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男性をターゲットにしたフラワーショップ「SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR」

新感覚の“マリン”アイテムで、
エネルギッシュな夏を手に入れろ

Summer Collection2019 「MARINE（マリン）」 を 6/3(月)より期間限定で販売開始
全国でウェディングプロデュースを中心に感動を創出する企業、株式会社ポジティブドリームパーソンズ （本社：東京都
渋谷区、代表取締役社長：杉元崇将）が運営する、男性をターゲットにしたフラワーショップ 「サンジョルディフラワーズ
ザ・デコレーター(以下 SJF)」は、2019 年夏のファッショントレンドを捉えた夏の新作アイテム「MARINE（マリン）」を提案。トレ
ンドやクリエイティビティを尊重するパ―ティーシーンやギフトシーンに活用できるフラワーアイテムを 2019 年 6 月 3 日(月)
～2019 年 8 月 31 日(土)までの期間限定で販売開始いたします。

[専用サイト URL] https://www.saintjordiflowers.com/event/marine/

まもなく、令和最初の夏がやってきます。今年のビッグメゾンに見られるファッショントレンドは“マリンスタイル”。ボーダーや
ナチュラルカラーといった定番イメージに捉われない、独創性溢れるデザインが目立ちます。SJF はその自由な発想から
インスパイアされた“マリンスタイル”を花で再編集し、Summer collection2019「MARINE（マリン）」と題して新感覚のフラワ
ーアイテムをご提案します。ディープブルーとエネルギッシュの交感が魅せるコントラストと、エッジィなデザインはこの夏の
振る舞いを印象的に仕立てます。アクセサリー感覚で最新のトレンドを身につけたい男性や、高感度な女性へのギフトシー
ンに最適なアイテムです。SJF は、これまでにトレンドを発信する全国のファッションイベントや有名セレクトショップとのコラボ
レーションでファッションシーンに関わってまいりました。今後も「花×ファッション」の楽しみを提供できるよう、トレンドを捉え
た季節替わりのアイテムを発売していく予定です。

< MARINE-2019 Summer Collection- ラインナップ >
～一気に“旬な人”に大変身できる男の上級アイテム～
Flower Tie -MARINE design‐
size: TieW12×H20ｃm/チェーン２９～３６cm
Price:￥27,000（税込）／（プリザーブドフラワー）

“トレンド纏うフォーカルポイント”
この夏のファッショントレンド“マリンスタイル”を
アクセサリー感覚で身につけるフラワータイ。

Clutch Bag Bouquet-MARINE design‐
size:約 W45×D18×H45cm
Price:￥81,000（税込）／（生花、一部資材）

“マリンスパイスを手に夏を遊ぶ”
マリンスタイルを凝縮した、
余裕が魅せるユニックスのクラッチバックブーケ。
※流木の形状に合わせてデザインがひとつひとつ異なります。

～ファッション感度の高い女性へのギフトとして～
Herbarium -MARINE design‐
size: W9×D4.5×H19.5cm
Price:￥5,940（税込）／（プリザーブドフラワー）

“ディープブルーに持ち込んだ美しい泡影”
深い海へいざなう、未知のアングルを
ボトルフラワーに閉じ込めて。

Porter Box Small -MARINE design‐
size: W16×D16×H26cm
Price:￥7,560（税込）／（生花、一部資材）

“海と熱気の交感が生んだ、旺然たる鼓動”
密度の異なるコントラストが生む陽炎のライン。
対比調和が生む美的感覚を閉じ込めた
立体のボックスフラワー。

Luxury Box-MARINE design‐
size: W17.5×D17.5×H7.5cm
Price:￥10,800（税込）／（生花、一部資材）

“紺碧の波に交わるプライドの赤”
海面におどる太陽の光が呼応した、
イマジネーションを刺激するボックスフラワー。

■販売期間：2019 年 6 月 3 日(月) ～2019 年 8 月 31 日(土)
（6 月 3 日（月）12 時より購入可能）
[MARINE 専用サイト URL] https://www.saintjordiflowers.com/event/marine/

＜SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR (サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター)について＞
「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター」は、花を通して大切な人へ気持ちを
伝え、思いを結ぶサービスを提供するブランドで“大人の男性”をターゲットに東京・
恵比寿からスタートしたフラワーショップです。スタイリッシュなフラワーギフトをすべ
てオーダーメイドでお届けするサービスが最大の特徴で、時流を捉えるセンス・豊富
な知識・経験を兼ね備えたデコレーターと呼ばれるプロフェッショナルが、お客様の
ご希望にあわせて日常からウェディング・パーティシーンに至るまで、花のあるシー
ンを華やかに仕立てます。

■独自のサービス、Porter Service（ポーターサービス）について

指定した場所・時刻にフラワーデコレーターがお花と思いを届けます
ポーターサービスとは、思いをデザインに封じ込め、注文主が指定した場所、タイミングに直接フラワーデコレーターがギフ
トをお運び（ポーター）するサービス。宅配便との最大の違いは、ギフトに込めた貴方の思いまで伝えられるということ。レス
トラン、ホテル、自宅、オフィス、どの場所にでも似つかわしく身だしなみを整えたスタッフが、記憶に残るシーンまでご用意
します。

■独自のサービス、Home Decor（ホームデコール）について
テーマに合わせた空間デコレーションで大切なワンシーンを
演出します

フラワーデコレーターが自宅やホテルの一室など、ご指
定の場所へ赴いて空間デコレーションを施すサービス。
ご予算や空間、ご要望に合わせて一からデザインします。
プロポーズやお祝いなどの特別なサプライズなプレゼント
に。大切な方と過ごす時間・空間をトータルで演出しま
す。

SJF は 2017 年 4 月に東京ミッドタウンで行われた「フラワーアートアワード 2017」にて最優秀賞(グランプリ)を受賞し、日
本代表として国際大会に出場、2017 年 7 月 9 日から 12 日までフランスで行われた「アート・フローラル国際コンクール」
に日本代表として出場し、４位を受賞いたしました。2013 年にも国際大会に出場しており、２度目の日本代表選出・国際
大会への出場をしています。
＜これまでの受賞歴＞
・2017 年 フラワーアートアワード 2017
・2016 年 フラワーアートアワード 2016
・2015 年 フラワーアートアワード 2015
・2014 年 フラワーアートアワード 2014
・2013 年 フラワーアートアワード 2013

店舗一覧

最優秀作品賞・優秀作品賞（*2 作品が受賞）/アート・フローラル国際コンクール世界第4位
優秀作品賞 東京堂賞
優秀作品賞 リッツカールトン賞
優秀作品賞 東京ミッドタウン賞
最優秀作品賞 / アート・フローラル国際コンクール世界第 5 位

MAIL/: info@saintjordiflowers.com

WEB サイト/: https://www.saintjordiflowers.com/

■恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿南 1-16-12 ABC MAMIES PARKHILLS 1F
TEL.03-5720-6331
■品川店 東京都港区高輪 3-13-3 SHINAGAWA GOOS 内 3F
TEL.03-5447-1185
■神戸店 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-3-5 神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸 6F TEL.078-367-1633
■大阪店 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城 3（JO-TERRACE OSAKA 内） TEL.06-6941-7757
■広島店 広島県広島市西区観音新町 4-14-11 CASAFELIZ 内
TEL.082-503-3256
■福岡大名店 福岡県福岡市中央区大名 1-1-15 ダイアモンドヒルズ大名 1F
TEL.092-738-2202
■福岡ファクトリー 福岡県福岡市博多区中洲 5-4-6 マイアトリアリバーフェイス 1F
TEL. 092-283-2700
■長崎店 長崎県長崎市宝町 2‐26 ザ ホテル長崎 BW プレミアコレクション 1F
TEL. 095-816-3737

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ポジティブドリームパーソンズ 広報担当 [土屋]
TEL/03-5720-7880
FAX/03-5704-8674 Email/ pr_team@positive.co.jp

