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ファッションレンタルショップ『airCloset×ABLE』がこの夏アイテム拡充！
大人女性にも似合うパーティードレスと浴衣レンタルを開始し、特別な日のスタイリングもサポート

株式会社エアークローゼット（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰）と株式会社エイブル
ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：平田 竜史) が共同運営するファッションレンタルシ
ョップ『airCloset×ABLE(エアークローゼットエイブル)』が、レディースのパーティードレスおよび浴衣のレ
ンタルを開始しました。これまでの普段着メインのご提供から、特別なイベント着として手軽にレンタルして
いただけるオケージョン利用のためのアイテム拡充です。スタイリングおよび着付けはこれまで同様、専門の
スタイリストが提供します。
当事業はエイブル社との業務提携により、2016 年 10 月 14 日から運営しています。プロのスタイリストが
お客様ごとに似合うコーディネートを提案する“パーソナルスタイリング”を、直接体験していただけるリアル
な場として 30 代の女性を中心にご利用いただいています。
これまで当店では、主に普段着に特化して常時約 200〜300 点を提供していました。一部結婚式の二次会に
も着ていけるパーティードレスの提供をしていたところ、幅広いお客様から「もっといろんなタイプのドレス
や周辺アイテムがあると嬉しい」といったご要望をいただいていました。今回のアイテム拡充で、新たに大人
女性にも人気なロング丈のワンピースやよりトレンド感の強いデザインのドレス（6 泊 7 日：6,000 円(税別)な
ど）、合わせてスタイリングしていただけるパーティーバッグやボレロ(6 泊 7 日：3,000 円(税別)など)もご提
供を開始しました。
また、9 月末日までのサマーシーズン限定で浴衣の取り扱いを開始し、30 代以上の女性にも上品に着ていた
だける“大人モードなデザイン”を中心にご用意しています。花火大会や祭りなどにそのまま着ていけるよう、
当日の着付け付き（当日返却プラン 5,500 円(税別)から）でご提供します。期間中は隣店の『MAISON ABLE
Cafe Ron Ron(メゾン エイブル カフェ ロンロン)』のお食事 40 分セットプランもご用意しています。
オケージョンファッションも気軽にお楽しみいただけるよう、これまで同様、スタイリストによるスタイリ
ングおよびメンテナンスは当店にお任せいただけます。

■『airCloset×ABLE』パーティードレス・浴衣レンタル概要
普段着のレンタルに加え、特別な日のオケージョン利用していただけるパーティードレスや浴衣などのアイテムラ
インナップを拡充しました。
店舗公式 HP：http://aircloset.able.co.jp/
１）パーティードレスプレミアムライン

レンタルプラン

・概要：パーティードレスおよびパーティーバッグ、羽織もののボレロやストールのレンタル。ベーシックなデザイ
ンに加え、ロング丈やオールインワンなどトレンド感の強いデザイン・ニュアンスカラーなどの大人女性にもぴった
りな上質なドレスをご用意しています。
※これまで同様、洋服レンタルと同額（通常会員当日 1,800 円〜）でレンタルしていただけるドレスもご用意
・提供期間：通年 ＊定休日の火曜日をのぞく
・利用料金：１）パーティードレス・プレミアムライン（6 泊 7 日のみ）
通常会員：6,000 円(税別)
airCloset 会員・エイブル会員（一般・プレミアム）5,500 円(税別)
２）羽織・バッグ（6 泊 7 日のみ）
通常会員：3,000 円(税別)
airCloset 会員・エイブル会員（一般・プレミアム）：2,500 円(税別)
・備考：別途、店頭でご提案するお客様に似合うスタイリング提案に合わせたヘアアレンジ＆ポイントメイクをセッ
トでご用意するプランもご用意しています（料金 5,000 円(税別))。受付日は予約ページからご確認ください。
■スタイリング＋ヘアアレンジ＆ポイントメイクプラン予約ページ：https://coubic.com/airclosetable/356716
２）浴衣レンタルプラン

・概要：浴衣を着付け付きでレンタル。ベーシックな和柄から“大人モード”なデザインまで大人女性にも似合う浴衣
をご用意しています。予約優先制。
・浴衣レンタルに含まれているアイテム内容：浴衣１着／帯／帯締め／帯留め／帯板（前板）／腰ひも／伊達締め
※着つけ料金、クリーニング料金を含みます。
・提供期間：2019 年 7 月 27 日(土)〜9 月 30 日(月) ＊定休日の火曜日をのぞく
・浴衣プラン提供時間：11:00〜18:00 ＊最終受付 17:00
※浴衣・レンタルアイテム一式の返却時間は月〜金は 21:00 まで、土日祝は 19:00 まで
・利用料金：１）当日返却プラン：5,500 円(税別) 、 ２）1 泊 2 日プラン 6,000 円(税別)
・申し込みフォーム：https://coubic.com/airclosetable/677336 ＊予約優先制
・浴衣プラン詳細：https://www.instagram.com/p/B0VmJNoDsef/
・備考：※在庫状況は、ご来店前にお電話でお問い合わせください。
※下着はご用意しておりませんので、浴衣の下に着用いただくタンクトップやキャミソール等はお客様で
ご用意をお願いいたします。
※外国人旅行者のお客様へは、レンタル時にパスポートのコピーをとらせていただきます。
※当日レンタルでご希望の方に限り、無料でお荷物お預かりもいたします。営業時間ならびに返却時間は、
月〜金は 21：00 まで、土日祝は 19：00 まで。閉店後はお荷物のお渡しが出来かねますのでご注意ください。

■ファッションレンタルショップ『airCloset×ABLE(エアークローゼットエイブル)』とは
住所

：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 6-7-15
最寄駅「明治神宮前駅」徒歩 3 分
営業時間：月〜金 11 時〜21 時
土日祝 11 時〜19 時
定休日 ：火曜日
電話番号：03-6418-1180
メールアドレス：air-closet_able@aircloset.com
オフィシャル HP：
http://aircloset.able.co.jp/
パーソナルスタイリング体験型店舗『airCloset×ABLE』構造
１F：フィッティングルーム２部屋、洋服、スタイリストによるカウンセリング＆コーディネートフロア
２F：フィッティングルーム２部屋、スタイリストによるカウンセリング＆コーディネートフロア

■パーソナルスタイリング体験型店舗『airCloset×ABLE』の利用ステップ
１）プロのスタイリストによるパーソナルスタイリング診断・カウンセリング
プロのスタイリストが、お客様お一人おひとりをご対応。
タブレット端末で『airCloset×ABLE』オリジナルスタイリング診断を回答していただき、結
果をもとにファッションに関するお悩みやご希望をカウンセリング。
※パーティードレス・浴衣プランはタブレット端末でのスタイリング診断が除外となります。

２）スタイリング〜試着
その場ですぐにコーディネートをご提案。
気に入ったもの、挑戦してみたいものなどを 1F または 2F のフィッティングルームで試着。
着こなしテクニックや、コーディネートのポイントも合わせてご説明します。
３）お気に入りはそのままレンタルしてお出かけできる
当日 1,800 円(税別)／6 泊 7 日 2,200 円(税別)／13 泊 14 日 3,600 円(税別)でレンタル可
能。気に入ったものはご購入も可能。ご返却はご来店または郵送(配送料別途必要)で。

airCloset×ABLE を楽しむポイント
・販売員ではなく、いつでもプロのスタイリストがお待ちしています。ス
タイリングのプロだから、日頃のファッションのお悩みからトレンドのこ
とまで幅広い相談をしていただけます。
・その場ですぐにトータルコーディネート。素早く済ませたい方は最速約
15 分、じっくり体験したい方は約１時間をかけて「エアークローゼット
のパーソナルスタイリング」をお楽しみいただけます。(※所要時間には
個人差がございます)
・急なおでかけや、外出中の予定変更が起こった時の駆け込み寺にも。
・複数ブランドのバラエティに富んだお洋服からコーディネートしてもら
えるから、何度来ても“新しい自分”や“新しいファッション”に出会える。

■株式会社エイブルホールディングスとは

国内外に直営、FC を含む約 800 店舗で不動産賃貸仲介サービス事業を展開するお部屋探しの「エイブル」。ひとり
暮らしの女性入居者向け会員クラブ「MAISON ABLE CLUB」では洋服レンタルやコスメなど女性に嬉しい様々な女
子力 UP 特典をご用意しています。
＜会社概要＞
社名
： 株式会社エイブルホールディングス
代表者 ： 代表取締役社長 平田 竜史
所在地 ： 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1 丁目 5 番 5 号

■株式会社エアークローゼットとは

日本初・国内最大級、女性向けの月額制ファッションレンタル『airCloset(エアークローゼット)』をメイとするプロ
のスタイリストによるパーソナルスタイリングサービスの運営会社です。その他、実店舗の『airCloset×ABLE(エア
ークローゼットエイブル)』、新しい購買体験をしていただける『pickss(ピックス)』で、全国の女性のライフスタイ
ルに寄り添うファッションとの新しい出会いをお届けし続けています。
<エアークローゼットのパーソナルスタイリングサービス>
ファッションレンタルサービス『airCloset』：https://www.air-closet.com/
ファッションレンタルショップ『airCloset×ABLE』：http://aircloset.able.co.jp/
パーソナルショッピングアプリ『pickss』：https://www.pickss.jp/
＜会社概要＞
社名
：
設立
：
代表者
：
役員
：
所在地
URL

株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.)
2014 年 7 月 15 日
代表取締役社長 兼 CEO 天沼 聰
取締役副社長 兼 COO 前川 祐介／取締役 小谷 翔一
社外取締役 榊原 健太郎／社外取締役 月森 正憲
： 〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-31 NBF 南青山ビル 5F
： https://corp.air-closet.com

＜本件に関するお問い合わせについて＞
株式会社エアークローゼット 広報担当：高原
TEL：03-6452-8654 MAIL：pr@air-closet.com

