PRESS RELEASE
報道関係各位
2019 年 4 月 8 日
株式会社ディノス・セシール

今年のゴールデンウィーク 10 日間を「旅行」「模様替え」「ホームパーティ」で“楽しむ”を提案！

ディノスより、初夏の大人旅アイテムやインテリア雑貨を新発売
株式会社ディノス・セシール（本社：東京都中野区）は、10 日間という大型連休となった今年のゴールデン
ウィークを満喫するための、「旅行」をキーワードとした、シワになりにくいウェア、カラーチェンジャーグ
ラス、日傘などをディノスオンラインショップ（https//www.dinos.co.jp/）で、2019 年 4 月 1 日に発売しました。
その他にも、
「模様替え」
「ホームパーティ」など、10 連休を充実させる、大人のインテリア・生活雑貨を多数
ラインナップしています。
以下、価格はすべて税抜き価格

【4 日間】アジアのリゾートへの旅行
ゴールデンウィークの始まりは、アジアリゾートへの旅行からスタート。パッキングに便利なアイテムの他に、紫外線対策
アイテムも忘れずに。

2WAY ストレッチ生地使用
シワになりにくいウェアシリーズ
プルオーバー 6,990 円/クロップドパ
ンツ 8,890 円/上下セット 14,880 円
きちんと感と、長時間移動もラクラ
クな高い伸縮性を備えたセットアッ
プ。吸水速乾＆接触冷感機能付き。

FILSTON
カラーチェンジャーグラス 6,200 円
紫外線量に応じてレンズの色濃度が
変化するサングラス。小顔効果のあるフ
レームデザインと、日本人の顔立ちにフ
ィットする高めのノーズパッド付き。レ
ンズの色に関わらず 99.9％の紫外線を
カットし、ブルーライトにも対応。

弾熱（R）UV カット加工
晴雨兼用折りたたみ傘
50cm 10,000 円/55cm 13,000 円
強い日差しと不快な熱を跳ね返す特殊コ
ーティングを施した、メイドインジャパン
の折り畳み傘。紫外線を効率よくカットす
ると同時に、猛暑日でも、まるで木陰にい
るような涼やかさを体感できます。

エース トランクデザインキャリーケース
MANA スクエア パンチング
36L 32,000 円/58L 35,000 円/85L 38,000 円 スリッポン 17,000 円

ピサデザイン
リネンショルダーバッグ 13,000 円

気品漂う落ち着いたカラーリングに、
レザー製コーナーガードとダブルベルト
を施した、クラシカルな雰囲気のスーツ
ケース。表面には傷が目立ちにくいシボ
加工を採用。

編みこまれた VHS テープがエコ＆おしゃれ
を両立する、シンプルな北欧デザインのショ
ルダーバッグ。品の良い光沢感が特徴で、タ
ウンユースはもちろん、レストランなどへの
おでかけにも。

スタイリッシュなスクエアパンチン
グを施した、大人のスリッポン。ブラ
ックはディノスだけのカラー。デザイ
ン性はもちろん、たくさん歩いてもム
レにくい通気性もポイント。

1

PRESS RELEASE
【2 日間】普段より時間をかけて、初夏仕様に自宅を模様替え
旅行から帰宅して休んだら、今度は自宅の模様替えを。初夏らしく爽やかなインテリアや、ガーデン周りもバージョンアップ。
【室内編】

ペンダントライト イオス ミディアム
35,280 円
ガチョウの羽根をおよそ 1800 枚も
使ったデンマークブランドのおしゃ
れな照明。消灯時は軽やかなシェード
が宙に浮かぶように見え、ラグジュア
リーな空間を演出します。ホワイト、
ライトブラウン、ライトグレーの 3 色
展開で、お部屋の雰囲気に合わせてセ
レクトできます。

京都のはごろものれん（1 枚）
約幅 45・丈 150cm 5,300 円
約幅 45・丈 170cm 5,900 円
約幅 45・丈 190cm 6,500 円

デュコテ 折りたたみスツール
S サイズ：1 脚 10,970 円/2 脚組 19,800 円
M サイズ：1 脚 12,970 円/2 脚組 23,400 円
L サイズ：1 脚 14,970 円/2 脚組 27,400 円

カーテン感覚で空間を間仕切りができ
る、軽やかな麻のれん。ドアで締めきり
たくはないけれど、視線は遮りたい、そ
んな時に活躍。好きな色を組み合わせて、
簡単に模様替えを楽しめます。

パッと広げてすぐに使える、新発想の折り
たたみイス。3 種類のサイズとカラーをライ
ンナップ。空間に温かみのある雰囲気をもた
らす、手作りの紙製スツールで、耐荷重約
80kg の強度で、使用しない時はたためるの
で収納や持ち運びにも便利です。

【ガーデン編】

ソーラーライト付き
パラソル 22,000 円
昼間は日よけ&紫外線カットに活
躍。日が落ちれば煌めく LED ライト
が 8 列 32 球にも連なって、ガーデン
パーティーを華麗に盛り上げるソーラ
ーライト付きパラソル。ライトはスイ
ッチでオン・オフ可能。

電池式 LED
パーティーライト 10 灯
3,900 円
乾電池式で、どこでも使えるパー
ティーライト。熱くなりにくい LED
電球で外でも安心です。ガーデンは
もちろん、キャンプなどで使うのも
おすすめです。

ひっかけ子犬
2,990 円
ひょっこりのぞく
つぶらな瞳、ふっく
らお尻の後ろ姿も愛
らしい姿。プランタ
ーや棚にひっかけて
アクセントに。
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【1 日間】連休最後は、親しい友人を招いてホームパーティ
ゴールデンウィーク最後の予定は自宅でのホームパーティ。華やかで SNS 映えもする、食器類や食卓家電もスタンバイ。

撥水加工 ジャカード織のクロスシリーズ
幅広テーブルランナー
60・180cm 6,500 円 /60・240cm 7,500 円
テーブルクロス
100・100cm 7,500 円/138・180cm 10,500 円
/138・240cm 13,500 円
ゴールドとシルバーの上品なラメ入り
のジャカード織のランナーとテーブルクロ
ス。撥水加工が施されていて、こぼしても
すぐ拭き取れば大丈夫なので、安心です。

Cutipol GOA/クチポールゴア
カトラリー3 点セット 6,400 円
シンプルかつスタイリッシュなデ
ザインが人気で、お箸と組み合わせて
も違和感ない、GOA のカトラリーセッ
ト。どんな料理にも合わせやすく、軽
くて持ちやすい使い勝手の良さで多
くのレストランでも愛用されていま
す。カラーはブラック×シルバー。

アラジン
グラファイトグリラー 32,000 円

BRUNO
ホットプレート シトラスリーフ 12,000 円

煙とニオイがほとんど出ず、炭火並み
の焼き上がりを実現する、画期的なグリ
ラー。ニオイを気にせず幅広い料理を楽
しめます。0.2 秒で 300℃まで発熱するの
で予熱の必要もなく、じっくり火を通す
ことで肉はパサつかずジューシーな仕上
がりで、余分な脂と水分を落とすからヘ
ルシーです。

A4 サイズのコンパクトサイズのホッ
トプレートは、毎日の食卓からちょっと
特別なパーティーシーンまで、幅広く活
躍するアイテム。今までのホットプレー
トにはなかったおしゃれなデザインで、
平面プレートとたこ焼きプレートの 2 種
類がついています。

ランチョンマットになるトレー
小サイズ 2 枚組 6,000 円/4 枚組 11,800 円
大サイズ 2 枚組 7,000 円/4 枚組 13,800 円
料理を運ぶ時に使うトレーと食べる時に
敷くマットの役目をひとつでできる便利な
トレー兼ランチョンマット。シックなネイビ
ーとライトブルーのリバーシブルで大きさ
は 2 種類。撥水効果があるのもポイント。

KaiHouse ＳＥＬＥＣＴ
アイスクリームメーカー
2,980 円
独自の羽が材料をじ
っくり万遍なく撹拌
し、ほどよく空気を含んだ濃厚かつな
めらかなアイスクリームがスイッチひ
とつで簡単手作り。デザインにこだわ
ったコンパクトサイズのアイスクリー
ムメーカー。

＜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
＜この商品に関する、お客様からのお問い合わせ先＞ディノス ハートコールセンター Tel：0120-343-774（9 時～21 時、携帯・PHS 可）
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