PRESS RELEASE
報道関係各位
2019 年 4 月 12 日
株式会社ディノス・セシール

～フラワー、ヒョウ、宇宙など…思わず笑顔になるモチーフのカラフルなサマーアイテム～

ディノスのファッションブランド「ＲＵＬＥ bis」より2019夏コレクションを4月12日に発売

株式会社ディノス・セシール（本社：東京都中野区）は、
「ディノス」で展開する、カラフルな色使い
や遊び心が満載のアイキャッチなファッションブランド「RULE bis（ルール ビス）
」の 2019 夏コレクシ
ョンを、ディノスオンラインショップ上の専用サイト（https://www.dinos.co.jp/rulebis/）にて、2019 年
4 月 12 日に発売します。
今シーズンは、
「カラフルなテキスタイルで明るくチアフル、遊び心
ある着こなし。とびきりの笑顔で楽しく装う夏。
」がテーマ。華やかなフ
ラワーモチーフのトップスやワンピース、ボトムをはじめ、ヒョウやモ
ンキーといったアニマルがデザインされた夏らしいプリントブラウス
や、星や土星といった宇宙をイメージさせるモチーフをレースで表現し
たユニークなトップスなどが新登場します。また、トロンプルイユ（だ
まし絵）をデザインしたセットアップなど、エレガントかつユニークで
女性らしいスタイルを提案しています。さらに、はっ水、ドライタッチ、
接触冷感など、梅雨から夏の季節に活躍する機能的なアイテムもライン
ナップします。

「RULE bis」 2019 夏号 カタログ表紙

「RULE bis」は、年齢を問わず日常のスパイスとなるアイキャッチな
色やデザインを自分らしく取り入れて自由にファッションを楽しむ、明
るくポジティブな女性がターゲット。トレンド感もありながら、誰もが
気負わず着られるシルエットや、上質でもリーズナブル、といった今ど
きの価値観にもこだわったブランドです。アパレルを中心に、キュート
な雑貨、小物、アクセサリーまで、トータルにアイテム展開します。

【RULE bis（ルール ビス）2019 夏コレクション概要】
■販 売 期 間：2019 年4 月12 日（ＷＥＢ先行発売）～ 2019 年9 月30 日
■取 扱 商 品：アパレル、雑貨、小物、アクセサリーなど 117 点
■中 心 価 格 帯：8,900～12,800 円（税抜）
・カ タ ロ グ 発 行 日：2019 年4 月16 日 ※年4 回発行、次号は2019 年8 月予定
・カ タ ロ グ 総 ペ ー ジ 数 / 判 型：76 ページ/A4 変形判
◇W e b サ イ ト： www.dinos.co.jp/rulebis/
Web から注文いただくと、500 円オトクになります（一部商品を除く）
◇公 式 I n s t a g r a m： ＠rulebis_official
◇公 式 T w i t t e r: ＠RULE_bis
＜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 森永、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＞
ディノスハートコールセンター フリーダイヤル 0120-343-774（9 時～21 時、携帯・PHS 可)
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ルール ビス 2019 夏コレクション

ルール ビス 2019 夏コレクション

◆Concept
年齢を問わず日常のスパイスとなる
アイキャッチな色やデザインを自分らしく取り入れて
自由にファッションを楽しむ明るくポジティブな女性がターゲット。
トレンド感もありながら、誰もが気負わず着られるシルエットや
上質でもリーズナブル、といった
今どきの価値観にもこだわっています。
カラフルなテキスタイルで
明るくチアフル、遊び心ある着こなしに。
とびきりの笑顔で楽しく装う夏スタイル。
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◆THEME 1―SUMMER BREEZE～色鮮やかなアイテムで夏にダイブ～
ヒョウやモンキー、フラワーなどがモチーフの、カラフルなトップス・ボトム・ワンピース
（左）
・パームツリーとモンキープリントブラウス
電話注文…9,500 円(税抜)、Web 注文…9,000 円（税抜）
色 ：ライトピンク
サイズ： S・M・L・LL
（右）
・フランス素材ヒョウとチェーンのプリントブラウス
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：ライトブルー
サイズ： S・M・L・LL

（左）
・フラワー転写プリント レースブラウス
電話注文…10,300 円(税抜)、Web 注文…9,800 円（税抜）
色 ：グリーン×ピンク
サイズ： S・M・L・LL

（左）
・フランス素材フラワープリントワンピース
電話注文…15,300 円(税抜)、Web 注文…14,800 円（税抜）
色 ：ホワイト×ブラック×ベージュ
サイズ： S・M・L・LL
（右）
・イタリア素材フラワープリントジャージーマキシスカート
電話注文…14,300 円(税抜)、Web 注文…13,800 円（税抜）
色 ：ブラック×オレンジ
サイズ： S・M・L・LL

（右）
・イタリア製 LOFT17／ロフトディチャセッテ
フラワープリントノースリーブブラウス
電話注文…13,300 円(税抜)、Web 注文…12,800 円（税抜）
色 ：ホワイト系
サイズ： S・M・L・LL
・Karyn／キャリン スクエアかごバッグ
電話・Web 注文共通…5,900 円(税抜)
色 ：ナチュラル、ブラック
サイズ：約 幅 34・マチ 16・高さ 18・持ち手高さ 9 ㎝
・PANIER／パニエ バックベルトウエッジサンダル
電話・Web 注文共通…9,500 円(税抜)
色 ：パープル、ブラック
サイズ：36（23 ㎝）・36H（23.5 ㎝）・37（24 ㎝）・
37H(24.5cm)
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◆THEME 2―DAILY LOOK～日常にハッピーを添えるカジュアルウエア～
星型や土星など POP なモチーフやチェック柄の軽やかなトップス
・星と土星柄 レースプルオーバー
電話注文…14,300 円(税抜)、Web 注文…13,800 円（税抜）
色 ：ホワイト×ネイビー
サイズ：S・M・L・LL
・SAN HIDEAKIMIHARA／サン ヒデアキミハラ
トロンプルイユ 2WAY ナイロントート
電話・Web 注文共通…11,000 円(税抜)
色 ：カーキ、ネイビー
サイズ：約幅 36・マチ 13・高さ 24・持ち手 13 ㎝（調節不可）

（左）
・ポップコーンワッペン付き パイルワンピース
電話注文…12,500 円(税抜)、Web 注文…12,000 円（税抜）
色 ：ネイビー
サイズ：S・M・L・LL
（右）
・泣きそうなニコちゃんの
ブラックデニム刺繍シャツワンピース
電話注文…13,000 円(税抜)、Web 注文…12,500 円（税抜）
色 ：ブラック
サイズ：S・M・L・LL
（左）
・ツイストフリンジ Ａラインカットソー
電話注文…9,300 円(税抜)、Web 注文…8,800 円（税抜）
色 ：グレー、ブラック
サイズ：S・M・L・LL
・ブルーチェックパンツ
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：グレー×ブルー系
サイズ：S・M・L・LL
（右）
・ワッシャーチェックプルオーバー
電話注文…7,300 円(税抜)、Web 注文…6,800 円（税抜）
色 ：ワイン、グリーン
サイズ：S・M・L・LL

（共通）
・ILIMA／イリマ メタリックスポーツサンダル
電話・Web 注文共通…7,000 円(税抜)
色 ：シルバー、ブラック
サイズ：35（22.5～23 ㎝）・37（23.5～24 ㎝）・39（24.5～25 ㎝）
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◆THEME 3―FUNCTIONAL MODE～おしゃれの幅を広げる機能性ウエア～
はっ水・ドライタッチ・吸水速乾・ＵＶカット・接触冷感など、梅雨から夏に活躍する機能的なアイテム

（左）
・シワになりにくく乾きも速い
ドライタッチドレープワンピース
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：ブラック、レッド
サイズ： S・M・L・LL

・はっ水透湿一枚仕立てフーディーコート
電話注文…15,300 円(税抜)、Web 注文…14,800 円（税抜）
色 ：ゴールドベージュ
サイズ： S・M・L・LL

（右）
・吸水速乾・ＵＶカット ジャージープルオーバー
電話注文…7,300 円(税抜)、Web 注文…6,800 円（税抜）
色 ：カーキ、ネイビー
サイズ：S・M・L・LL
・吸水速乾・ＵＶカット ジャージーワイドパンツ
電話注文…9,300 円(税抜)、Web 注文…8,800 円（税抜）
色 ：カーキ、ネイビー
サイズ：S・M・L・LL
・洗えるリネン透かし編み ボレロカーディガン
電話注文…10,300 円(税抜)、Web 注文…9,800 円（税抜）
色 ：オフホワイト、ブラック
サイズ：S・M・L・LL

（左）
・接触冷感 フレアスリーブプルオーバー
電話注文…8,000 円(税抜)、Web 注文…7,500 円（税抜）
色 ：クリーム、ラベンダー
サイズ： S・M・L・LL
（右）
・接触冷感 そでチェックフリルプルオーバー
電話注文…4,400 円(税抜)、Web 注文…3,900 円（税抜）
色 ：ブラック、ホワイト、ロイヤルブルー
サイズ： S・M・L・LL
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◆THEME ４―ELEGANT LADY～快適な着心地と上品な佇まいで洗練された女性らしさを～
快適な着心地と上品な佇まいによって、洗練された女性らしさを演出するアイテム
・配色ラインクルーネックカーディガン
電話注文…14,300 円(税抜)、Web 注文…13,800 円（税抜）
色 ：ホワイト×ブラック
サイズ： S・M・L・LL
・ストライプジャカード ニットスカート
電話注文…10,500 円(税抜)、Web 注文…10,000 円（税抜）
色 ：ピンク系
サイズ： S・M・L・LL
・DRESS／ドレス 牛革キルティングチェーンショルダーバッグ
電話・Web 注文共通…13,000 円(税抜)
色 ：ダークピンク、ブラック
サイズ：約幅 24・マチ 6.5・高さ 15.5 ㎝・ショルダー長さ
106～最大 125cm（7 段階調節）・ショルダーストラ
ップ・ハンドストラップ取り外し可

（左）
・ウォッシュ加工 フリンジ使いデニムジャケット
電話注文…15,300 円(税抜)、Web 注文…14,800 円（税抜）
色 ：インディゴ
サイズ：S・M・L・LL
・イタリア素材 ギンガムマーメイドスカート
電話注文…14,300 円(税抜)、Web 注文…13,800 円（税抜）
色 ：ホワイト×ブラック
サイズ：S・M・L・LL
（右）
・ランダムドット柄プリント フリルブラウス
電話注文…8,300 円(税抜)、Web 注文…7,800 円（税抜）
色 ：ブラック×ホワイト
サイズ：S・M・L・LL
・イタリア素材 ストレッチジャカードテーパードパンツ
電話注文…14,300 円(税抜)、Web 注文…13,800 円（税抜）
色 ：ブラック×ホワイト
サイズ：S・M・L・LL

（左）
・トロンプルイユ（だまし絵）ニットプルオーバー
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：ブラック
サイズ：S・M・L・LL
・トロンプルイユ（だまし絵）ニットスカート
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：ブラック
サイズ：S・M・L・LL
（右）
・手指しダイヤ柄 ニットプルオーバー
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：ホワイト×ブラック
サイズ：S・M・L・LL
・光沢レースタックフレアスカート
電話注文…12,300 円(税抜)、Web 注文…11,800 円（税抜）
色 ：ブラック
サイズ：S・M・L・LL
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◆THEME 5―ANIMAL CHIC＆COLORFUL LACE
～黒で引き締めるアニマル柄トップス＆フェミニンなレースは色で華やぐ～

ブラックが基調の落ち着いたアニマル柄のトップスや、カラフルなレース使いのトップスなど
（左）
・レオパードティアード フリルブラウス
電話注文…10,300 円(税抜)、Web 注文…9,800 円（税抜）
色 ：ベージュ
サイズ： S・M・L・LL
（右）
・お花みたいなヒョウ柄 ニットプルオーバー
電話注文…10,500 円(税抜)、Web 注文…10,000 円（税抜）
色 ：ベージュ×ブラック
サイズ： S・M・L・LL

（左）
・黄色いバナナのフルーツ柄レースプルオーバー
電話注文…13,300 円(税抜)、Web 注文…12,800 円（税抜）
色 ：マスタード
サイズ： S・M・L・LL
・飾りレースアップストレッチワイドパンツ
電話注文…10,500 円(税抜)、Web 注文…10,000 円（税抜）
色 ：チャコール
サイズ： S・M・L・LL
（右）
・小花柄レース使い 半袖カーディガン
電話注文…13,300 円(税抜)、Web 注文…12,800 円（税抜）
色 ：レッド
サイズ： S・M・L・LL
・ビッグフラワープリント フレアスカート
電話注文…15,300 円(税抜)、Web 注文…14,800 円（税抜）
色 ：グリーン×ピンク
サイズ： S・M・L・LL

・イタリア製 Teresa Cambi／テレサカンビ ドット飾りバッグ
電話・Web 注文共通…14,000 円(税抜)
色 ：レッド、ブラック
サイズ：約幅 37・マチ 13・高さ 23・持ち手高さ 10cm・ショルダー
高さ 37～最大 70 ㎝（ショルダーストラップ取り外し可）
・Casselini／キャセリーニ リボントングサンダル
電話・Web 注文共通…6,900 円(税抜)
色 ：ブラック、レオパード
サイズ：36（23 ㎝）・37（23.5 ㎝）・38（24 ㎝）・39（24.5cm）
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◆THEME 6―VINTAGE MOOD＆UNIQUE PATTERN
～着こなしのアクセントはレトロな色柄＆ユニーク柄スカートでキュートに～

レトロモダンテイストのトップスや、ユニークな柄のスカートなど
（左）
・チュールフリル付き マルチボーダーニット
電話注文…10,300 円(税抜)、Web 注文…9,800 円（税抜）
色 ：ブラック×ピンク
サイズ： S・M・L・LL
・飾りベルトテーパードパンツ
電話注文…9,500 円(税抜)、Web 注文…9,000 円（税抜）
色 ：グリーン、ブラック
サイズ： S・M・L・LL
（右）
・スカーフ柄切り替えプルオーバー
電話注文…9,300 円(税抜)、Web 注文…8,800 円（税抜）
色 ：ブラック
サイズ： S・M・L・LL

（左）
・ANONYME／アノニム リンダ フリルスカート
電話注文…14,300 円(税抜)、Web 注文…13,800 円（税抜）
色 ：レッド×ブルー系
サイズ： S・M・L・LL
・LE VERNIS／ルヴェルニ コンビバンブートートバッグ
電話・Web 注文共通…12,800 円(税抜)
色 ：キナリ×ブラック
サイズ：約幅 26・マチ 17・高さ 25・持ち手高さ 8cm・ショルダー
長さ 106～最大 118 ㎝

（右）
・フラワービジュー付きニットプルオーバー
電話注文…12,500 円(税抜)、Web 注文…12,000 円（税抜）
色 ：オフホワイト
サイズ： S・M・L・LL

・JETEE／ジュテ ボールチェーンクロスサンダル
電話・Web 注文共通…7,500 円(税抜)
色 ：ホワイト、ブラック
サイズ：S（22.5～23 ㎝）・M（23～23.5 ㎝）・
L（23.5～24 ㎝）

・ベルトデザインプリントフレアスカート
電話注文…13,300 円(税抜)、Web 注文…12,800 円（税抜）
色 ：ブラック×ピンク
サイズ： S・M・L・LL
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Ｂｒａｎｄ Ｄｅｔａｉｌ ブランド概要
・ブ ラ ン ド 名
・発
売
日
・タ ー ゲ ッ ト

ＲＵＬＥ bis(ルール ビス)2019 夏コレクション
2019 年 4 月 12 日
年齢を問わず、日常のスパイスとなるアイキャッチな
色やデザインを自分らしく取り入れて自由にファッションを楽しむ
明るくポジティブな女性
・コ ン セ プ ト カラフルな色使いと遊び心
・展 開 アイテム ファッション衣料・バッグ・シューズ・アクセサリーなど
117点
・販 売 展 開 専用カタログ
ディノスオンラインショップ https://www.dinos.co.jp/rulebis

「RULE bis」に関 するお問 い合 わせ先
<報道関係者のお問い合わせ先>
株式会社ディノス・セシール 広報室 森永 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>
ディノスハートコールセンター フリーダイヤル 0120-343-774
（9 時～21 時、携帯・PHS 可)
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