2018 年 9 月 14 日
株式会社オンワードパーソナルスタイル

最短 1 週間で高品質なオーダーメイドスーツが作れる『KASHIYAMA the Smart Tailor』

完全予約制のガイドショップを
首都圏に新たに 4 ヵ所オープン
9 月 7 日（金）横浜、9 月 14 日（金）池袋、新宿西口、五反田にオープン
株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、2017
年 10 月に販売を開始したオーダーメイドスーツブランド『KASHIYAMA the Smart Tailor（カシヤマ ザ・
スマートテーラー）』（https://kashiyama1927.jp/）において、完全予約制のガイドショップ（※ ショールー
ム から ガイドショップ に名称変更）を、9 月 7 日（金）横浜、9 月 14 日（金）池袋、新宿西口、五反田
に新たに 4 ヵ所オープンしましたのでお知らせします。

『KASHIYAMA the Smart Tailor』ガイドショップは、通常店舗とは異なる完全予約制のショップです。
予約がある日時のみ運営し、スタッフが常駐しない、自宅以外の「プライベート空間」を目指した新し
いスタイルのリアルタッチポイントです。自宅にフィッターを呼ぶことへ抵抗のあった方や、メンズテ
ーラーショップの敷居が少し高いと感じていた方にもご利用いただき易い環境を整え、様々なサービ
スを提供していきます。
全国 6 ヵ所（銀座・秋葉原・芝浦・仙台・名古屋・広島）のガイドショップに加えて、この度オープンし
た横浜、池袋、新宿西口、五反田の４ショップは、主要ターミナル駅や、最寄りに大学が数多くある駅
に近い好立地に展開することで、仕事帰りや休憩中、授業の合間など、よりご都合に合わせた採寸
を可能にしました。お客様は採寸場所を幅広い選択肢から選ぶことができ、これまで以上に多様な
採寸ニーズへ対応します。なお、銀座、芝浦、仙台に加え、今回オープンした 4 ヵ所のガイドショップ
でも、ウィメンズスーツラインを取り扱います。
独自のイノベーションとテクノロジーで、高品質はそのままに最短 1 週間でのお届けを実現する
『KASHIYAMA the Smart Tailor』は、 オーダーメイドスーツの民主化 を目指してまいります。

資料 1

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』ガイドショップ特長
※この度、 ショールーム から ガイドショップ に名称変更いたしました。
・主要駅に近い好立地
『KASHIYAMA the Smart Tailor』の生地選びや採寸ができるリアルタッチポイントです。主要駅に近
い好立地で、仕事帰りや休憩中、授業の合間などお客様のご都合に合わせた採寸が可能となりま
した。
・完全予約制、プライベート空間でスーツをオーダー
通常店舗と異なる完全予約制（WEB もしくは電話による受付）で、予約が入っている時のみフィッタ
ーが店頭に立ち採寸を行います。また同時に予約出来るのは最大 2 組までで、プライベートな空
間でゆっくりと生地選びや採寸等のスーツ作りを愉しんでいただけます。
・フィッター＆場所を選択でき、多様なニーズに対応
従来の『KASHIYAMA the Smart Tailor』では出張採寸は対応しておりましたが、出張先の場所はお
客様にご用意いただく必要がありました。本ガイドショップのオープンにより、お客様はお気に入り
のフィッターと採寸場所を幅広い選択肢から選ぶことができ、これまで以上に多様な採寸ニーズへ
対応します。

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』ガイドショップ一覧
ガイドショップ名

住所

TEL

銀座ガイドショップ ※

東京都中央区銀座 3-3-14 啓徳ビル 8F

090-1784-6311

秋葉原ガイドショップ

東京都千代田区神田佐久間町 2-18-5 アークビル 9F

090-1784-7523

池袋ガイドショップ ※

東京都豊島区南池袋 1-18-17 I＆K ビル 6F

090-1749-8630

新宿西口ガイドショップ ※

東京都新宿区西新宿 1-19-7 岡崎ビル 6F

090-1745-8042

五反田ガイドショップ ※

東京都品川区東五反田 5-25-18 ENZO 五反田ビル 2F

090-1745-8212

横浜ガイドショップ ※

神奈川県横浜市西区高島 2-19-20 スカイビル 21F

090-1749-8592

芝浦ガイドショップ ※

東京都港区海岸 3-9-32 オンワードベイパークビルディング内 2F

070-6564-9510

仙台ガイドショップ ※

宮城県仙台市青葉区二日町 12-34 ㈱オンワード樫山仙台支店 2F

070-6957-9900

名古屋ガイドショップ

名古屋市中村区名駅南 4-11-31 ㈱オンワード樫山名古屋支店 1F

052-563-2344

広島ガイドショップ

広島市西区南観音 3-12-10 ㈱オンワード樫山広島支店 1F

082-218-0964

※ウィメンズスーツライン取り扱い店舗

資料 2

■『KASHIYAMA the Smart Tailor』とは
『KASHIYAMA the Smart Tailor』は、店舗・訪問・EC サイトでオーダーメイドスーツを販売するオムニ
チャネル進化形としての新事業です。従来のオーダーメイドスーツは店舗でフィッターに採寸してもら
うことが当たり前でしたが、『KASHIYAMA the Smart Tailor』は、店舗・ガイドショップで採寸をお受けす
るほか、お客様のご都合のよい場所・時間に熟練フィッターを デリバリー する「出張採寸」を採り入
れました（ウィメンズスーツラインは、出張採寸を実施しておりません）。2 着目以降は採寸したボディ
データをもとに、EC サイト上でデザインや素材を選択し、こだわりの 1 着をオーダーメイドすることが
可能です。中心価格は 4 万円（税別）としながらエントリー価格は 3 万円（税別）からに設定し、独自
のイノベーションとテクノロジーで高品質はそのままに最短 1 週間での納品を実現。「オーダーメイド
スーツの新体験」を通じて好評を得ています。
■『KASHIYAMA the Smart Tailor』店舗一覧
店舗名

住所

TEL

広尾店

東京都港区南麻布 5-16-10 カルチェブラン広尾 1F/B1F

03-3280-1577

自由が丘店

東京都目黒区自由が丘 2-15-20 メイプルツイン 1F

03-5731-3507

吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-25-10 KS-2 ビル 1F

0422-28-7880

目白店

東京都新宿区下落合 3-22-19 ジュエリーベル 1F

03-5988-7781

中野店

東京都中野区新井 1-15-12

03-5318-6821

三軒茶屋店

東京都世田谷区太子堂 2-7-2 リングリングビル B 棟 1F

03-5431-5165

たまプラーザ店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-11-22

045-909-5372

大倉山店

神奈川県横浜市港北区大倉山 1-11-3 飯田ビル 1F

045-541-5106

札幌店

北海道札幌市中央区北 2 条西 9 Wall Annex1F

011-208-5606

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅 5-31-10 リンクス名駅ビル 1F

052-533-3238

大阪本町店 ※

大阪府大阪市中央区本町 3-2-5 （株）オンワード樫山大阪支店 1F

06-6252-8170

岡本店

兵庫県神戸市東灘区岡本 1-14-20 ココリコビル 1F

078-414-6221

福岡店 ※

福岡県福岡市中央区大名 2-6-43 （株）オンワード樫山福岡支店 1F

092-712-2290

※ウィメンズスーツライン取り扱い店舗

