
時代ではなく、コントラス
トをきかせた、グレージュ
やメッシュを生かした3Dカ
ラーなどが流行しています。
300以上を超える色彩バリ
エーションを中心にロレア

ルプロフェッショナルが独自に開発した『AMPLIFIX』を導
入し、従来のカラーの一歩先を行く、美しい品のあるヘア
カラーが人気です。

BASIC
cut .color .perm

カウンセリングを見直し、“パーソナルコンタク
ト”というさらに進化したカウンセリングをは
じめています。従来から大切にしている骨格
やお顔に合わせたデザイン提案はもちろん、
新たに全身のバランス感を鏡から通したシル
エットで確認し、お洋服や全体のラインに合
わせたレングス設定やボリューム感で、“わた
しらしさ”を引き立てます。

パーソナルコンタクト
p ersonal  contac t

パーソナルカラーをオプションで追加できま
す。お客さまが持つパーソナルのイメージを
カラーに落とし込み、ヘアカラー、メイク、服
の色味と様々なシーンでご活用いただけます。
デザインもカラーもお客さま一人ひとりの“わ
たしらしさ”を大切にしてカラー診断をさせて
いただきます。

パーソナルカラー診断
p er s o nal  c o lo r

つけまつ毛の時代から今や、アイ
ラッシュの時代。マスカラをつけ

るより自然でメイキングの手間もかからず、より美しく、長
く、理想のまつ毛へと近づけることができる女性の味方。
しっかりとした美容師免許取得者が施術を行い、高品質の
エクステンションであり、日本製、低刺激のグルーを使用し
ているため、安心してご利用いただいております。

アイラッシュ
e ye las h

ネイル
ご好評につきネイルブランド“カルジェル”を継
続展開。どなたでも安心して使える自爪に優しい

ブランドです。カルジェルの講習を習得したネイリストのみが扱
うことができる認定ブランドになります。新しいチャレンジとし
て、発色をおぎなう新カラーやさらに自爪を健康に保つための
技法を習得しましたので、安心してご利用ください。

na i l

スパ
開放感のあるサロン、半個室のサ
ロン、VIPルームがあるサロン。各

店特徴のある中でのSPAはまさに、贅沢のひ
と時。髪の健康は心の穏やかに関係もあると
いわれます。日頃忙しいあなた様に、ゆっくり
と過ごせる空間、施術を是非お楽しみくださ
い。各ハイブランドのラインナップからご提供
いたします。

spa

メイク
サロンではSHU 
UEMURAのブラ
ンドをメインに取
り揃えて、メイク
のジャパンチャン
ピオン経験者が
教育・指導を行っ
ています。メイク
チームは、山梨の
UTY、NHKのテレ
ビ番組のヘアメイ
クにも参加し、毎
年メイクコンテストにチャレンジしています。
もちろんねらうは優勝ただひとつ！

make u p

着付け
武市昌子杯で和装花嫁部門で全国優勝す
るスタッフや全国のコンテストなど多数の
チャレンジをしています。2年目が浴衣のコ
ンテストを夏まえに行い夏の浴衣を着付け
ができるカリキュラムも行っております。

ブライダル
白無垢からカラードレスまで専門職では決してでき
ない、私たち美容師ならではの、お客さまの期待に一
歩踏み込んだブライダルスタイルを大切な記念日に
お手伝いをさせていただいております。あなた様に
あったブライダルスタイルをぜひ提案させてください。

特別な日も「わたしらしく」、わたしたちが演出します！

「美容で私たちにできないことはない」

時間

美

心

すべてはお客様のうれしいの為に 働く女性を応援する会社として

時間は限りある大切な時間。仕上り時間を先に
お伝えし、テキパキ施術をします。

スピード01

年間を通じ、美しくいられるようにヘアデザイン、
ヘアケアの提案をします。

プロデュース02

まごころこめたシャンプー、清潔なサロン、耳に
心地よい音楽、目に栄養になる本、気持ちのよ
い笑顔でいつもお迎えします。

心地よさ03

いっときは子育ても大事な仕事です。働く時間
を調整してお客様との時間も大切にします。

働き方01

健康でいる事が美の基本。スペシャリストとして
の誇りを持ち、技術磨きに挑戦しつづけます。

挑戦02

いつも明るく前を向いてスタッフ間のコミュニ
ケーションをはかり、お客様中心のチームワー
クのよいサロンにします。

調和03

p r o m i s e

ZELEの

3つ
の約束

デザインの素 元気の素

素材の素

素
-Nude-

進化し続ける老舗。
伝統や基礎は脈々と受け継ぎながらも、
新しい可能性も柔軟に取り入れる、「つまり、最強」。

良いデザインは髪の素材が重要である。ダメージヘアに表面上のデザインを施しても、それはごまか
しにしかなりません。まずは素の髪の美しさがあってこそ、デザインは輝きを放ちます。だから、私たち
サロンは良い髪、いわゆる健康的な髪を求めて、世界基準のケラスターゼインスティチュートサロンと
してお客さまの髪の健康を重視した最新のデザインを提供させていただきたいと思っております。

今は本当の豊かさとは何かを問われる時代。ものにあふれ便利になった時代だからこそ、素材を大切
にして、古い物を大切にする。良いものは時代を越えて残るものだから、私たちは最新のものだけで
なく本当に髪に良いもの、伝統的な技術、ゆるぎないデザインも大切にしています。

さまざまなお客さまの素材を引き出すために、パーソナルビューティーを求めていく。髪が元気じゃな
いと、決まらないと、気分が前向きにならないもの。だから、一人ひとりの美しさを引き出すパーソナル
デザインを実現することで、髪も心も健康になり、だから心から元気になれる。地域においてそんな美
容室でありたいと願っております。すべてにおいて美しくを心に持ち、あなたらしさをお手伝いします。

HAIR 
DESIGN
素材の良さを最大限に引き出していく。
私たちが求める美しさとは、そういうこと。

年に一度のお客さまへの感謝祭。
テーマを決めて、プレゼントや素敵
な音楽を楽しみながら、とびきりの
笑顔ととびきりのおもてなしで皆さま
を美しくさせていただく特別な日です。

月の宴
秋の夜長、虫の音を聞きながら、素
敵な音楽で月の光に身をゆだねた
い。同じ時間を共有し、コミュニケー
ションを重ねて10年間。十五夜の晩
に音楽会を10年間開催しています。

心の豊かさは食に通じていくものだと考え
ます。美味しいものを食する幸せと目で見る
テーブルコーディネートの美しさを勉強して
います。今後は、食育や健康についても講師
の方をお招きして教室を開いていきます。

ZELEの日

花パーティー
年に1回、新人を迎えるその日に行って
いる伝統行事です。花を通じて四季を
感じる。私たちは日本の心を大切にし、
自然に感謝しながら新人を迎え、楽し
いパーティーをしています。

料理教室

メイクスクール
いつもの私、明日の私、違う私になりたい。新しい
自分に出会うため、定期的なメイクスクールを開
催しています。ZELE甲府向町ではSHU UEMURA
の講師の方をお招きして、シーズンや年齢など
テーマ毎に、お客さまとの勉強会を開催しています。

蔵書・アート
各店に置いてある本棚で、沢山の知
りたい事と目に良い本が私たちの気
持ちを高めてくれます。お気に入りの
1冊をぜひ見つけてみてください。　

CULTUR E
働くだけではなく、良き人生を送るため美容の仕事を
通し美を磨き人間を磨き、お客さまのうれしいを共に
喜べる毎日にしたい･･････それが私たちの喜びです。

感謝の日

おもてなしの心

喜びの日
目に薬、心に栄養

より美しく

宝物のカンタータ
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