
2022年4月21日
株式会社Ａ Ｏ Ｋ ＩPRESS RELEASE

株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：上田雄久）は、新生活様式が定着する中で、パジャマの「リラックス感」と、

スーツの「きちんと感」を兼ね備えた『パジャマスーツ®』を2020年11月に発売いたしました。発売以来累計販

売着数は10万着を超え、幅広いお客様より好評をいただいております。

この度、『パジャマスーツ®』のさらなる認知獲得に向け、「一度着たら毎日着たくなるほど着やすい」という意味

を込め、“ぞっこんスーツ“をキャッチコピーとし、新しいキャンペーンを開始いたします。WEB広告や試着キャン

ペーンをはじめ、新たに「アンバサダー」をお迎えするなど、商品のより深い理解の獲得に努めてまいります。
特設ページ： https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/
パジャマスーツ初めてガイド： https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/guide/

■一度着たらやめられない“ぞっこんスーツ”

自社「パジャマスーツ®認知度調査」においては、5人に1人が「パジャマスーツ®を知っている」とご回答いただ

いた一方で、「パジャマスーツ®がどんなものかわからない」「仕事着として本当に着用できるのか」など、商品購

入まで至っていない方も多く、まだまだ『パジャマスーツ®』をご認知・ご理解いただく機会があると考えております。

そこで、累計販売着数10万着突破を機に、『パジャマスーツ®』のより深い理解を獲得すべく、“ぞっこんスー

ツ”をキャッチコピーとし、新しいキャンペーンを実施いたします。

まずは、『パジャマスーツ®アンバサダー』として、フリーアナウンサーの田中大貴さん、岡副麻希さん、上田まり

えさんをお迎えいたします。アナウンサーという職業は、「きちんと感」のある装いが求められると同時に、ロケや取

材などでは動きやすさも求められます。まさに『パジャマスーツ®』の良さを最大限に体現いただける皆様です。

さらに、WEB広告や試着キャンペーンなど、『パジャマスーツ®』の認知獲得と商品理解に向けたキャンペーンも

実施いたします。

今後もＡＯＫＩでは、『パジャマスーツ®』をはじめとしたカジュアルウェアの拡大を図り、お客様からあてにされ続け

る企業を目指して力を尽くしてまいります。

毎日着たくなる“ぞっこんスーツ”！
累計販売着数10万着突破の『パジャマスーツ®』は

ニューノーマル時代のマストバイ！
～パジャマスーツのより深い理解の獲得で「新定番服」へ～

https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/
https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/guide/


『パジャマスーツ®』マーケティングプラン

■パジャマスーツ®アンバサダー

この度、新しくお迎えした『パジャマスーツアンバサダー』の皆様をご紹介いたします。アンバサダーの皆様には、

お仕事や日常生活で『パジャマスーツ®』をご着用いただき、『パジャマスーツ®』の良さを体感いただくとともに、そ

の魅力を発信していただく予定です。

田中大貴さん

フジテレビ入社後はアナウンサーとして「すぽると」「とくダネ！」等を担当。2018年に
同局を退社し独立。現在は、フリーアナウンサーとしてスポーツ番組や実況などを務
める。

【コメント】
テレワークとオフィスワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」が定着する中で、「き
ちんと感」と「リラックス感」を兼ね備えた『パジャマスーツ®』はまさに、ニューノーマル

時代の新しいウェアだと思います。

■パジャマスーツ®試着予約キャンペーン

パジャマスーツ®を店舗でご体験いただけるキャンペーンを開催中。期間内にオンラインショップより、取り置き予

約をしたお客様に、パジャマスーツ®が20%OFFでご購入いただけるクーポンを配布いたします。

着心地を店舗でお確かめの上、お得にパジャマスーツ®をお求めいただけます。

クーポン配布期間：2022年4月21日（木）～5月31日（火）まで

クーポン有効期限：2022年4月21日（木）～6月12日（日）まで

内容：期間中に取り置き予約をした方にパジャマスーツ20%OFFクーポンプレゼント

■WEB広告（バンパー）

『パジャマスーツ®』の10万着突破、新時代の“ぞっこん

スーツ”として多数の方からご支持いただいてることを、より

多くのお客様にご認知いただくため、新キービジュアルでの

WEB広告も開始。2022年4月22日（金）より、随時配信い

たします。

上田まりえさん

日本テレビにアナウンサーとして入社。2016年1月末に退社し、タレントに転身。現在
は、タレント、ラジオパーソナリティ、ナレーター、MC、スポーツキャスター、ライター、
講師など幅広く活動中。日本語検定委員会審議委員も務める。

【コメント】
ビジネスにおいて「きちんと感」のある装いを求められることが多い反面、着心地が楽
な方が仕事もはかどります。『パジャマスーツ®』は「きちんと感」と「リラックス感」を兼

ね備えており、働く女性の「新定番服」になりうる1着ですね。

岡副麻希さん

2014年よりフジテレビ「めざましテレビ アクア」に現役女子大生のキャスターとしてレ
ギュラー出演。2015年には「めざましどようび」のお天気キャスター、2016年には「め
ざましテレビ」のスポーツキャスターを担当。現在はバラエティー番組など幅広く活動
中。

【コメント】
『パジャマスーツ®』は「きちんと感」があり、誰でも簡単にコーディネートが決まる服です。

ビジネスからカジュアルまで着まわしもでき、ストレッチ性も高く、動きやすさも抜群。1
度着たらやめられない、まさに「ぞっこんスーツ」です。



①清涼感と通気性の高いトリコット生地
通気性・伸縮性の高さが特長のニット素材のため、夏でも快適にお召しいただけま
す。また、形態安定性にも優れており、着心地も抜群ながら、シワにもなりにくいた
め、ビジネスシーンでも最適です。もちろんご自宅でお洗濯可能でいつでも清潔に
お召しいただけます。

②多彩な素材感はプリントで表現
凹凸のある素材感をプリントで表現しており、生地感のある見た目ながら、最小
限の素材で仕上げることが可能なため、軽い羽織り心地が特長です。デニム
ルック・グレンチェック・カルゼ調・無地など、4種類をご用意いたしました。

③スタイルも豊富にご用意
パジャマスーツ®定番のノーカラージャケットをはじめ、襟付きジャケット・ベスト

も展開しており、ビジネスシーンでもより使いやすいラインナップをご用意いたし
ました。ボトムも、ノータック・ワンタックをはじめ、パジャマスーツ®初となる7分

丈パンツも取り揃えており、カジュアルなシーンまでご着用いただけます。

■ドットサッカー素材パジャマスーツ®

ＡＯＫＩパジャマスーツ® 新ラインナップ紹介

■サマーメッシュ素材パジャマスーツ®

①夏に最適なメッシュ素材
通気性のあるメッシュ素材を採用した、清涼感のある１着です。伸縮性もあり、
着心地も抜群です。

②夏にうれしい機能も満載
汗のにおいを軽減する消臭テープ付きで、汗のにおいが気になる夏も安心し
てお召しいただけます。もちろん、ご自宅で洗えるため、いつでも清潔にお召し
いただけます。

③夏の羽織ものに最適
超軽量素材でさっと羽織れるため、夏場のエアコン対策や外出時の日焼け防
止にも最適です。シワにもなりにくいため、カバンにさっと入れて持ち運びいただ
けます。

商品名 素材 サイズ 色 税込価格 備考

デニムルック調 ポリエステル
88%・
レーヨン12%

S～3L 紺 ノーカラージャケット 5,489円

カバーオール 6,589円

ワンタックパンツ 5,489円

7分丈パンツ 限定250店舗
※5月中旬発売予定

ベスト 4,389円 限定150店舗

グレンチェック S～BLL 紺・
グレー
（限定）

襟付きジャケット 8,789円

S～3L ノータックパンツ 5,489円

ベスト（紺のみ） 4,389円 限定250店舗

カルゼ調 S～BLL ブルー 襟付きジャケット 8,789円 限定400店舗

S～3L ノータックパンツ 5,489円

無地 S～BLL 紺 襟付きジャケット 8,789円

S～3L ノータックパンツ 5,489円

商品名 素材 サイズ 色 税込価格 備考

ノーカラージャケット ポリエステル77%・
ポリウレタン23%

S～3L 紺・
ブルー

5,489円 ※ブルーは5月中旬発売予定

ワンタックパンツ



①昨年好評の「リヨセル」素材を今年も展開
上品な光沢感・ドレープ性と接触冷感が特長の「リヨセル」を使用したパジャマスー
ツ®を本年度も展開。吸湿性にも優れており、汗のべたつきを軽減。ご自宅で洗え

るだけでなく、「消臭テープ」付きで夏でも快適にお召しいただけます。

②スタイルのバリエーションを拡充
ジャケットは「リラックス感」がありカーディガンのように羽織れる1つボタンタイプ
と、より「きちんと感」のある3つボタンタイプをご用意。パンツは、定番のワンタッ
クパンツに加え、すっきり脚長効果のあるノータックパンツと、カジュアルシーン
で使いやすいカーゴパンツを展開いたします。

③カラー展開も拡充
お客様のお声にお応えし、カラー展開を拡大。昨年も展開していた定番カラー
の紺に加え、ビジネスシーンでもカジュアルシーンでも着やすい黒の他、春夏ら
しいグレージュも展開。シーンや年代、お好みに合わせてお選びいただけます。

■リヨセル混素材パジャマスーツ®

ＡＯＫＩパジャマスーツ® ラインナップ紹介

アイテム 素材 サイズ 色 税込価格 備考

1つボタンジャケット リヨセル32％
ナイロン29％
レーヨン20％
綿11％
ポリウレタン8％

S～3L 紺・黒・グレージュ 5,489円

3つボタンジャケット 紺

襟付きジャケット 紺 8,789円

ノータックパンツ 紺 5,489円

ワンタックパンツ 紺・黒・グレージュ

カーゴパンツ 紺・黒 6,589円 限定150店舗展開

■ポンチジャージー素材パジャマスーツ®

商品名 素材 サイズ 色 税込価格 備考

スラブ調プリント軽量
ポンチジャージ

レーヨン40％
ナイロン33％
ポリエステル21％
ポリウレタン6％

S～BLL 紺 ジャケット：8,789円
パンツ：7,689円

襟付きジャケット
ノータックパンツ

総柄プリント軽量
ポンチジャージ

紺 襟付きジャケット
ノータックパンツ

ツイル調プリント軽量
ポンチジャージ

S～3L 紺 ジャケット：5,489円
パンツ：5,489円

ノーカラージャケット
ノータックパンツ

ハケメ調プリント軽量
ポンチジャージ

ポリエステル77％
レーヨン18％
ポリウレタン5％

S～３L グレー ジャケット：6,589円
パンツ：5,489円

ノーカラージャケット
ワンタックパンツ

①昨年より軽量化されたポンチジャージー素材
昨年秋冬モデルと比較し、約20％軽量したポンチジャージー素材で、カー
ディガンのように羽織ることができ、「リラックス感」を演出できます。生地は薄
手でありながらも、独特のハリ・コシ感により「きちんと感」も兼ね備え、ＯＮ・ＯＦＦ
問わずお召しいただけます。

②選べる生地感
デニムのような畝が特長の「ツイル調」、凹凸感が特長の「スラブ調」、夏らしい
生地感の「ハケメ調」、カジュアル感が特長の「総柄プリント」など、生地の織り
や編みの風合いをプリントで表現。クリアな肌触りでありながら、さまざまな生地
感をお楽しみいただけます。

③ご自宅で洗えて清潔
汗をかきやすい夏にうれしい、ウォッシャブル性を備えており、いつでも清潔に
お召しいただけます。



①ストレッチ性の高いニット素材
昨年秋冬でご好評いただいた「ニット素材パジャマスーツ®」を春夏に向けバージョ

ンアップ。伸度約2倍以上のハイストレッチ素材です。さらに目が詰まった編み方
により、ハリコシ感を表現。「きちんと感」と「リラックス感」を両立した1着です。

②改良を加えた型紙でより「きちんと感」を演出
「きちんと感」を演出するため、型紙を改良。襟が後ろに抜けてしまわないように、
首・肩回りの型紙を改良し、襟がより立体的になるよう見直しました。

③着まわししやすい生地・カラー展開
無地調の「総針編」と、編み目で柄を表現する「ジャガード編」という2種類の生地
を採用。加えて、新たにトレンドである「カーキ」を展開。ビジネスシーンはもちろん、
休日のお出かけやご旅行など、カジュアルシーンでもお召しいただけるラインナッ
プをご用意いたしました。

■軽量ニット素材パジャマスーツ®

ＡＯＫＩパジャマスーツ® ラインナップ紹介

商品名 素材 サイズ 色 税込価格 備考

総針編素材
ポリエステル100％ S～3L

紺 ジャケット：8,789円
ボトム：7,689円ジャガード編素材 黒・カーキ 限定150店舗展開

①昨年好評の「リヨセル」素材を今年も展開
上品な光沢感・ドレープ性と接触冷感が特長の「リヨセル」を使用したパジャマ
スーツ®を本年度も展開。吸湿性にも優れており、汗のべたつきを軽減し、快

適にお召しいただけます。ご自宅で洗えるのはもちろん、汗のにおいが気になる
季節も、「消臭テープ」で安心です。

②スタイルのバリエーションを拡充
昨年好評のノーカラージャケットに加え、襟付きジャケットを新展開。ボトムも、
クロップドパンツ・ワイドパンツに加え、スカートをご用意。ウエストは内側にドロー
コード付きで、ウエスト位置の調整が可能です。

③カラー展開も拡充
お客様のお声にお応えし、カラー展開を拡大。ビジネスシーンでも使いやすい
黒・紺をはじめ、夏らしいカラーのベージュ・グレーを展開。ビジネスはもちろん、
お出かけやご旅行など休日のスタイルとしても使いやすいラインナップをご用
意いたしました。

■リヨセル混素材パジャマスーツ®（レディース）

アイテム 素材 サイズ 色 税込価格 備考

ノーカラージャケット

リヨセル 32%・
ナイロン 29%・
レーヨン 20%・
綿 11%・
ポリウレタン 8%

Ｓ～ＬL
黒・紺・
グレー・
ベージュ

5,390円

テーラードジャケット ベージュ・グレー：限定100店舗展開

タッククロップドパンツ

ワイドパンツ ベージュ・グレー：限定100店舗展開

スカート 黒・紺：限定100店舗展開
ベージュ・グレー：限定30店舗展開



ＡＯＫＩパジャマスーツ® ラインナップ紹介

■報道関係からのお問い合わせ

株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：飽田・比本・矢島

〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56

TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com

メンズ・レディース専門店として、ビジネスウェアからフォーマル、カジュアルに至るまで、お客様のライフ

スタイルをファッションで輝かせるＡＯＫＩ・ＯＲＩＨＩＣＡの2ブランドを展開。2018年に創業60周年を迎え、

機能性と品質にこだわったアイテムを企画開発・生産・管理まで一貫して行い、全国に600店舗を超え

る店舗網とオンラインショップ（https://www.aoki-style.com/static/onlineshop/）にて販売しています。

スーツ・オフィスカジュアルを中心としたビジネススタイルから、フォーマルスタイルまであらゆるシーンに

対応する専門のＡＯＫＩカスタマーズスタイリストが、お客様のご用途に合わせてトータルスタイリングでご

提案いたします。

■コットンナイロンポンチ素材パジャマスーツ®（レディース）

商品名 素材 サイズ 色 税込価格 備考

ノーカラージャケット 綿53%・
ナイロン40%・
ポリウレタン7%

S～LL 黒・
ベージュ・
グレー

5,390円

クロップドパンツ

①肌あたりがよく、仕立て映えする素材
程よいハリ感としなやかさにより、仕立て映えがするコットンナイロン素材は「きち
んと感」を演出してくれます。また、肌あたりの良さも特長です。加えて、ジャー
ジー素材のため、動きやすく「リラックス感」も兼ね備えております。

②夏にうれしい機能も満載
抜群のストレッチ性で動きやすく、ビジネスでもプライベートでも使いやすい1着
です。ご自宅で洗えるのはもちろん、汗のにおいを軽減する消臭テープ付きで
展開しており、いつでも清潔にお召しいただけます。

③シーンを選ばず着用できる
程よい「きちんと感」と「リラックス感」により、テレワークはもちろん、外出の多い
日でも最適にお召しいただけます。また、カーディガンのように羽織ることも可
能なため、夏場のオフィスでのエアコン対策としてもおすすめです。もちろん、
休日のお出かけやご自宅でくつろぐ際にもお召しいただけます。

mailto:aokipr@aoki-style.com
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