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Live Athlete

挑戦者になる！
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コミュニケーション

ライフサポート

ライブアスリートは、最新の技術や設備がいち早く揃い、教育カリキュラムも充実。
さらに県外からの就職でも安心のライフサポートシステムが整うなど、
美容師として挑戦し続けるための万全な環境づくりをしています。
目指すは千葉一、日本一、そして世界一の美容室です。
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Challenge!!一流のアスリートのように、
常に何事にも挑戦できる会社であり続けたい。



Challenge!!キャリアアップへの挑戦

教育カリキュラム

ライブアスリートは最新の技術や設備がいち早く揃い、育成カリキュラムも充実。
さらに県外からの就職でも安心のライフサポートシステムが整うなど、
美容師として挑戦し続ける為の万全な環境作りをしています。
技術やデザインは大切だけど、基礎や理論をしっかり学ぶことが
スタイリストとして活躍していく過程でとても重要だと思います！
焦らずじっくりと頑張って下さい。

美容師の仕事は、シャンプー・トリートメント・カット・パーマ・ヴァラーリング・セットの他に、スタイル創りや着付け、
メイクなどがあります。
入社後はサブアシスタントからスタートし、各工程ごとに先輩スタイリストの技術指導を受け、各ステージをクリアしていきます。

目標は一流スタイリスト。
各ステージに挑戦しクリアしていくことで
夢に近づけます。

スタイリスト人生への
挑戦がスタート！
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仕事にも慣れてきた
セカンドステージ！

ワンランクアップを感じる
このステージが正念場！
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マッサージ /シャンプー /オールパーパス

ブロー /デザインカラー 
カット ( ワンレングス、ブラデーションボブ、セイムレイヤー、ロングレイヤー、刈上げ、ホイルワーク )

カット理論 /パーマモデル /カラーモデル /ストレートモデル

カットモデル

カットモデル (指定スタイル、フリースタイル )

デザインパーマ (縦巻き、ツイスト、スパイラル、ピンパーマ )

メイク /眉カット

ストレート塗布 /カラー塗布 /アイロン操作

ストレート理論 /カラー理論 /パーマ理論

ブロー /デザインカラー

カ ト理論 /パ マモデル /カラ モデル /ストレ トモデル

カットモデル

論カット理論 /パーマモデル /カラーモデル /ストレートモデル

トモデル (指定

デザインパーマ (縦巻き、ツイスト、スパイラル、ピンパーマ )

メイ 眉カ トメイク /眉カット

一つずつ確実にクリアしていき
スタイリストデビューを目指します。
特定の項目に合格することにより
技術手当が支給されお給料にプラス
されます。

スタイリストへのキャリアパス

森 祐樹

リアパスへののキャリへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへのキャリ

マッサージ /シャンプー /オール

ストレ ト塗布 /カラ 塗布 /ア

ストレート理論 /カラー理論論 /パストレート理論 /カラー理論

注目ポイント！

パーマは巻きが

かんじん！

この頃には

接客はばっちり

これからも頑張るぞ！！

キレイ好き！

直接現場で肌で感じながら美容師

としての技術を学べます。

閉店後は修行の時間です。

接現場で肌で感じながら美容師

しての技術

店後は修行

肌で感じながら美容師

術を学べます。

行の時間の時間です。

スタイリストデビュー！！

定スタ定スタイ

ホイルワークワーク )

タイル フリースタイル )イル、フリ スタイル )



ライブアスリートの取り組み

大切なことは、日々勉強し続けること。更なるスキルアップ、情報を共有する場として
様々なセミナーや研修に参加する機会があります。

美容師としての挑戦に終わりはありません

お客様により上質なサービスを提供するために

▲美容セミナー美容セミナー

海外研修

▲トルケア

▲海外研修 ▲フォトコンテスト

▲エア・ウェーブ

▲デジタルパーマ

カット アップ メイク 着付け 接客 設備カラー

スタイリストデビューしてさらに経験を積むとシュワルツコフ主催海外研修へ行くことができます。
全国から凄腕美容師さん達が集まりヘアショーやチャリティーカット、海外の美容事情など
盛りだくさんな内容で行われています。

シュワルツコフ、ミルボン、リアル科学など美容メーカーの最新の理論、薬液、技術講習などがあ
ります。　定期的に講習会をすることにより最新のトレンドや技術を身につけ更なるスキルアップ
を目指しています。

フォトコンテスト
メーカー主催のフォトコンに参加して美容師としての感性や表現力を高めています。サロンワーク
には無いワクワク感があります。

▲ヘッドスパ

最新技術や設備をいち早く導入

お店に実物の機器があるので

いつでも何度でも納得いくまで

練習することができます！

たくさんのセミナーや研修で、

最新の技術やスタイルを幅広く

身につけられる環境がありあす。

頑張り次第で

スパニストの

資格も取れます！

ライブアスリートでは、業界で話題の最新技術や設備を常にいち早く導入しています。
最新技術を取り入れ幅広い技術を学ぶことでスキルアップをし、最新設備を設けることで、
お客様に上質なサービスを提供することが出来ます。



Challenge!!
Assistant

Assistant

Assistant

だからライブアスリートに決めました

コミュニケーション

教育カリキュラムがしっかりしていたので決めました！

アシスタントの一日を紹介します

[FUSION]　アシスタント　倉田 愛依理 （パリ総合美容専門学校卒業）

Q. ライブアスリートに入社したきっかけは？

学校のガイダンスで話を聞く機会があり、会社の方針や教育カリ
キュラムもしっかりしていたのでライブアスリートに決めました！

Q. お店はどんな雰囲気？

Q.ライブアスリートに入社したきっかけは？

Q. お店はどんな雰囲気？

Q.ライブアスリートに入社したきっかけは？

Q. お店はどんな雰囲気？

アットホームで落ち着いた雰囲気です。スタッフ同士も仲がよく
働きやすい環境です！

Q. 仕事をしていてうれしかったことは？

お客様に「来るたびにどんどん上手になっていくね！」と成
長を見ていただけて褒めていただいたときです。

Q. 夢や目標は？

Q. 仕事をしていてうれしかったことは？

Q. 夢や目標は？

Q. 仕事をしていてうれしかったことは？

Q. 夢や目標は？

まずはもちろんスタイリストになること！スタイリストになってから
は、着付け・アイラッシュ・メイクなどに力を入れ、美容をきわめ
てトータルでお客様をサポートできる美容師になることです！

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

楽しく働いてお互いに刺激し合いながら成長して、一緒にお店を盛り上げましょう！

清潔感のある店内にいつもスタッフとお客様の笑顔が溢れています！
[ZEAL・茂原 ]　アシスタント　中村 俊介 （東洋理容美容専門学校卒業）

内装・外装共にオシャレだと感じたことと、最新の機器がそろって
いて講習会なども頻繁にやっていてたくさん勉強できそうと思った
からです。

清潔感のある店内にいつもスタッフとお客様の笑顔が溢れています。

シャンプーやマッサージなどをお客様に褒めてもらえることがとて
もうれしいです。指名をいただけたときは格別にうれしいですね！

早くスタイリストになり、たくさんの指名をいただけるようになりた
いです。ライブアスリート指名数ナンバーワンを目指します！

先輩方も面倒見のいい人たちばかりですぐ打ち解けられると思います。
喜びとやりがいもあり、お客様を笑顔にできるすばらしい仕事なので一緒に頑張りましょう！

地域の方やお店の常連のお客様と近づけるサロンに就職したかった！
[ZEAL・君津 ]　アシスタント　平田 望 （東京文化美容専門学校卒業）

知人の紹介で興味を持ちました。地域の方やお店の常連のお客
様と近づけるサロンに就職したかったのと、なにより美容の道を
支えてくれた両親の髪をいつでも切れるように有名店や人気エリ
アではなく実家から通えるZEALを選びました！

スタッフ同士仲がよくて笑いが絶えず楽しく仕事ができます！

常連のお客様に顔と名前を覚えてもらえて声をかえてもらえるよ
うになったときです。もっと技術を身につけてお客様と接する時
間を増やしていきたいです！

お客様に「あなたに任せる！」と言ってもらえるような信頼される
スタイリストになりたいです！

色々な事をチャレンジさせてもらえるし、先輩方も優しいので楽しく仕事ができますよ！

▲AM.8:50 出社 ▲AM.9:40 朝礼 ▲AM.10:00 営業開始 ▲お昼ごはん

▲PM.9:30 帰宅 ▲PM.8:30トレーニング ▲PM.8:00 掃除チェック ▲仕事風景

実践を通して美容師の

技術を学びます

練習はいつも

かかせません！

お客様とのやりとり

も大切な仕事

[ZEAL・茂原店 ]
アシスタント
中村 俊介

おはよう

ございます！
掃除は

心の鏡！

丁寧に！
すばやく

丁

すば

丁寧に！
ばやく



現場スタッフが語るライブアスリート

Stylistお客様の希望以上の仕上がりになったときのお客様の笑顔の瞬間が嬉しい
[ZEAL・茂原 ]　スタイリスト　平林 道子

Q. 美容師なって嬉しかった事は何ですか？

お客様の希望のスタイルを聞き、さらに提案して希望以上の仕上がりに
なったときのお客様の笑顔の瞬間です。

Q.なぜライブアスリートに決めたのですか？

子供の運動会や発表会などのイベントの時などに休みがとれるところが
魅力でした。最初はパートで入社したのですが今は正社員で働いていま
す。子供がいても安心して働ける職場だと思います。

Q.これからの目標は何ですか？

髪だけではなくトータルで美をサポート出来るような美容師を目指して
がんばっています。

Q. 努力した事は何ですか？

指名率がなかなか上がらず悩んでいた時にお客様一人一人の求める技術・
接客を心がけ、今ではそれを乗り越え、たくさんの方に指名して頂ける
様になりました。

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

一人前の美容師になるにはいろんな壁があると思います。その壁を逃げずに立ち向かい乗り越えることで成長していくと思います。素敵な美容師さんを目指してがんばりましょう。
お店の魅力、最新の美容機器や薬剤が常にそろっていて技術の幅が広がります！

Stylistスタッフが元気！お客様が多く活気があるところです！
[ZEAL・君津 ]　スタイリスト　伊藤 翔

Q. 美容師なって嬉しかった事は何ですか？

お客様に仕上がりを褒めてもらったり関心をもってもらえたときです！結婚
したときにお客様に『おめでとう』と言ってもらえた時はうれしかったです！

Q. 美容師として大切なことは何ですか？

いろんな事に興味を持ったり好奇心旺盛になることことが大事です。
そうすることで新しい知識や技術などみにつけられたり、自分の成長に
もつながると思います。

Q.これからの目標は何ですか？

お客様と長いお付き合いができるようになっていきたいです。
そのためにできるだけ色々な知識や技術を磨いて長く現場で活躍できる
ようにしたいです。

Q. お店の楽しい思い出は何ですか？

社員旅行が楽しいです！国内や海外など様々な場所に行けて、外国のい
いところを発見したり、改めて日本の良さを実感したり話題も豊富に
なってお客様との会話もはずみます！

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

美容師という仕事は自分の技術や行動でお客様からお褒めの言葉を頂いたり、喜んで頂いたり、やりがいのある仕事だと思うのでスタッフみんなで共有しながら一緒に頑張りましょう！

Stylist社員旅行、忘年会、海外研修などで他店舗のスタッフと交流できます！
[ZEAL・木更津 ]　スタイリスト　土井 幸子

Q. お店の魅力は何ですか？

社員旅行、忘年会、海外研修や、BBQなど営業とは別に楽しみもたくさ
んあります。多店舗のスタッフとの普段味わえない時間も魅力の一つです。
社内・外講習や撮影会などもあって多方面で充実しています。

Q. 美容師として大切なことは何ですか？

一人の仕事ではなくチームプレーを意識しています。あとはやっぱりお
客様への細かな気づかい、笑顔で接客です！

Q. お店の楽しい思い出は何ですか？

私はパートですが目標売上を達成したことや、指名がお店で 1番にな
れたときです！

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

お客様との会話も一つの勉強で、ためになる話も聞けるし、こちらからも提案できるので色々な世界も広がります。たくさんのことにみんなで挑戦していきましょう！！

Stylist長く働いているスタッフがいる事も魅力の一つです！！
[ZEAL・君津 ]　スタイリスト　河野 菜緒美

Q. お店の魅力は何ですか？

専門学校を卒業後、このライブアスリートに就職。
その後一度は美容の仕事から離れましたが、その間はお客さんとしてお店
に通っていました！せっかく資格を持っているのに、生かせてないのがずっ
と心残りでしたが、結婚を機に声をかけてくれたのが当時一緒に働いてい
たスタッフでした。（当時の同期！今は上司です 笑）
長く働いているスタッフがいる事も魅力の一つですね！！

Q. お店の楽しい思い出は何ですか？

変わっている事がたくさんあり、お店の進化を感じます。
新しい事など、みなさん本当にやさしく、いつも丁寧に教えてくれます。
美容の仕事をしていて、お客様が笑顔で帰られる姿を見られた時は最高
にうれしいです！その姿をたくさん見られるように、これからもがんば
ります！

これから入ってくるライブアスリートスタッフにメッセージ！

とても明るく楽しい職場です！一緒に元気に盛り上げていきましょう‼

StylingMake Hair Challe
ngeLiveAthlete



Spring

Challenge
Summer

ハロウィン月10

一流のためには生活の充実も大切！

ライフサポート

仕事に研修、遊び、挑戦。
一流のためには仕事だけではなく生活の充実も大切です。
ライブアスリートの１年とエピソードをご紹介。

Winter Autumn

冬のイベントはこれで決まり！
運動不足の人、筋肉痛注意！

な、なんと有名5つ星旅館にて！
豪華景品Get のチャンス！

個性豊かな衣装でお客様をお出迎え！
みんなが楽しめるイベントです！

メーカー主催のコンテストに挑戦！
自分の感性を表現するなら
やっぱりフォトコンでしょ！

フォトコンテスト月6

月

忘年会月12スノボー月2

1 年で最もアクティブな時期に突入！
本当の夏の遊び方教えます！

ライブアスリート海開き月7
戦戦戦

スト 7
！

ト 77

2 度目の海外研修！今回は誰が…。

海外研修 PartⅡ月11

ようこそライブアスリートへ！
ワクワクする 1年の始まりです！

月4 入社式
(オリエンテーション )

選抜メンバーによる研修旅行。
全国の美容師さんとの交流や
意見交換の場です！

海外研修旅行月5

国内外、色んな場所で仕事を忘れて楽しもう！
次回予定地は…!?

月3 社員旅行

ライバルはご近所のサロン！！
お客様の目を引くディスプレイ、
期待してます！

ベイエリアならではの花火大会の多さ！
浴衣に着替えて Let's go ～！

花火大会月8

ディスプレイコンテスト9月

一生に一度の大切な日だから！
スタッフ全員で新成人をプロディース！

成人式月1

ライブ！

アスリート！！

やほーい！！

とぉぉう！！

どーん！！

きゃー♪

実は昨年当てちゃいまして…

ムフフフフ！！

翌日みんなが筋肉痛で苦しんだのは秘密…

♪

^^

^^

♡
♡

♡

♪
♪

行くよー！

はしゃぎすぎ

注意！！

着付けやメイク

人生の大切な

イベントだから

頑張ります！

飛びすぎても

大丈夫！！

海外旅行は

おしゃれの参考に！

ワクワクもドキドキも

これから気合いを入れます！



ライブアスリートアクセスマップ

ライブアスリート各店のある千葉は都内へのアクセスも、
自然あふれる海や山へのアクセスもどちらも出来る立地です。

ZEAL KIMITSU

ZEAL KISARAZU

ZEAL MOBARA

▲千葉県

FUSION
九十九里浜

鴨川シーワールド

海ほたる

成田空港

千葉駅

船橋駅

松戸駅

ららぽーとTOKYO BAY

三井アウトレットパーク木更津

酒々井プレミアムアウトレット

幕張メッセ

東京駅

羽田空港
東京湾

相模湾

横浜みなとみらい

東京ディズニーランド

東京スカイツリー

東京湾アクアライン



!!Challenge店舗情報

会社案内

ZEAL KIMITSUZEAL MOBARA

FUSION
フュージョン

ジール・君津店ジール・茂原店

ZEAL KISARAZU
ジール・木更津店

街の人々に愛され続ける第1号店
1995 年 3月市原市にオープン。
店名は、色々なことに取り組んでいきたいという決意を込めて名付けました。
今では老若男女問わず、街の人々に愛されるサロンとなりました。

TEL  / 0436-25-0889
FAX / 0436-25-0953

〒290-0054 千葉県市原市五井中央東 2-17-2イーストコート1号館 101

□営業時間 / 平　　日 10:00～ 20:00
　　　　　 / 日・祝日 10:00～ 19:00
□定 休  日 / 毎週火曜日

カット面：５、シャンプー台：２、デジタルパーマ、エアウェーブ、
ナノスチーマー

カット面：13、シャンプー台：６、キッズスペース、デジタルパーマ、
エアウェーブ、ＹＵＭＥシャンプー、ナノスチーマー、炭酸泉

カット面：11、シャンプー台：５、キッズスペース、デジタルパーマ、
エアウェーブ、ＹＵＭＥシャンプー、ナノスチーマー、炭酸泉

カット面：13、シャンプー台：６、キッズスペース、デジタルパーマ、
エアウェーブ、ＹＵＭＥシャンプー、ナノスチーマー、炭酸泉

穏やかな空気が漂う癒しの空間
2004 年 9月木更津市にオープン。
白を基調とした清潔感あふれるスタイリングスペースと穏やかな間接照明に包まれた
暖かみのあるリラクゼーションスペースがお客様を癒やします。

解放感のあるグループ最大規模のサロン
2008 年 2月君津市にオープン。スタイリング、リラクゼーションスペース共にゆっ
たりとした開放感のあるグループ最大規模のサロンです。他のグループ店同様、
お客様に愛されるサロンに成長しました。

ライブアスリートが誇る人気店
2006 年 9月茂原市にオープン。
グループ店の中では唯一千葉県の外房に位置し、外観・内観共に、シックな深い
ブラウンを基調としたモダンな空間です。地域のお客様に親しまれるサロンです。

SHOP DATA SHOP DATA

SHOP DATA SHOP DATA

TEL  / 0438-52-7878
FAX / 0438-52-7979

〒292-0804 千葉県木更津市文京 3-4-16

□営業時間 / 平　　日 10:00～ 20:00
　　　　　 / 日・祝日 10:00～ 19:00
□定 休  日 / 年中無休

□営業時間 / 平　　日 10:00～ 20:00
　　　　　 / 日・祝日 10:00～ 19:00
□定 休  日 / 年中無休

□営業時間 / 平　　日 10:00～ 20:00
　　　　　 / 日・祝日 10:00～ 19:00
□定 休  日 / 年中無休

TEL  / 0475-20-1313
FAX / 0475-20-1414

〒297-0074 千葉県茂原市小林 2258

TEL  / 043９-50-9696
FAX / 0439-50-9494

〒299-1163 千葉県君津市杢師 2-2-33

ライブアスリートのスタッフが、美容師として挑戦し続けている各店舗を紹介。
このフィールドで、あなたもこれから新たなチャレンジに挑もう！
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JR 内房線 新茂原駅 徒歩 10分

JR 内房線 五井駅 徒歩３分 JR内房線 木更津駅 徒歩 10分

JR 内房線 君津駅 徒歩 15分



!!Challenge
挑戦者求む！

会社概要

http://www.zeal-la.co.jp/

社名
住所

TEL
FAX
設立
資本金
売上高
代表者
従業員数

株式会社ライブアスリート　－LIVE ATHLETE－　
〒290-0054
千葉県市原市五井中央東 2-17-2
イーストコート1号館 101
０４３６－２５－０８８１
０４３６－２５－０９５３
平成 10年１月
1000万円
1億 5000万円
後藤健一郎
２５名

千葉　ZEAL 検 索

勤務地
勤務時間
初任給
諸手当
昇給
休日
福利厚生

FUSION、ZEAL 各店（車通勤可）
9:45～ 18:45
170,000 円以上
各種技術手当・販売手当・残業手当・着付
随時
月6日　正月休みあり
社会保険完備・社員旅行・海外研修
新生活応援費 20万円支給・帰省交通費援助

地域密着を目指す理念の基、
数多くのパートタイマーの方も活躍しています。

詳細につきましては、各店までお気軽にお電話ください。

平成  7 年 3 月
平成 10年 1 月
平成 12年 3 月
平成 16年 ９月
平成 18年 9 月
平成２０年 1 月
平成 20年 ２月
平成２4年  7月

フュージョン設立（本店 市原市）
有限会社セクション設立（市原市）
ヘアー・ウィッシュ・イノセントOPEN
ZEAL 木更津店OPEN( 木更津市 )
ZEAL 茂原店OPEN( 茂原市 )
株式会社ライブアスリートに社名変更
ZEAL 君津店OPEN( 君津市 )
ヘアーウィッシュイノセントをフュージョンと統合

沿革

地方出身者
にうれしい

新生活応援
費支給！！

2０万円

応募方法

ライブアスリートでは、県外から上京してきた方に20万円の新生活応援費を支給。
不動産情報の提供、自転車の貸与、社用車もあるので通勤や店舗間の移動もラクラク！
また、帰省のための交通費援助や長期休暇をとることができ、安心して美容師ライフが
送れるようサポートしています。

ライフサポートシステム

詳細につきましては、各店までお気軽にお電話ください詳
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