PRESS RELEASE
報道関係各位
2019 年 4 月 4 日
株式会社ディノス・セシール

～ 自宅で洗える！「接触冷感」「吸汗速乾」「ＵＶカット」「汗対策」「はっ水」「防汚加工」など夏向け機能付き～

セシールより、働くオトナ女子のための夏の機能性ファッションアイテムを新発売
株式会社ディノス・セシール（本社：東京都中野区）は、オフィスワークから、子育て、家事までこなす“働く大人の
女性”を応援するため、自宅で洗える、「接触冷感」「吸汗速乾」「ＵＶカット」「汗対策」「はっ水」「防汚加工」な
ど機能がついた、クールビズシーズンのオフィスライフを応援するファッションアイテムを、カタログ『シー・スマイル
2019 夏号』及びセシールオンラインショップ（https://www.cecile.co.jp/）で、2019年4月1日より発売しています。

接触冷感～さらりとした着心地で暑い夏も快適に～

※裏地のみ

■アンクル丈スリムジーンズ

■ワイドパンツ

■ジャージタックスカート

■ワンピース(リボンベルト付き)

（接触冷感・吸汗速乾・軽量)
税抜価格 2,990 円～3,690 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
※選べる 2 レングス（股下 64・68cm）
www.cecile.co.jp/detail/AW-1050/
※洗濯機 OK

（接触冷感）
税抜価格 2,990 円～3,690 円
カラー：5 色展開
サイズ：S～3L
※選べる 2 レングス（股下 68・72cm）
www.cecile.co.jp/detail/MP-2003/
※洗濯機 OK

（接触冷感）
税抜価格 2,990 円～3,690 円
カラー：8 色展開
サイズ：S～3L
※選べる 2 レングス（総丈 60・65cm）
www.cecile.co.jp/detail/AZ-1349/
※洗濯機 OK

(接触冷感・形態安定)
税抜価格 5,990 円～6,990 円
カラー：4 色展開
サイズ：Ｍ～3L
www.cecile.co.jp/detail/AO-1455/
※洗濯機 OK

吸水速乾＆吸汗速乾～汗はもちろん、洗濯後の乾きやすさも～
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■カラフル V ネックカーディガン

■ニットデニムスキニーパンツ

■スマートドライビジュー使い

(吸水速乾・UV ケア)
税抜価格 1,990 円～2,990 円
カラー：12 色展開
サイズ：S～3L
※選べる丈（レギュラー丈、ロング丈）

ニットカーディガン

www.cecile.co.jp/detail/MS-1942/

(吸汗速乾)
税抜価格 2,990 円～3,690 円
カラー：8 色展開
サイズ：SS～3L
※選べる 4 レングス（股下64・68・72・
76cm）

※洗濯機 OK

www.cecile.co.jp/detail/MP-2021/
※洗濯機 OK

(吸汗速乾・UV カット・接触冷感)
税抜価格 3,990 円～4,890 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/MS-2287/
※手洗いＯＫ

PRESS RELEASE
ＵＶカット
～肌にダメージを与える紫外線を軽減～

■ベルト付きワイドパンツ

■カラーパレット アンクル丈パンツ

■スマートドライチェックスカート

■スマートドライ袖レースニット

(UV カット・接触冷感)
税抜価格 3,990 円～4,890 円
カラー：5 色展開
サイズ：S～3L

(接触冷感・UV カット)
税抜価格 1,990 円～2,490 円
カラー：6 色展開
サイズ：58～76ｃｍ

www.cecile.co.jp/detail/MP-2028/

www.cecile.co.jp/detail/MP-2026/

※洗濯機 OK

※洗濯機 OK

(吸汗速乾・UV カット・接触冷感)
税抜価格 4,990 円～5,990 円
カラー：1 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/AZ-1348/
※洗濯機 OK

(吸汗速乾・UV カット・接触冷感)
税抜価格 3,990 円～4,890 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/MS-2288/
※手洗いＯＫ

汗対策
～サラッとして、汗も気にならない！汗ジミ防止付き機能性素材バンセル®クール～

汗ジミ
防止

汗ジミ
防止

汗ジミ
防止

■スマートドライ

■スマートドライ

■スマートドライ

袖布帛リボンポイントプルオーバー

布帛切り替えポケットポイントプルオーバー

V ネックテレコプルオーバー

(接触冷感・抗菌防臭・UV カット・吸汗速乾・汗ジミ防止)
税抜価格 2,990 円～3,690 円
カラー：4 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/NB-5316/
※洗濯機 OK

(接触冷感・抗菌防臭・UV カット・吸汗速乾・汗ジミ防止)
税抜価格 2,990 円～3,690 円
カラー：2 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/NB-5305/
※洗濯機 OK

(接触冷感・抗菌防臭・UV カット・吸汗速乾・汗ジミ防止)
税抜価格 1,990 円～2,490 円
カラー：4 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/NB-5287/
※洗濯機 OK
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はっ水
～シミにならない、ヘタらない。雨に濡れてもキレイは譲れない。
ワーキング女子の味方！はっ水＆防汚加工アイテム～

■コードレーンキーネックワンピース

■コードレーンワイドパンツ

■コードレーンテーラードジャケット

■コードレーンテーパードパンツ

(はっ水・防汚)
税抜価格 6,990 円～7,990 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/AO-1452/
※洗濯機 OK

(はっ水・防汚)
税抜価格 4,990 円～5,990 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/MP-2016/
※洗濯機 OK

(はっ水・防汚)
税抜価格 7,990 円～8,990 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/AL-922/
※洗濯機 OK

(はっ水・防汚)
税抜価格 4,990 円～5,990 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/MP-2015/
※洗濯機 OK

防汚加工
～汚れても洗濯機で丸洗いＯＫ！防汚加工で、汚れが落ちやすいボトムス～

■アンクル丈ワイドデニムパンツ

■ロングフレアデニムスカート

■ストレートパンツ

(防汚)

(防汚)

(防汚)

※水溶性の汚れが落ちやすい防汚加工

※水溶性の汚れが落ちやすい防汚加工 ※水性、油性の汚れが落ちやすい、セシール
税抜価格 3,990 円～4,890 円
オリジナルの防汚加工

税抜価格 3,990 円～4,890 円
カラー：3 色展開
サイズ：58～80ｃｍ
www.cecile.co.jp/detail/AW-1048/
※洗濯機 OK

カラー：3 色展開
サイズ：58～80ｃｍ
www.cecile.co.jp/detail/AW-1049/
※洗濯機 OK

税抜価格 4,990 円
カラー：2 色展開
サイズ：58～80ｃｍ
※選べる 2 レングス（股下 68・72cm）
www.cecile.co.jp/detail/MP-2031/
※洗濯機 OK
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リネン
～洗濯機で洗える！夏を格上げする、リネンブレンドアイテム～

リネン

リネン

リネン

リネン

ブレンド

ブレンド

ブレンド

ブレンド

■リネンブレンドブラウス

■リネンブレンドフレアスカート

■レーヨンリネンワイドパンツ

■リネンコットンの

税抜価格 3,990 円～4,890 円
カラー：2 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/MW-2817/
※洗濯機 OK

税抜価格 4,990 円～5,990 円
カラー：2 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/AZ-1359/
※洗濯機 OK

税抜価格 4,990 円～5,990 円
カラー：3 色展開
サイズ：S～3L
※選べる 2 レングス（股下 68・72cm）
www.cecile.co.jp/detail/MP-2063/
※洗濯機 OK

スキッパーワンピース
税抜価格 4,990 円～5,990 円
カラー：2 色展開
サイズ：S～3L
www.cecile.co.jp/detail/AO-1450/
※洗濯機 OK

その他にも夏らしいファッション雑貨を発売中です。

夏素材ファッション雑貨
～夏を彩る涼しげなバッグコレクション～

■メッシュ 2way バッグ

■夏素材バッグ

■かごトートバッグ

(インナーバッグ付き)

税抜価格 2,990 円
カラー：1 色展開
www.cecile.co.jp/detail/OD-1445/

税抜価格 2,990 円
カラー：1 色展開
www.cecile.co.jp/detail/OD-1447/

税抜価格 4,990 円
カラー：2 色展開
www.cecile.co.jp/detail/OD-1448/

＜本資料に関する報道機関からのお問い合わせ先＞ 株式会社ディノス・セシール 広報室 中山、本條 Tel：03-6743-1114／e-mail：pr@dinos-cecile.co.jp
＜お客様からのお問い合わせ先＞ セシール

Tel：0120-70-8888（9 時～21 時、携帯・PHS 可）

