2017 年 11 月 15 日

クルマで出掛ける Winter Resort
オシャレを楽しむ大人に贈る 冬の小粋なアイテム

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）が「Café×Nature×Car life」を
コンセプトに展開するライフスタイルショップ『JACK&MARIE（ジャック アンド マリー）』から、『Winter
Resort』をテーマにした冬物新作アイテムを 11 月より順次発売します。Winter Resort に出かける前日、ワ
クワクしながらパッキングを楽しむことをイメージしたアイテムは、リゾート先でも楽しめるアロマや、バッ
グなどオシャレを楽しむ大人に贈る冬の小粋なアイテムが多数登場します。
ZOZOTOWN（http://zozo.jp/shop/jackandmarie/）および、期間限定で 12 月 16 日（土）～28 日（木）
の間、渋谷ロフト（東京都渋谷区）内 1F 間坂ステージに出店するポップアップストアにて販売を開始します。

ここがポイント！
■ シンプルでベーシック、本物志向のアイテムをラインアッ
プします。
■ PENDLETON とのコラボレーションしたバッグも発売
します。
■ ZOZOTOWN での販売のほか、12 月 16 日（土）～28
日（木）の間、渋谷ロフト内 1F 間坂ステージでも販売い
たします。

（次ページへ続きます）
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『JACK&MARIE』は、自然に囲まれたオーストラリア最東端の地、バイロンベイを舞台に、オーストラリア人男
性の JACK と日本人女性の MARIE がこよなく愛する「Café×Nature×Car life」をコンセプトに、アウトドアライ
フを楽しむ方へ、
「パッキング」
「積み込む」
「移動中も妥協しない」
「車中泊」
「サイトで Café スタイル」の“5 つの
心躍るシーン”を提案するブランドです。
JACK&MARIE で楽しむ Winter Resort
部屋の窓からは白銀の雪山が、一面に真っ白なビロードを敷きつめたような輝きを放ち、
その風景はまるで一枚の絵画のよう
窓を開けると森の遠くから、柔らかで静かな深呼吸をしたような風が、
MARIE の髪をはらはらと撫でて通りすぎ、二人の部屋にナチュラルな香りを満たしてくれる
MARIE を包む香りは、彼らを日中はアクティブに、夜はリラックスを、
そして朝にはリフレッシュを与えてくれる
JACK と MARIE が過ごす Winter Resort でスポーツもアフターも楽しむための優雅なホテルライフを背景に、明日のスノーボード
を楽しむための準備はもちろんのこと、今から楽しむディナーも部屋もおしゃれに彩るアイテムは、どこを切り取っても二人のセンスが感じ
られます。
販売する代表的なオリジナルアイテムは、以下の通りです。
【女性向けアイテム】
グレーとホワイトを基調としたカラーと、ネイティブ柄は雪を思わせる様な冬にぴったりのデザインです。
（価格はすべて税抜）

PENDLETON コラボレーション
メルトントートバッグ
10,000 円

PENDLETON コラボレーション
ネックウォーマー
6,000 円

PENDLETON コラボレーション
メルトンクラッチ
5,500 円

PENDLETON コラボレーション
ミニトートバッグ
5,500 円

ブランケット ネイティブ

コルククラッチバッグ

3,200 円

5,900 円
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【インテリア・ファブリック・小物】
肌触りのよいパイル地のルームシューズやアイマスク。シンプルでオシャレを楽しむ大人に贈る冬の小粋なアイテ
ムです。
（価格はすべて税抜）

ルームシューズ ボア ネイビー
（収納ケース付）
2,400 円

アイマスク ネイビー
（収納ケース付）
1,200 円

クッションカバー フェザー
アイボリー/ネイビー/グレー
各 2,400 円

ティッシュケース フェザー
アイボリー/ネイビー/グレー
各 1,800 円

ウッドポストカード
900 円

バンブーキータグ
1,750 円

ネックピロー ネイビー
（収納ケース付）
2,100 円

ウィローバスケット アイボリー
2,500 円

ウッドバッジ
500 円
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【OD FIELD パッキングシリーズ】
アウトドアでもタウンユースでも映えるデザインで多機能のバックパックをはじめ、旅には欠かせない荷物を仕分
けるグッズなどが、男前なデザインの OD FIELD シリーズから登場します。
（価格はすべて税抜）

ユーティリティバッグパック
18,000 円

ラゲッジオーガナイザー Ｓ
2,100 円

フォールディングポーチ
3,500 円

シューズバッグ
2,600 円

タクティカルサコッシュ
2,800 円

タクティカルキャンバストート L
10,000 円

タクティカルキャンバストート Ｍ
9,000 円
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【OD FIELD カーインテリアシリーズ】
男前なデザインの OD FIELD シリーズからブラックカモフラージュのカーインテリアが登場します。
（価格はすべて税抜）

ダストボックス

傘ケース

ティッシュケース

1,600 円

1,500 円

1,400 円

【フレグランス】
オーストラリア原産のティーツリーを配合した 100％天然成分配合のブレンドアロマスプレーは、オーストラリア
NO.１パフューマーのサルバトーレ氏が JACK＆MARIE のためにブレンドしたオリジナルの香りです。ほかにも、
ソリッドパフュームのウッドケースは一つ一つが岐阜の職人さんの手作りなど、こだわりのフレグランスです。
（価格はすべて税抜）

アロマスプレー
ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾞﾚﾝﾄﾞ/AUSSIE ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
/ﾘﾗｯｸｽﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
各 1,000 円

アロマオイル
ﾕｰｶﾘﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾃｨｰﾂﾘｰ
/ﾋﾉｷ
各 1,500 円

リードディフューザー

ポケットエアリフレッシャー

ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ&ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ/ﾚﾓﾝ＆ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
/ｼﾀﾞｰｳｯﾄﾞ&ﾎﾜｲﾄﾑｽｸ
/ﾋﾔｼﾝｽ&ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ/ﾊﾞﾝﾌﾞｰ&ｼﾞｬｽﾐﾝ

ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ&ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ/ﾚﾓﾝ＆ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
/ｼﾀﾞｰｳｯﾄﾞ&ﾎﾜｲﾄﾑｽｸ
/ﾋﾔｼﾝｽ&ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ/ﾊﾞﾝﾌﾞｰ&ｼﾞｬｽﾐﾝ

各 2,000 円

各 450 円

アロマボール

ソリッドパフュームスクエア
ﾘﾌﾚｯｼｭ/AUSSIE/ﾘﾗｯｸｽ

600 円

各 2,300 円
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日本初の車を通じたライフスタイルショップ『JACK&MARIE』のアイテムは、日本最大級のファッション通販サ
イト「ZOZOTOWN」にて購入できます。
http://zozo.jp/shop/jackandmarie/ （トップページ）
http://zozo.jp/topics/jackandmarie/（ニュース）

また、
本ブランドで展開するアイテムは、
2017 年12 月16 日
（土）
～12 月 28 日（木）の間、渋谷ロフト（東京都渋谷区）内 1F 間坂
ステージにて、ポップアップストアを出店し、Winter Resort グッ
ズも販売いたします。
店舗名
出店場所

：
：

出店期間
営業時間
定休日

：
：
：

JACK&MARIE 渋谷ロフト間坂ステージ店
渋谷ロフト１階 間坂ステージ
（東京都渋谷区宇田川町 21-1）
2017 年 12 月 16 日（土）～12 月 28 日（木）
10：00～21：00
なし

渋谷ロフト間坂ステージ 設営イメージ

その他、最新のアイテムやブランドの世界観を表現する画像を、SNS『Instagram』を通じて随時発信して
まいります。

今後の『JACK&MARIE』の展開に、ぜひともご注目ください。
※写真には、取り扱うアイテム以外の小物が含まれています。
以上
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