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この度、ジェンダー平等を推進する、脱⽑サロン「KIREIMO（キレイモ）」などを運営する株式会社ヴィエリス（本社: 東京都

渋⾕区、代表取締役社⻑ 兼 CEO：佐伯真唯⼦）は、4⽉1⽇（⽊）にオンライン⼊社式を実施しましたので、式の模様をご報告
いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
■SDGs No.5「ジェンダー平等を実現しよう」を推進する株式会社ヴィエリスが新⼊社員に伝えたいメッセージ 

株式会社ヴィエリスは、お客様の外⾯だけではなく、内⾯からの美しさもサ
ポートしています。本⽇⼊社する新⼊社員 109 名に向けて CEO の佐伯真唯⼦
⽒（写真左）は、⾃⾝が⽴ち上げメンバーとして携わった際、「⼈を⼤切にす
る会社」にしようと⼼に誓ったとし、⼥性が働きやすい環境づくりを追求し
続けていると伝えました。その中で、SDGs No.5「ジェンダー平等を実現し
よう」を推進し、その⼀環として若い⼥性に多く⾒られる、⾃分を過⼩評価
する「インポスター症候群」の改善に向けて、「⼈を褒める⽂化」を⼤切にし
ていると伝え、社内 SNS を活⽤しお客様からいただいた素敵なメッセージを
全社員に発信する取り組みを実施していることを話しました。さらに、「刻々
と変化する時代の中で、⾃⾝の経験が⾃分を守ってくれる。たくさんのチャ
ンスがあるので勇気を持ってチャンスを掴んでください。」とエールを送りま

した。SDGs 推進室⻑である⼭脇有希⼦⽒（写真右）は、「ありのままの⾃分を愛し、⾃信と誇りを持ってお客様に寄り添い、最
⾼のホスピタリティを⼀緒に提供いたしましょう」とメッセージを送りました。 
 
■去年に引き続き、M-1 グランプリの覇者がサプライズ登場し 

この⽇のためだけのアレンジネタを披露！  
スペシャルゲストとして呼び込まれたのは、M-1グランプリ 2020 の王者、マヂ

カルラブリー。モニターに映っている 109 名の新⼊社員を⾒て、驚きを隠せない様
⼦でした。そして、7つ集めると願いが叶う⽟を探す旅に出るという漫才を披露。
野⽥クリスタルが得意とする独特な動きと、村上のキレのいいツッコミで会場は⼤
盛り上がりを⾒せました。漫才の締めには「お前は 7つの⽟を集めて何をお願いし
たかったんだよ！」と村上がつっこむと、野⽥クリスタルが「脱⽑がしたいです」
と締め括り、会場からは拍⼿が巻き起こりました。 
 
 

＜事後レポート＞ 
報道関係各位 

SDGs No.5「ジェンダー平等を実現しよう」を推進する 
脱毛サロンKIREIMO(キレイモ)を手掛ける株式会社ヴィエリスが 

昨年に引き続き入社式をオンラインで開催 
今年もM-1 グランプリから、2020年の王者マヂカルラブリーが 

この日のためだけのアレンジネタをサプライズ披露！ 
おばたのお兄さんが超SNS時代を生きるテクニックを大公開！ 
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■マヂカルラブリーとおばたのお兄さんのトークセッション⼀問⼀答！SDGs について取り組む⼀⾯も。 
 
Q：オンライン⼊社式の感想は？ 
A：（野⽥さん）新⼊社員 109 名を迎えるのに、場所を取らない会場で実施
できているのが新時代ですよね。 
（村上さん）画⾯を通して皆さんの顔が観られるのはすごい。ライブで
やるより、皆さんの顔がちゃんと⾒えます。（新⼊社員に向けて）皆さ
ん、めちゃくちゃ⾒られてますからね！ 
（おばたのお兄さん）まずはおめでとうございます。オンライン⼊社式は、
まさしく新時代の形だなと。静⽌画の⼈とか影武者を映している⼈とかい
るんじゃないかな。 
 

Q：美意識について、清潔感を保つために実施していることはありますか？ 
A：（野⽥さん）体を鍛えているので、栄養には拘っている。ビタミンをとにかく取るようにしています。サプリの錠剤だけで過ご
そうと思った時期もあるくらい。化粧⽔も買うようになりました。 
 （村上さん）僕は美意識の塊。上⼿く（⾒た⽬に）反映されていないだけで、3,000円の⾼級シャンプーを使っていますし、ボ
ディソープも⾼級ブランドのものを使⽤しています。 
 （おばたのお兄さん）芸⾵的に 16 年前の⼩栗旬さんをキープしないといけないので、この中で⼀番美意識が⾼い。奥さんと話
す時は⼭⽥優さんと話しているつもりで会話しているし、MENʼS KIREIMO に通っているのですが、毎回寝てしまうくらい全然痛
くなくて、美を保てている。KIREIMO さんのおかげで⼩栗旬をやれていると⾔っても過⾔じゃないです。 
 
Q：SDGs で意識されていることはありますか？ 
A：（野⽥さん）SDGs という⾔葉はひたすら⼼をよぎっています。ふとコンビニに寄る時でも使えるよう、常にエコバッグを持つ
ようにしています。 
 （村上さん）お笑いと称しても楽屋でセクハラめいたことがたまにある。ジェンダー平等のためにそれを⾒つけた時は注意するよ
うにしています。 
 （おばたのお兄さん）フードロス改善のために、ご飯は残さないように⼼がけています。箸の袋に SDGs のマークが⼊っている
んじゃないかと思うくらい、いつも意識しています。 
 
Q：新⼊社員に向けて⼀⾔お願いします。 
A：（野⽥さん）⼈⽣とは何か、僕⾃⾝もまだ探しています。皆さんも探し続けてください。 
 （村上さん）去年までは⼈⽣はろくなことがないと思っていた。でも、未来は希望に満ち溢れています。⼈⽣を楽しんでくださ
い！ 
 （おばたのお兄さん）最初は保守的になることが多いかもしれませんが、チャレンジ精神を忘れず、恐れずに進んでいって欲し
いです。 
 
 
■ブランドキャラクターである渡辺直美、なえなの、出⼝夏希からの祝福ビデオメッセージも放映 
 
 
 
 
 
 
 
ブランドキャラクターを務める 3 名からビデオメッセージが届きました。⻑く同社のブランドキャラクターを務める渡辺直美は「ヴ

ィエリスさんの社員はいつもキラキラしている。仕事は⾟いこともあるけれど、その分新しい⾃分に出会えるチャンスがあるので
楽しく⾃分らしくお仕事をしてください。」とエールを送り、2020 年 3 ⽉から新しくイメージキャラクターになったなえなのは「新
しいことを始めるときは、緊張しますがワクワクすることも多いので、⾃分の選択を信じて前進していきましょう。」、そして出⼝
夏希は「エステティシャンは⼥性の憧れの職業で、笑顔が素敵でかっこいいイメージ。その笑顔でたくさんの⽅を幸せにしてくだ
さい。」とメッセージを送りました。 
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■コロナ禍でバズったおばたのお兄さんが、「超SNS 時代を⽣きる〜可能性は誰にでもある〜」をテーマにSNS 講座を実施 

現在 Instagramで 77万⼈のフォロワーを抱えるおばたのお兄さん
が、新⼊社員に向けて今後の⼈⽣に活かしてもらうための SNS講座を
実施しました。77万⼈のフォロワーのうち 30万⼈は⾃粛期間に増えた
といい、⾃⾝の経験から「発信⼒を強める」⽅法を伝えました。 
今回は Instagramに絞り、「『ながら⾒』で⾒られる⾯⽩さ」を作る

ための施策をレクチャーしました。静⽌画ならインパクトがあるもの、
動画なら離脱率が少ない 20秒以内のもの、そこから⽂章を読むきっか
けを与え滞在時間を⻑くさせること、そしてそれにより Instagramの
AI を味⽅につけてユーザーのおすすめ欄に⾃分の投稿が現れるように
するという戦略を伝授しました。おばたのお兄さんは、「SNS は誰にで
も当たる可能性がある宝くじみたいなもの」と話し、当たったらさらに
拡散⼒を⾼められるよう、投稿を習慣化することが⼤事と語りました。 
 

 
■囲み取材⼀問⼀答 
Q： ⾒た⽬で悩んでいることはありますか？  
A：（野⽥さん）最近急に肌が乾燥してきた。ハタチくらいの頃は、油取り紙がおでこに張り付くくらい脂性だったのに急に乾燥肌に
なったので悩んでいます。 
 （村上さん）メイクさんにメイクしてもらうときにマッサージをしてくれるのですが、叫ばれるくらい⽼廃物が溜まってると驚か
れる。リンパを流したいです。 
 （おばたのお兄さん）⼀⽇ 7~8時間くらい寝ているのにクマがひどい。そして、J.Y. Park さんのモノマネをするようになって顎が
出るようになった。これは本当に何とかしたいです。 
 
Q： 本⽇はエイプリルフール。すでに嘘つきましたか？また、嘘をついたエピソードはありますか？  
A：（野⽥さん）基本嘘は好きではない。嘘と思われたくないから 4 ⽉ 1 ⽇は、SNS は何も更新しないんです。嘘をついたことがな
いです。 
 （村上さん）パジャマで外にいたら、声をかけられて思わず「違います」って⾔ってしまった。それにも関わらず写真を撮ってく
ださいとなって「はい」と答えてしまったので、嘘をついたまま写真を撮ってしまった。 
 （おばたのお兄さん）ずっと騙していて申し訳ないのですが、僕は⼩栗旬ではなく、おばたのお兄さんと⾔います。⼩栗旬と今ま
で信じていた⽅々、本当に申し訳まーきの！ 
 
Q： 新社会⼈に向けて新しい⽣活に馴染むコツや、不安を解消するコツがあれば教えてください 
A：（野⽥さん）15歳からお笑いやっているので 18 年間同じ環境にいる。就職活動もしたことがないので、逆に皆さんに教えていた
だきたいです。想像で⾔うと、⼿をこねて下からいけばいのかな。 
 （村上さん）すごく嫌な⼈がいるかもしれない。そしてその⼈と毎⽇顔を会わさないといけないかもしれない。その時に、どのよ
うにしてその⼈を可愛いと思えるかがすごく⼤事。発想の転換をして乗り越えてほしいです。 
 （おばたのお兄さん）体育⼤で部活をずっとしてきたので、挨拶を本当に⼤事にしている。最近は、挨拶をおろそかにしている若
い⼈が増えているように思います。当たり前が特別になりつつあるので、⼈の名前をきちんと呼んで挨拶することを⼼がけてほしい
です。 
 
Q：⼈⽣⼭あり⾕あり。ピンチの時の脱出⽅法はありますか？ 
A：（野⽥さん）いつも物事を実施する時はゴールから考えている。そうすると意外と答えが⾒えてきます。 
 （村上さん）例えばお笑いだと滑ったときに滑った⾔えること。失敗したときに、素直に謝れる姿勢がとても⼤事です。 
 （おばたのお兄さん）僕ら芸⼈はどん底からのスタート。売れるかわからない不確かなものを追い続けている。今、こうして皆様
の前に⽴たせていただいていることはとても有り難いこと。⼀つ、⾃分の中で信じられるものを持っておくことが⼤事。それが⼼の
⽀えになります。 
 
 
 
是⾮、貴媒体でのお取り扱いのご検討、宜しくお願い申し上げます。 
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（オンライン⼊社式の様⼦） 

 
＜開催概要※敬称略＞ 
●タイトル：株式会社ヴィエリス 2021 年度⼊社式      
●⽇ 時：2021 年 4 ⽉ 1 ⽇（⽊） 1部 10:30~11:15 2部 11:20~11:45  3部 13:00-14:00          
●会 場：株式会社ヴィエリス 本社内（〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕ 2-1-8 Barbizon8 10F）  
●登 壇 者：（第⼀部） 代表取締役社⻑ 兼 CEO：佐伯 真唯⼦（サエキ マユコ） 
  ⼈事部 部⻑ ⽥中 耕介（タナカ コウスケ） 
  営業部 ゼネラルマネージャー 津布⼯ 佳奈（ツブク カナ） 
  営業部 ゼネラルマネージャー 柏原 彩⾹（カシワバラ サヤカ） 
  営業部 ゼネラルマネージャー 平⽥ 美⾥（ヒラタ ミサト） 
  SDGs 推進室 室⻑ ⼭脇 有希⼦（ヤマワキ ユキコ） 
  新⼊社員代表 ⼩林彩花（コバヤシアヤカ） 
   （第⼆部）マヂカルラブリー、おばたのお兄さん 
 （第三部）おばたのお兄さん 
 
＜株式会社ヴィエリス＞ 
⽣き⽅までも輝かせる、新・美容カンパニーへ 
ヴィエリスは、「外⾒的な美」ではなく「⽣き⽅の美」を第⼀の価値と考える美容カンパニー。その思想の根底にあるのは、徹底的
なお客様⽬線です。美容を通して、お客様が前向きに⾃分らしく⽣きていくためのきっかけや⽀えになりたい。同時に、⼀緒に働く
仲間みんなの個性が輝ける会社でもありたい。そんな思いを胸に、私たちが出会う全ての⼈⽣を、美しく豊かにしていきます。 
 
社名  ：株式会社ヴィエリス（https://vielis.co.jp/） 
代表者 ：代表取締役 兼 CEO  佐伯 真唯⼦ 
所在地 ：〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕ 2-1-8 Barbizon8 
資本⾦ ：3,000万円 
従業員数：1,200 名(2020 年 3 ⽉末現在) 
事業内容：①全⾝脱⽑エステサロン「キレイモ」の運営 
     ②男性専⽤脱⽑サロン「メンズキレイモ」の運営 
     ③トータルビューティケアサロン「キレイモプレミアム」の運営 
     ④パーソナライズ・ボディメイク・ジム「プラスミー」の運営 
     ⑤オリジナル化粧品の製造及び販売 
 
＜株式会社ヴィエリスは SDGs を推進しています＞ 
株式会社ヴィエリスでは、持続可能な開発⽬標（SDGs）の No.5「ジェンダー平等を実
現しよう」に賛同し、様々な取り組みを推進しています。そして、⽇本の約 7割の⼥性
が抱えていると⾔われている「インポスター症候群」は、⼥性の活躍をさまたげる要因
の⼀つであると考えています。株式会社ヴィエリスは「インポスター症候群」の改善に
向けても取り組んでいます。 
⼥性が活躍できる社会を推進することで、⼥性が⾃信を持ち、ポジティブに活躍する⼥
性が増えることで、社会の活性化に繋がり、それこそが SDGs の No.５「ジェンダー平
等を実現しよう」の実現につながると考えています。全ての⼥性が⾃信を持って輝く社
会の実現を⽬指せるよう、私たちの活動にご注⽬ください 


