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EC ファストファッションブランドを中心としたアイテムを取り揃え	 

トップスタイリストと連携した	 

ハイブリッド型プレスルーム「CHEST	 OMOTESANDO
チ ェ ス ト 	 オ モ テ サ ン ド ウ

」がオープン！	 

ファッションインフルエンサー・モデルにも開放し	 

メディア・ＳＮＳへ露出するため、リアルな体感の場を創出	 

	 

株式会社ツインプラネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢嶋健二：以下ツインプラネット）

は、リアル店舗を持たない EC ファストファッションブランドを中心に、インポートブランドも取り揃

えたハイブリッド型プレスルーム「CHEST	 OMOTESANDO（チェスト	 オモテサンドウ）」をオープンいた

しました。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

【CHEST	 OMOTESANDO
チ ェ ス ト 	 オ モ テ サ ン ド ウ

とは】	 

	 「CHEST	 OMOTESANDO」は、今までリアル店舗を持っていない、あるいは都心には店舗がない EC ファ

ストファッションブランド、ファッションカテゴリーに付随する雑貨ブランドを中心に、インポートブ

ランドも取り揃えたプレスルームです。2017 年 3 月よりプレオープンし、この度 9 月から本格始動致

します。	 

	 

	 	 現状、アパレル産業は継続的に EC 化率が進んでいます。EC 専売ブランドはプレスルームを持っていないこと

や、郊外を拠点にしている企業が多い傾向にある一方、テレビや雑誌などのメディアの拠点は首都圏にあるの

が現状です。そのためスタイリストとの接点も少なく、テレビなどのメディアにリースされる回数は多くはあ

りませんでした。そこで「CHEST	 OMOTESANDO」は、利便性を考え、スタイリストがリースに訪れ易い表参道と

いう立地を選択しました。	 

	 	 また、EC ファストブランドだけではなく、レディース・メンズ・カジュアル・ストリートからインポートブラ

ンドまでに渡る、様々なカテゴリーファッションや、靴、バッグ、アクセサリーまでアイテムを取り揃えるこ

とにより、スタイリストが 1 箇所で幅広いブランドと品数がリースできる為、よりメディアへの露出のチャン

スを増やすことを可能といたしました。	 

（計 3 枚） 



	 

 
 

	 CHEST	 OMOTESANDO の強みとして、著名なスタイリストとの連携体制を取り、幅広いメディアへの露出を可能に

しています。さらに、スタイリストだからこそ手に入る希少な商品やアンティーク商品も取り扱い、そのこだ

わりのセレクト商品と CHEST	 OMOTESANDO のアイテムを組み合わせたコーディネートの展示等、連携を活かした

独自の展開をしております。	 

 また、プレスルームを活用した顧客との接点作りに力を入れるために、インフルエンサーやタレント・モデル
にも開放いたします。スタイリストだけではなく、インフルエンサーやタレント・モデルにも向けて開放するこ

とで、CHEST に訪れる機会を作り、リアルとネットとの体感の場を提供し、訪れた人達が SNS に自由にコーディ

ネートを発信する機会を創出します。	 

	 

	 

【様々なカテゴリジャンルの著名スタイリストらと連携】	 

テレビ局(ドラマ班・バラエティ班・ニュース班)、各出版社のファッション誌編集部、芸能事務所、モデル事務

所との数多くの実績を持ち、レディースからメンズ、さらにカジュアルやストリート、ハイファッションまでの

実力派であるスタイリスト野村昌司氏を筆頭に、各カテゴリにおける著名なスタイリストとの連携体制を持ち、

様々な角度から、既に数多くのメディアに露出頂いております。	 

	 

＜CHEST	 OMOTESANDO 使用スタイリスト＞	 

野村昌司氏、井関かおり氏、長瀬哲朗氏、山本隆司氏、陶山沙織氏、高山良昭氏、柏木作夢氏などその他多数	 

	 

＜主なスタイリストのプロフィール＞	 

■野村昌司氏	 

スタイリスト事務所	 株式会社 STUTTGRAT 主宰。米倉涼子さん、北川景子さん、嵐の皆さんを始めとする多くの

タレントのスタイリングを担当する。スタイリング作品ドラマは多数。これまでの長年の経験から、あらゆるブ

ランドを熟知し、スピーディなスタイリングが可能なだけではなく、一般の方でも真似のしやすい金額のブラン

ドも取り入れることのできる、カリスマトップスタイリストとして知られている。	 

	 

■井関かおり氏	 

「andGIRL」「VERY」「美人百花」など多数ファッション誌や広告などで活躍する人気スタイリスト。小物を効果

的に使ったスタイリングで読者やモデルから圧倒的な支持を得る。Instagram にアップする私服コーディネート

にもファンが多い。著者「5 年先まで役立つ着まわし～小物でチェンジ！リアルコーデ 108～」が好評。	 

	 

■長瀬哲朗氏	 

綾瀬はるかさん、綾野剛さん、新垣結衣さんなどを始めとる数多くのタレント・モデルのスタイリングを担当。

メンズ・レディースを問わず、国内外の雑誌、広告、ショー、TV、映画、演劇、音楽、エキシビションなどあら

ゆる媒体を横断するスタイリストとして活動し、そのディレクション能力は高く評価されている。スタイリング

以外では、洋服にとどまらず様々な企業や商品などでクリエイティブディレクションの依頼も多い。	 

	 

■山本隆司氏	 

伊原剛志さん、川口春奈さんを始めとする数多くのタレントのスタイリングを担当。雑誌「装苑」「Oggi」「CanCam」

や CM、テレビドラマ、カレンダー、ライブ衣裳などを中心に幅広く活動中。	 

	 

●CHEST	 OMOTESANDO メディア露出実績	 

フジテレビ「人は見た目が 100 パーセント」/フジテレビ「セシルのもくろみ」/フジテレビ「ノンストップ！」

/日本テレビ「帰ってきた家売るオンナ」/日本テレビ「ナカイの窓」/日本テレビ「news	 every.」/日本テレビ

「スッキリ!」/日本テレビ「読響シンフォニックライブ」/テレビ朝日「アメトーーク！」/	 テレビ朝日「グッ

ド！モーニング」/	 TBS「ビジネスクリック」/テレビ東京「M プラス 11」/テレビ東京「ゆうがたサテライト」/	 

NHK	 E テレ「バナナゼロミュージック」/	 NHK	 BS「ワールドスポーツ MLB」/	 TOKYO	 MX「おしえて！美 bien!!!」

/スカパー「スカサカ！ライブ」/Abema	 TV「Abema	 prime」/	 

宝島社「Sweet」/宝島社「In	 Red」/幻冬舎「GINGER」/主婦の友社「Ray」/スープ「Soup」	 

※上記は 2017 年 3 月のプレオープンから８月現在までの実績となります。	 



	 

 
 

【CHEST	 OMOTESANDO のポイントの整理】	 

１、	 今までリアルな店舗を持っていない・都心にない EC ファストファッションブランドを中心に、メディア、

スタイリストへのアイテム提案が可能	 

	 

２、	 スタイリスト野村昌司氏をはじめとする、各カテゴリにおける著名なスタイリストとの連携により、幅広い

メディアでの露出が可能	 

	 

３、スタイリストだけではなく、インフルエンサーやタレント・モデルにも向けて開放することで、CHEST に訪	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 れる機会を作り出し、リアルとネットとの体感の場を提供し、SNS に自由にコーディネートを発信すること	 	 	 

	 	 	 	 ができる	 

	 

４、ツインプラネットに専属所属している 70 名のムービークリエイター「IN-STAR（インスター）」※１や、	 

在籍数 1,000 名を超えるインフルエンサー達を起用することが可能	 

	 	 	 

５、ブランドごとのイメージに合わせた展示会やイベントの実施が可能なため、ブランド側とスタイリストやイ	 	 

ンフルエンサーとの接点の場を作ることができる	 

	 

※１	 IN-STAR（インスター）とは	 

エンゲージメント率が高いとされるマイクロインフルエンサーを中心とした、世界観のある動画を自ら撮影・編集すること

ができるムービーズクリエイター集団です。ツインプラネットが提供する IN—STAR の動画インフルエンサー事業サービスは、

このムービーズクリエイターの世界観やクリエイティブ力を最大限に活かした動画のプロモーションを展開しています。	 

	 

	 	 

CHEST	 OMOTESANDO 店内の様子	 

	 

【CHEST	 OMOTESANDO 取り扱いブランド】	 	 

取り扱いブランド数：約 30 ブランド	 

SHOPLIST.com（夢展望、SpRay、Futier	 Land、aquagarage、その他）、眼鏡市場、MAD	 JOURNEY、Bluebell	 Japan	 

Ltd.、M.deux、mobus、Mafmof、EMBAWO、oblekt、BUBBLES	 その他	 ※2017 年 8 月現在	 

	 

【CHEST	 OMOTESANDO 詳細】	 

東京都渋谷区神宮前 5−3−13	 2F／TEL:03-6821-3205	 	 	 

公式サイト：http://chest-tokyo.com	 	 	 

公式 Instagram	 @CHEST_OMOTESANDO	 https://www.instagram.com/chest_omotesando	 

	 

【お問い合わせ】	 

株式会社ツインプラネット	 TEL:03-5766-3812	 MAIL：info@chest-tokyo.com	 	 

担当：小島（コジマ）	 片山（カタヤマ）	 


