
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者各位 

News Release 

 

2022 年 3 月 10 日 

チャコット株式会社 

次世代型グローバル・フラッグシップストア「チャコット代官山本店」 

２０２２年 3 月 12 日（土）グランドオープン 

オンワードグループのチャコット株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典)は、ブ

ランドフィロソフィーに掲げる“人生を、芯から美しく。”を具現化する、次世代型グローバル・フラッ

グシップストア「チャコット代官山本店」を 2022 年 3 月 12 日（土）にグランドオープンいたします。 

「チャコット代官山本店」は、元「KASHIYAMA DAIKANYAMA」に渋谷から店舗とバレエレッ

スンスタジオを移設し、1 棟全てを運営いたします。創業以来のコア事業であるバレエを堅持しつ

つ、ウェルネス領域への提案ブランド＜チャコット・バランス＞と ＜チャコット・コスメティクス＞の

展開を強化。カフェ、レストランも運営し、生活シーン全般に向けてブランドフィロソフィーをトータ

ルに発信してまいります。 

また、リアル店舗が体験の場としての重要性を増す中、代官山本店が豊かな時を過ごす場となれ

るよう、「デジタル」、「カスタマイズ」をキーワードに、様々なサービスをご提供してまいります。さら

に建物自体がアート作品であるこの館内には、それ自体がアートであるバレエ衣裳のほか、各階にア

ート作品を配置し、五感に刺激を与えるリアルならではの体験をご提供いたします。“バレエの楽し

さ、豊かさを、もっと身近に感じてもらいたい”、“これからの時代に求められる新しい美しさを広げ

たい”との願いを込めて、月毎のテーマに基づくより開かれたコンテンツを、グローバルメディアと

しての代官山本店から世界に向けて発信いたします。世界的に不安な情勢が続く中、「チャコット代

官山本店」はバレエ文化を通じて世界をつなぐ、国際文化交流の懸け橋となることを目指します。 
１ 



― 施設概要 ― 

                                          

   

 

 

 

 

 

     ― フロア別主要取扱内容 ― 

 

 

 

 

■ 名    称 ： チャコット代官山本店 

 

■ 館 ロ ゴ ： 

                  

■ 開 設 日 ： 2022 年 3 月 3 日（木）  グランドオープン３月１２日（土） 

■ 延床面積 ： 約２,４６５㎡（約７４７坪） 

■ 営業時間 ： スタジオ    9:30～22:０0 ※日曜日～２１:00  （休業日：年中無休 ※年末年始を除く ） 

ショップ  11:00～19:00               ( 同上                       ) 

カフェ     9:00～19:00               ( 同上                         ) 

レストラン 11:30～２２:30               (休業日:毎週水曜日 ※年末年始を除く) 

Ｆｌｏｏｒ Ｍａｐ 

5F  プレスルーム / フォトシューティングスペース 

4F  「ＣOTEAU.」 （レストラン コトー） 

3F  ショップ バレエウェア / コスメティクス / バレエ衣裳 

2F  ショップ バレエ用品 （シューズ / シューズ雑貨等） 

1F  バレエスタジオ 

B1  Ｃａｆｅ「COTEAU.」 (カフェ コトー)  / バランススタジオ / フィットネスウェア / コスメティクス 
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    B1 |  Cafe / Studio /Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                  

■ Ｃａｆｅ 「ＣOTEAU.」 （カフェ コトー） 

スイーツ&カフェスタンド。アート（芸術）を支え続けてきたチャコットが新たに提案する FRESH 

FRENCH。スムージーやフレンチサンドウィッチに加え、チーズサンドやフィナンシェなど心身を芯

から美しくするフレッシュでスイートなメニューをご提案。全てテイクアウト可能です。バレエ衣裳を

モチーフにした焼き菓子は、発表会や誕生日などの記念日のプチギフトにも最適です。 

[MENU] 価格は全て税込（店内ご飲食価格） 

▲Drink メニューの例▲ 

・ブレンドコーヒー Regular \480 Tall\550 

・ソイラテ              \600   \680 

・シーズナルドリンク       \６００～  \680～ 

・コーヒーサブスクリプション 30 日間\4,500(Regular サイズのコーヒー・紅茶のみ) 

■ Balance Studio （バランス スタジオ） －ヨガ・ピラティスレッスン－ 

セミプライベートな空間で、プロフェッショナルなインストラクターが一人ひとりの身体づくりをサポ

ートします。少人数制なので、講師から細やかなケアが受けられます。ヨガやピラティスを中心とし

たプログラムを週 50 クラス以上ご用意。お好みのレッスンをお選びいただけます。 

 

・グリーンサプライスムージー  \700 

・イエロープロテクトスムージー \800 

・ピンクラディアントスムージー \900 

▲Food メニューの例▲ 

・本日のサンドウィッチ \700 

・チーズクッキーサンド \300 

・バスクチーズケーキ \800～ 

▲Ｇｉｆｔ Ｂｏｘ▲ 

・フィナンシェ 6 個セット\1,350 12 個セット\2,600 

・チーズクッキーサンド 9 個セット\２，９００ 

・バスクチーズケーキ 3 個セット \2,800 
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[ＯＵＴＬＩＮＥ] 価格は全て税込 

入会金 \5,500（全国のチャコットスタジオ共通） ※65 歳以上の方は入会金無料 

受講料 ①１カ月\23,100（定額制 バランススタジオのレッスンは受け放題です） 

      ②ドロップイン １レッスン\4,400 ※バレエスタジオの５回・１０回チケット＋\1,650 で受講可 

３/14（月）～4/30(土)オープンキャンペーン 会員になると期間中は何度でも\2,200 でご受講可能 

■ Ｓｈｏｐ －フィットネスウェア、コスメティクス－ 

美しさと健やかさを提案する B1 のショップは、「バランス スタジオ」との仕切りを開放して一体化し

イベントスペースとしても活用いたします。イベントは、様々なコラボレーションやオリジナリティ溢れ

る企画をシーズン毎に実施。オープン時には韓国で人気の「KUHO」を Pop Up で展開。バレエから

インスピレーションを得たオリジナルコラボ商品を開発し、「チャコット・バランス」のウェアとのミック

スコーディネイトアイテムを提案します。4 月には、この度初めて開発した”チャコット・キッズウェア”

を代官山限定で発売するのに合わせ、キッズウィークスを実施。“キッズレオタードバトンリレー”（後

述）と合わせてイベントを行います。 

 

Ｃｈａｃｏｔｔ BALANCE 

（チャコット・バランス） 

 

ヨガやピラティスはもちろん、 

デイリーでも楽しめるウェアも。 

ボディケアアイテムもプラスして、 

美しく、しなやかな毎日を 

ご提案します。 

Chacott COSMETICS 

(チャコット・コスメティクス) 

映えるメイクアップ。ステージメイクから誕生したコスメティクスは、舞台に立つ子どもたちの繊細

な肌にも安心して使えるよう素材にこだわっています。普段使いにも人気の高いパウダーや、ベー

スアイテムに加え、チャコットならではのカラーメイクアイテムも１００色展開とバリエーション豊富。 
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    1Ｆ | Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２Ｆ – 3F | Shop 

 

 

 

 

  

■ Ballet Studio （バレエ スタジオ） －バレエレッスン－ 

天井が高い。光が入りやすい。大切な時間を過ごすスタジオだからこそ快適に過ごせるように、足

にやさしく踊りやすいバレエ専用の床を設置。シャワールーム、パウダースペースも完備していま

す。ピアノ伴奏、豪華講師陣など、本物を知るチャコットだからこそのプログラムが満載です。 

[ＯＵＴＬＩＮＥ] 価格は全て税込 

入会金 \5,500（全国のチャコットスタジオ共通） ※65 歳以上の方は入会金無料 

受講料 ①１回ごとの受講 １レッスン\2,750 

      ②チケットでの受講 ５回\13,200 10 回\24,200 ※関東のチャコットスタジオ共通で利用可 

３/14（月）～4/30(土)オープンキャンペーン 会員になると期間中は何度でも\2,200 でご受講可能 

トゥシューズ、バレエシューズ、レッスンウェアからステージ衣裳まで。おとな用から子ども用まで信頼の品

質でご提案。常駐するフィッターが、お一人おひとりに最適なシューズ選びをサポートします。また世界の

ダンサーが愛用する英国・フリード社のフィッターによるオンラインフィッティングも予定しています。 
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■ Toe shoes Memorial Art (トゥシューズ メモリアルアート) 

はじめて履いたトゥシューズや記念のトゥシューズを、写真やチケットなどと共に１枚のフレームに

デザインします。見るたびに舞台での思い出が蘇ってくるでしょう。ご自身の記念にも、贈り物にも

最適です。 

[ＯＵＴＬＩＮＥ] 

・種類：ボックスタイプ、フレームタイプ 

・価格：いずれも\24,750(税込) 

・お預かりするもの： 

トゥシューズ（当社購入品に限る、 

思い出の写真やチケット) 

・納期：承りからおよそ 1 カ月 

■ Kid’s Leotard Baton Relay (キッズレオタード バトンリレー) －キッズレオタード回収－  

みなさまにご愛用いただいたチャコット製子ども用レオタードを、代官山本店店頭にてお引き取り

し、リユース、リサイクルに活用する「キッズ レオタード バトンリレー」を開始します。ご不要になった

子ども用レオタードをお引き取りし、レオタードを必要としているお子さまにバトンをつないでいく

ために、リユース商品を年に数回、チャリティー価格でご提供いたします。 

 

お客様がご不要になった子どもレオタードをお引き取りし、レオタードを必要としているお子さま

にバトンをつないでいくために、リユース商品を年に数回、チャリティー価格でご提供いたします。 

[ＯＵＴＬＩＮＥ] 

1)お引き取り店舗・お引き取り方法 

代官山本店限定。３F に設置しているボックスに 

お入れください 

2)お引き取り対象アイテム 

チャコット製品に限らせていただきます 

  女子 子どもレオタード サイズ 100K～160 

３)お引き取り点数 何点でもお持ちいただけます 

６ 



４Ｆ | Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

５Ｆ | Press room ／ Photo shooting 

 

 

 

 

 

 

           

 

■ 「COTEAU.」 (レストラン コトー) 

食を通してコミュニケーションをとるに相応しい FRESH FRENCH。季節感、素材感、出来立て感

を大切にしながら、エレガントにフレッシュにそしてエキゾチックに仕上げます。月毎の演目テーマに

沿った料理やスイーツをご提供。ここは新たなカルチャーを育む場所です。 

■ Photo Shooting 

舞台演出で活躍するメイクアップアーティストと、プロフェッショナルなフォトグラファー。さらに信頼

のバレエ衣裳。本物を知るチャコットがフォト・アートをご提供します。一瞬の表情を切り取った写真

は、アートワークとしてあなたのお部屋を彩ります。衣裳は館全体のテーマに沿って、月替わりでご

用意いたします。3 月は「眠れる森の美女」、4 月は「白鳥の湖」の衣裳を予定しています。 

[MENU] 価格は全て税込 

▲Lunch アラカルトメニュー例▲ 

・オニオングラタンスープ ¥1200- 

・エビとそら豆のグラタン ¥1,600- 

・黒毛和牛ハンバーグ ¥2,000- 

▲Drink メニュー例▲ 

・グラスワイン ¥1,200～ 

・クラフトビール ¥1,300～ 

 

▲Dinner アラカルトメニュー例▲ 

・総州古白鶏 白レバームース ¥900- 

・ブッラータチーズと季節のサラダ ¥1,600- 

・ムール貝のエスカルゴバター ¥2,000- 

・フランス産 鴨肉のコンフィ ¥2,800- 

・金目鯛のヴァプール ¥3,400- 

・バスクチーズケーキ ¥1,200- 
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[ＯＵＴＬＩＮＥ] 

・基本料金\38,500(税込) 

・含まれるもの 衣裳レンタル・メイク・撮影代のほか 

①写真データ 10 枚 ②ご希望の 1 枚をフレーム加工 

・所要時間 120 分（多少前後する場合がございます） ※ご予約制 

■ Nursing room (ナーシングルーム) －授乳室－ 

チャコットには、乳児と一緒にご来店されるお客さまも多くいらっしゃいます。従来の店舗で、お困

りになっているお客さまを目にしていたスタッフからあがった要望を受け、キッズウェアを展開す

る 3F に授乳室を設置しました。お買い物の合間に、周囲を気にせずお寛ぎいただけます。 

■ Terrace(テラス) －屋外庭園－ 

代官山に生まれた新たな丘として立ち上がったこの施設。この丘には四季折々の花々が花開き、 

各フロアの屋外テラスでお楽しみいただけます。テラスは 2F、3F にあり、ご自由にお寛ぎいただ

けます。4F レストランもテラス席を設けましたので、屋外でのお食事をお楽しみいただけます。 

■ チャコット代官山本店サイト  daikanyama.chacott-jp.com 3/11(金)20:00～ 

■ Instagram chacott_daikanyama 

８ 

■ Ａｒｔ object 

チャコット代官山本店には、バレエ文化やアートと共に生きるチャコットの姿勢を感じていただける

よう各階にアーティストの作品を配置し、リアル店舗でしか味わえない感動をご提供いたします。 

【主なアート作品】 

・B1 カフェ コンテンポラリーアート作家の Koji Kasatani (笠谷耕二)氏による 

“フルーツのアート” 

・1F スタジオレセプション 壁画アーティストの RYOONO 氏による“白鳥モチーフのアート”  

・2F バレエ売場 3D ペンアート作家の津野青嵐氏による“トゥシューズのアート”  

またフードやスィーツもバレエ演目をテーマにした月替わりのデザートなどで、アートを意識した 

メニューをご提供いたします。 


