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～暑さの続く晩夏から活躍する、家でも街でも“一歩先”の空気感を楽しめるアイテム～

ファッションブランド『DAMA collection』2020晩夏初秋コレクションを7月7日より発売

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、人生のキャリアを重ねながら
エレガンスを磨いていく大人の女性たちのファッションブランド『DAMA collection（ダーマ・コレクション）』
2020 晩夏初秋コレクションを、2020 年 7 月 7 日よりディノスオンラインショップ www.dinos.co.jp/ dama/およびカ
タログにて販売します。
今回のコレクションの巻頭では、まだまだ暑い晩
夏から初秋にかけて活躍する、秋色のムードを纏い
ながらも素材感で涼しさを味わえるようなアイテムを
取り揃えました。リゾート地の開放的な空気感を旅先
だけではなくタウンスタイルでも楽しめるような、ワン
ピースやカットソー、パンツなどをラインナップし、オ
ープンなムードを湛えつつも洗練度の高い仕上がり
を意識しています。
また、楽しみにされているファンも多い、イタリアを
はじめとするヨーロッパのテキスタイルメーカーの、
2020年秋冬コレクションからお届けする最新トレンド
も注目です。
このほか、 “上質さ”と“洗練”へのこだわりを込め
た、ジュエリーやバッグや靴などの雑貨も豊富に取り
揃えて、この季節のおしゃれを提案します。

DAMA collection（ダーマ・コレクション）2020 晩夏初秋コレクション概要
【カタログ発行日】2020年7月8日
【販売期間(WEB先行)】2020年7月7日～2021年3月31日
【カタログ版型・総ページ数】A4変形判・140ページ
【展開アイテム】ファッション衣料、ジュエリー、雑貨など
【ウェブショップ】 www.dinos.co.jp/dama
【DAMAショップ(実店舗)】 www.dinos.co.jp/damashop/
東武百貨店 池袋本店、京王百貨店 新宿店
【DAMAお客様サロン】
www.dinos.co.jp/damasalon/
東京・有楽町、大阪・心斎橋
＜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 八木、鶴田 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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DAMA（ダーマ）とは、イタリア語で貴婦人の意味

ダーマ・コレクション 2020 晩夏初秋コレクション

ダーマ・コレクション 2020 晩夏初秋コレクション

◆Concept
DAMA（ダーマ）とは、イタリア語で貴婦人の意味。
年齢を重ねながら、エレガンスを磨いていく女性達を象徴した言葉です。
人生のキャリアを重ねながらエレガンスを磨いていく、大人の女性たちのファッションブランドが、
「DAMA collection」です。
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THEME/1

Relaxing Journey 洗練を愉しむ旅スタイル

目映い陽の光もエレガンスに変える、
涼感ワントーン。
ラメ糸使い透かし柄編みボレロ 16,900 円
チュール&ビジュー使いワンピース 22,900 円
凛として涼やかな表情が魅力的な、光のエフェクトを
品よく効かせたグレーのワントーン・コーデ。ラメが
煌めくドルマンスリーブの透かし編みボレロは心地
よく風が抜ける爽やかな着心地。ワンピースはジャー
ジーの上にチュールを重ね、襟元にギャザーを寄せて
ビジューを飾り、ちょっとドレッシーな表情に。

どこかクリーンで瑞々しいあまさ。
太陽が恋をするピンク。
ベルギーリネン
２WAY ロングシャツワンピース 25,800 円
ピュアなオーラを放つフューシャピンク。素材はベ
ルギーの「LIBECO」社のリネン。きめ細やかなシャン
ブレー、透明感溢れる色合いに老舗ファクトリーの
拘りを感じられます。今夏はパンツと合わせるのが
正解。

おおらかな空気にドレープが花ひらき、
夏の軌跡をえがく。
コットンワッシャー
切り替えデザインワンピース 23,800 円
肌をとろかすコットンローンを贅沢に表裏二重に使
ったワンピースは、胸元には中縫いしたボックスタ
ックを配して、裾周りには三角マチをはめ込むこと
で、動くたびドレープが舞い、よりグラマラスな表
情に。
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THEME/2― Natural Nines 旬の美しさ、リュクスな佇まい。
印象を操作する、シアーなセンシビリティ。
ラミーシルク布帛使いニットカーディガン 24,900 円、
オパールプリントプルオーバー 16,800 円
アンサンブル 37,900 円
背面のシルクニットに対して、前身に経糸のシルクと緯糸の
ラミーの光沢が溶け合う楊柳の布帛をドッキングしたカーディ
ガン。
インにレオパードのような幾何学柄をオパール加工で表現
し、シアー感を複雑な美しさに高めたプルオーバーを合わせて。
表情豊かな素材を重ねれば、
旬な大人のレイヤードルックが完成
します。

装いをアップデートする旬型フェミニンコート。
イタリアリネン素材
撥水ポリウレタンコーティングコート 29,800 円
ヘルシーな魅力を気軽に楽しめる、羽織るだけで旬が香る
軽快なコート。素材はリネンの表面をポリウレタンコーテ
ィングしたイタリア製。天然の風合いをつるりとした光の
幕が覆う、リュクスな撥水生地で仕立てています。

ナチュラルな趣に心みちる。
手業という“贅沢”を纏って。
コットンシルク
カットワーク刺繍シャツチュニック 19,800 円
非常に手の込んだカットワークの技法を駆使し、草花柄ひとつ
ひとつが生み出す繊細でランダムな陰影を楽しめる一着。素材
は柔和な艶を帯びたコットンシルク。グレー味を帯びたくすん
だブルーや長めに設定した着丈が、大人のための着映えをお約
束します。
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THEME/3― Colors to Chic 秋色エレガンスを、軽やかにさりげなく。
シンプルな装いを更新する
オータムカラーの麗しき共演。
「ラッティ」シルクプリント&シルクニットシリーズ
カーディガン 29,800 円、プルオーバー 25,800 円
アンサンブル 49,800 円
トルコ素材ドビー織りカラーパンツ 18,800 円
イタリア「RATTI」社の新作を使ったトップスは、華麗な色
使いでポップアートのような幾何学柄をのせたシルクプリ
ントがとても新鮮。
シルクのニットと組み合わせて気負いな
く。
トルコ製のドビー織り素材のラズベリーピンクのパンツ
はさりげなく季節を更新する本命ボトムとして必見です。

正統派の端正スタイルを、
心地よくクールに。
イタリア素材
ラメ入りヘリンボーンジャージージャケット 23,800 円
一重仕立ての洗練シンプルなダブルブレストジャケットは、ラメ
糸を編み込んだヘリンボーン素材で、上品な艶と端正な表情であ
りながら、ソフトで軽やかな着心地が活躍を予感させます。

柔らかな色彩美が心に響いて
幸福な秋の訪れを思う。
「ラッティ」シフォン楊柳プリントワンピース 54,800 円
スモーキーカラーの繊細なハーモニーと流れるような大胆
な構図で、伝統のペイズリー柄をモードに昇華。ため息の出
るような色彩美を身に纏う幸せをお届けします。軽やかな
シフォン楊柳は夏から秋の端境期に嬉しいマテリアルです。
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THEME/4― Tunic Style 秋モードで楽しむチュニック主義。

ドレスのような華やかさを醸す
ときめきのレイヤード
シフォンプリーツ使い
トリアセテート混チュニック 18,900 円
リラックスできる着心地なのにクチュールライクなエレガ
ンスが香るレイヤードデザインのチュニック。軽やかなシフ
ォンプリーツが動くたびにふわりと揺れて可憐さをプラス。

イタリアの洗練が香る、モード柄に視線集中！
「エリカ」 幾何学プリントボウタイチュニック 21,800 円
ドットを幾何学柄にアレンジした、配色が美しいモードな
イタリア「ERICA」社の新作のプリント生地を、ノースリー
ブで A ラインのボウタイ付きチュニックに。涼やかな艶感
と軽やかさを活かしたデザインです。

優雅さをモダンに楽しむ
格上のセンスが香る一着
トルコ素材カットワーク刺繍チュニック 19,800 円
刺繍から仕上げまで一貫して自社で手掛ける、トルコの
生地ブランド「BROCHE」のカットワーク刺繍チュニック。
大人好みの素材感をシンプルなボートネックの A ライン
チュニックに仕上げました。
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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
・コ ン セ プ ト

DAMA collection（ダーマ・コレクション）2020 晩夏初秋コレクション
2020 年７月７日
本物を知る 50 代の女性中心
人生のキャリアを重ねながらエレガンスを磨いていく、
大人の女性のためのファッションブランド
・展 開 ア イ テ ム ファッション衣料・ジュエリー・雑貨 など
・販 売 展 開 専用カタログ、ディノスオンラインショップ www.dinos.co.jp/dama
DAMA お客様サロン（商品展示・ご試着・ご注文）
※「DAMA collection 2020 晩夏初秋コレクション」 は、2020 年7 月上旬より展示スタート
「DAMA」ショップ
DAMA シリーズからセレクトした、旬のアイテムをご購入いただける、「DAMA」のリアル
ショップ。
■DAMA 池袋東武店
住所 東京都豊島区西池袋 1-1-25 東武百貨店 池袋店 4F 5 番地
(直通)03-3971-8878 営業時間 午前 10 時～午後 8 時
■DAMA 新宿京王店
住所 東京都新宿区西新宿 1-1-4 京王百貨店 新宿店 3F
(直通)03-5321-5399 営業時間 午前 10 時～午後 8 時 30 分(日・祝は午後 8 時まで)
※休館日や、短縮営業情報は各百貨店の web サイトにてご確認ください。

◆取り扱いブランド 「DAMA Premium」「DAMA collection」「dama fiato」
※新宿京王店では、「D’LINGE」、「DAMA And」の一部商品も販売

◆DAMA ショップ情報の詳細について www.dinos.co.jp/damashop/

DAMA お客様サロン
DAMA シリーズのカタログより、最新アイテムを随時展示。専門知識を持ったスタッフが
様々なご相談・ご質問にお応えする、お客様のためのサロン。
※ご来店特典として、送料無料でご注文を承ります。お届けは後日配送となります。

■有楽町
住所 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館3F Tel 0120-221-593
■心斎橋
住所 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 心斎橋東急ビル 5F Tel 0120-258-233
※営業時間は両サロンともに、正午～午後7 時（月曜日定休）

◆取り扱いブランド DAMA Premium、DAMA collection、DAMA collection Plus
dama fiato、D’LINGE
◆サロン情報の詳細について www.dinos.co.jp/damasalon/

<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 八木/鶴田
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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