PRESS RELEASE
報道関係各位
2019 年 8 月 20 日
株式会社ディノス・セシール

～増税前の今だから買いたい！おうち時間を充実させる憧れのリビングアイテム～

ディノスより、“工事不要な食器洗浄乾燥機”などを新発売

株式会社ディノス・セシール（本社：東京都中野区）は、10 月からの消費税 10％を目前に控えた今こそ購入を検討した
い憧れアイテムとして、
“工事不要な食器洗浄乾燥機”や“オールシルクのカバーリング”など、おうち時間を充実させる
商品を多数ラインナップして、家具・インテリアの総合カタログ『dinos of LIFE（ディノス オブ ライフ）2019 秋号』
およびオンラインショップ（https://www.dinos.co.jp/dinosoflife/）にて、2019 年 8 月 19 日に発売しました。

届いたその日から使えて、コンパクトなのにたっぷり洗える！
工事のいらない、食器洗浄乾燥機が登場
※以下、価格はすべて税抜価格。

届いたら、箱から出して置くだけ！
取付工事が不要で、本体を設置したら、あとはコ
ンセントをさして、食器をセット、背面の給水タン
クに水を入れて、スイッチを押すだけの食器洗浄乾
燥機。通常の水きりカゴの代わりにおけるコンパク
ト設計でスペースが限られたキッチンにもおすす
めです。独自ノズルから噴射される高圧水流で細部
の汚れまでアプローチ。さらに手洗いでは難しい、
約 70℃の高温すすぎで、除菌をしながら油汚れも
すっきり落とします。稼働音もささやき声と同じ約
43 デシベルなので、深夜でも安心してご利用いた
だけ、コンパクトなボディながら約 3 人分の食卓で
使う食器（最大 16 点）が、一度にまとめて洗浄で
きます。
スイッチ 1 つで洗浄から乾燥まで自動で行い、
「おいそぎモード」なら、最短 39 分で完了。一台
あれば、これまでかかっていた洗い物の時間を一気
に短縮できる、便利な時短家事アイテムです。
工事いらない食器洗浄乾燥機 価格 45,800 円
■サイズ：幅約 42ｃｍ、奥行約 43.5ｃｍ、高さ約 43.5ｃｍ、重さ約
13.8kg■セット内容：本体、カゴ、箸立て、吸水ホース、排水ホース、
排水ホース用吸盤、軽量ボトル■洗浄コース 4 種類（標準、ソフト、
念入り、おいそぎ）
※本商品のみ、7/26 よりオンラインショップにて先行発売中。

シンク横のスペースが狭いかもしれないという方に！
これさえあれば狭いキッチンでも食洗機が置ける、専用ラック
シンクに渡して使い、デッドスペースを活かして食洗機を設置する専用ラック。
脚の隙間に排水パイプを通せば、見た目もすっきりとした印象に。
シンクに渡す食洗機ラック
食洗機ラック 価格 12,900 円（幅約 45.3ｃｍ、奥行約 58ｃｍ、高さ約 6ｃｍ）耐荷重 30kg
食洗機ラック スライド水切り付き 価格 15,900 円（幅約 45.3ｃｍ、奥行約 58ｃｍ、高さ約 6ｃｍ）耐荷重 30kg
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こだわりの“寝具”＆“家具”で、特別感のあるおうち時間を
自宅で洗える！厳選シルク１００％の贅沢カバーリング
光沢をまとう美しさや、しっとり優しい肌触りが魅力の高級シルクを贅沢
に使用した、艶やかなサテン織りストライプ柄のオールシルクのカバーリン
グシリーズ。ホワイトに加え、秋の新色『グレージュ』が登場。シルクを使
用した商品は洗えないものが多い中、本商品は品質にこだわりつつも洗濯も
可能で、いつでも清潔に保てます。シルクは吸放湿性、保温性も優れ、ラグ
ジュアリーなかけ心地です。
オールシルクシリーズ サテン織りシーツ＆カバー
① ピローケース（1 枚）
：5,900 円（新色・グレージュ） / 4,572 円（ホワイト）
② ピローケース（2 枚組）
：8,900 円（新色・グレージュ） / 8,572 円（ホワイト）
③ 掛けカバー： 31,900～41,000 円（新色・グレージュ） / 29,900～39,000 円（ホワイト）
④ ベッドシーツ：19,800～30,000 円（新色・グレージュ） / 17,905～28,381 円（ホワイト）
⑤ マルチシーツ：20,500～31,000 円（新色・グレージュ） / 18,858～29,334 円（ホワイト）
■カラー：ホワイト、グレージュ（新色）■③サイズ：シングルロング・セミダブルロング・ダブル
ロング・クイーンロング■④～⑤サイズ：シングル・セミダブル・ダブル・クイーン※シルク 100％、
日本製、洗濯機（ネット使用）

こだわりのコレクションを
ＬＥＤで美しく飾る
収納庫に搭載された LED ライトが、ガ
ラス棚を美しく照射する LED 付きギャラ
リー収納本棚。お気に入りの本や雑貨、オ
ブジェを輝かせ、お部屋のクラス感をワン
ランク上のステージへと引き上げます。
ＬＥＤ付きギャラリー収納本棚
約 60×20ｃｍ 価格 29,900 円
約 90×20ｃｍ 価格 29,900 円
約 120×20ｃｍ 価格 29,900 円
約 60×30ｃｍ 価格 34,900 円
約 90×30ｃｍ 価格 44,900 円
約 120×30ｃｍ 価格 56,900 円
■共通サイズ：高さ 87ｃｍ

ゴミ箱も、引き出しも、両面使いで
便利な間仕切りカウンター
扉はスイング式で、キッチン側、
ダイニング側のどちらからでもゴ
ミを捨てられ、内部で分別が出来ま
す。さらにフラップ扉内のペール
は、両面どちらからでも取り出せ、
内部は汚れても拭き取りやすい素
材でお手入れも簡単です。
両面ダストカウンター
2 分別（幅 47ｃｍ） 価格 25,900 円
3 分別（幅 68ｃｍ） 価格 34,900 円
4 分別（幅 89ｃｍ） 価格 39,900 円
■カラー：ホワイト、ブラウン
■共通サイズ：奥行 36、高さ 90ｃｍ
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パーソナルスペースを充実させる“パーテーション”＆“デスク”
置くだけ！手軽にパーソナル空間がつくれる
パーテーション
リビングの中に個室のような空間を作れたり、趣味や勉
強など集中したいときに役立つパーテーション。低めの設
計で圧迫感なく、また視界を遮ることもないため、部屋の
コーナーに置いて自分だけの空間を作ったり、リビングと
の間仕切りとして、あるいは食卓でのお子様のリビング学
習など、手軽に集中空間をつくれます。
集中空間をつくれるパーテーション
1 連（幅 80ｃｍ） 価格 25,900 円
1.5 連（幅 80～120cm） 価格 34,900 円
■カラー：ブラウン、ライトブラウン■共通サイズ：奥行 30、高さ 150ｃｍ

天然木の素材感とスマート配線で
スッキリしたデスクエリアに
あたたかみのある北欧風の素材感
のアルダー天然木を使用したデスク
シリーズ。パソコンなどの配線はデ
スク裏面のフックに巻いて、長さを
調整して脚部へ通せるので、表も裏
もすっきりした印象に。
配線すっきり 北欧頑丈デスクシリーズ
デスク（幅 95ｃｍ） 価格 26,900 円
デスク（幅 125ｃｍ） 価格 29,900 円
デスク（幅 155ｃｍ） 価格 35,900 円
サイドチェスト（幅 41ｃｍ） 価格 17,900 円
プリンターワゴン（幅 50ｃｍ） 価格 14,900 円

『dinos of LIFE 2019 秋号』概要
■発売日：2019 年 8 月 19 日
■サイズ：A4 変型版
■ページ数：278 ページ
■取扱商品：家具、寝具、キッチン用品、インテリア雑貨、家電、
ハウスキーピングなど
■カタログ URL：https://www.dinos.co.jp/dinosoflife/
dinos of LIFE 2019 秋号カタログ表紙
＜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、菅谷 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 Tel：0120-343-774（9 時～21 時、携帯・PHS 可）
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