PRESS RELEASE
報道関係各位
2017 年 10 月 13 日
株式会社ディノス・セシール

～カタログ創刊５０号記念！スワロフスキー®を纏った、
カシミヤシルクニットアイテムなどが登場～

ディノスのファッションブランド「DAMA collection」が、真冬コレクションを発売

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）』
2017 真冬コレクションを、2017 年 10 月 20 日に発売します。これに先駆け、10 月 13 日にディノスオンラインシ
ョップ内専用サイト（www.dinos.co.jp/dama）にて、コレクションの一部を先行発売します。
本コレクションでは、カタログ発行 50 号目を迎えるにあたり、
創刊以来、ダーマ・コレクションと共にものづくりに取り組んで
きた、イタリアやフランス、国内のメーカーとコラボレーション
した、記念アイテムを特集します。
「スワロフスキー®」を全面に
ちりばめた豪華なカシミヤ混ニットプルオーバーをはじめ、別注
生地を使用したツイードのスーツセット、希少性の高い大粒のゴ
ールドパールなど、
プレミアムな 14 商品をラインナップ。
さらに、
高品質かつ洗練されたデザインにこだわりながらも、１万円とい
うリーズナブルな価格が魅力のダウンコートを発売。落ち着いた
色使いの迷彩柄と無地のリバーシブルデザインで、汎用性の高さ
も特徴で、本コレクションでしか買うことのできないスペシャル
な企画が実現しました。
その他、冬のパーティーシーズンにふさわしいラメやビーズ使
いのファッションアイテムを取り揃えた特集「Motif of Starry
sky」
、毎冬好調の定番企画「Cashmere Story」
、街歩きや小旅行
を楽しむオフスタイルをテーマにした「Walking the Town」など
も展開します。

DAMA collection（ダーマ・コレクション）2017 真冬コレクションカタログ概要
■カタログ発売日：2017年 10月 20日
■カタログ版型/総ページ数：A4変 形判 /188ページ
■アイテム：ファッション衣 料 ・ジュエリー・雑 貨 など約210点
■販売期間：2017年10月13日～2018年3月31日
■コンセプト：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マガジン
■WEB SHOP www.dinos.co.jp/dama
＜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 藤田、小森 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)

報道資料
2017 年 10 月 13 日

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 2017 真冬コレクション

ダーマ・コレクション ２０１７真冬コレクション

◆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マガジン
が、「DAMA collection」です。

◆The Theme of This Issue

「The 50th memorial issue.
５０号記念 特別企画アイテム」

◆Contents
p3-4 THEME 1― The 50th memorial issue part.1
50 号記念特別企画～幸福な日々を彩る麗しき逸品～
p5

THEME 2― The 50th memorial issue part.２
50 号記念特別企画
～高品質で汎用性の高い、優秀な 1 万円アイテム～

p6

THEME 3― Motif of starry sky
私を輝かせる星たちの瞬き。

p7

THEME 4― Cashmere Story
大人の女性がカシミヤを愛する理由。

p8

THEME 5― Waking the town
軽くてとびきり暖かい装いで、冬の街を颯爽と。
（※次項より、価格は全て税抜）
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THEME 1― 50 号記念特別企画 ～幸福な日々を彩る麗しき逸品～
煌きという麗しい魔法をかけた
「スワロフスキー®」使いの特別なニット。
「カリアッジ」×「スワロフスキー®」コラボレーション
カシミヤシルクニットプルオーバー198,000 円
約１０年前、初めてＤＡＭＡでご紹介して以来、大人の女性にカ
シミヤの魅力を教えてくれる「カリアッジ」社。今回、「スワロフス
キー®」社とコラボレーションし、クリスタルビーズがちりばめられ
た、ラグジュアリーなプルオーバーが誕生しました。顔回りをす
っきりと見せる直線的なボートネック、身体のラインをカバーする
ゆとりのあるドロップショルダーなどシンプルなデザインながら、
こだわりも満載。今回の発刊５０号記念にふさわしいこのニット
は、限定生産 25 着の販売です。

読者が愛する、品格があり華やかなモード感
「マリア・ケント」の洗練ツイード。
「マリア・ケント」ファンシーツイードシリーズ
ジャケット 59,800 円、ワンピース 49,800 円、
スーツセット 99,900 円
２０１０年より DAMA に登場した「マリア・ケント」社は、世界中の
トップメゾンも信頼を寄せるテキスタイルメーカー。５０号を記念
して別注したレインボーカラーが織り込まれたファンシーツイー
ド生地を使い、スーツセットに仕立てました。特別な素材を存分
に堪能できるよう、シンプルなテーラードジャケットとワンピース
にデザイン。単品でもセットアップでも活用できます。

目の肥えた大人の女性の心に響く、
上質なニットコートと「ナガタニ」のトートバッグ。
イタリア糸カシミヤビッグケーブルコート 78,000 円
「ナガタニ」エスポワール レザートートバッグ 69,800 円
ニットコートは、「ロロ・ピアーナ」社のカシミヤ糸を３本取りにして
ざっくりと編み上げた贅沢な一着。空気をたっぷりと含み、迫力
がありながらもすっきりと着られるよう配慮しながら編地を組み合わ
せています。トートバッグは、ラグジュアリーを追求し続ける、日本
が世界に誇るバッグブランド「ナガタニ」社製。特別なシュリンク
レザー「エスポワール」を使用し、潔くシンプルに徹した、オリジナル
デザインを特別価格で発売します。
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ヴィンテージピンクに染め上げた、
麗しのレースワンピース。
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「Riechers Marescot」
フランスレースワンピース 69,800 円
大人の女性ゆえの気品と洗練されたかわいらしさを醸すレース
リ チ ャ ー ズ
ワンピースはＤＡＭＡで人気のアイテム。フランス「Riechers
マ レ ス コ
Marescot」社の伝統的なリバーレースを採用し、華やかなヴィン
テージピンクにオリジナルで染め上げました。デザインは身体
のラインをすっきりと見せるストレートシルエットを基本に、控え
めなスタンドカラー、品よく肌が透ける５分袖、袖と裾はスカラッ
プを活かして軽やかさをトッピングしました。

冬の日々を贅沢な喜びで満たす、
特別なカシミヤラップコート。
「ピアツェンツァ」カシミヤラップコート 100,000 円
イタリア３大カシミヤメーカーのひとつで、約３００年の歴史を
持つ「ピアツェンツァ」社のアイコンといえば、トップ染めのカシ
ミヤ生地。このラグジュアリーな生地を使用したラップコートを、
５０号を記念して特別価格で発売します。縫製は、技術力に
定評のある国内メーカーに託し、袖周りにゆとりのあるラグラン
スリーブや立体的なパターン、さりげないフレアーシルエット
など、細部にまで大人を美しく見せるワザが光る一着です。

別格の優雅さと美貌を象徴する
ゴールドパールネックレス。
１０～１４mm ゴールドパール
グラデーションネックレス 300,000 円
優雅で神秘的な艶めき、高級感のあるゴールドカラーのパール
は、ラグジュアリーの経験を重ねた大人の女性を華やかに彩り
ます。使用したのは、ゴールドリップと呼ばれる１０～１４ｍｍ珠。
高品質な大粒ゴールドパールは大変に希少価値のあるものとし
て知られ、ジュエリー通垂涎の逸品です。
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THEME 2― 50 号記念特別企画
～高品質で汎用性の高い、優秀な 1 万円アイテム～

スペシャルプライスでお届けする、才色兼備なリバーシブルダウンコート。
リバーシブルダウンコート 10,000 円
メーカーとの取り組みで実現した、上質を知る女性たちをも満足させる１万円のダウンコート。ダウン８０％入りで、軽く暖
かいだけでなく、着回し力にもこだわった迷彩柄と無地のリバーシブル仕様にしました。テイストを選ばないストレートデ
ザインを基本としたハイネック仕様で、カジュアルにもエレガンスにもコーディネート自在です。クールな印象のオフホワ
イト×モノトーン系迷彩柄と、優しく上品なモカ×同色の迷彩柄の２色。

しっとり柔らかで地厚。彩り豊かなカシミヤストール。
カシミヤ１００％モッサ仕上げストール 10,000 円
毎年買い足してくださる方も多い、約２００×７０ｃｍの大判サイズのカシミヤストール。豊富なカラーバリエーションと、他
ではありえない、値段と品質のバランスの良さが人気の秘密です。今回は５０号を記念して、ベーシックから華やかな
差し色まで、全８色の展開。肩に羽織ればショールに、ひざ掛けとして、またブランケットとして包まって、と想像以上に
活躍してくれるアイテムです。
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THEME 3― Motif of starry sky ～私を輝かせる星たちの瞬き～

遥か遠く宇宙へと想いを馳せる、
ロマンティックな夜の装い

ミルキーウェイのような、
グラデーションラメのニットブルゾン。

「マリア・ケント」ジャカード使い
ベルベット切り替えワンピース 49,900 円

モヘヤ混ラメグラデーション
ニットブルゾン 17,800 円

流星に銀河など宇宙をテーマに、オーロラのラメ糸を織り
込んだ生地は「マリア･ケント」社製。ストレッチベルベットを
上身頃に組み合わせたフィット＆フレアーのワンピースに仕
立てました。

日本製のモヘヤ糸とシルバーラメ糸を使い、ジャカードで
表現したグラデーションがドラマチックなニットブルゾン。
ショート丈なのでボリュームあるボトムスとも相性がよく、
旬度をアップしてくれます。前を閉じてプルオーバーの
ようにも着られます。

ミンク編み込みストール 19,800 円
つややかな毛並みが顔周りに華やかさを添えるミンクストー
ル。テープ状のファーをニットのように編みこんでいるから
柔らかく、日常使いもできます。

輝きで存在感をひときわ強く！星空を切り取ったような小物たち。
イタリア製アルカディア素材コンビ２WAY チェーンバッグ 34,800 円
大小のスタッズがグラデーションにちりばめられたベルベットの小ぶりなバッグ。チェーンは取り外しができます。

モード エ ジャコモ（ルシェルドール）きらきらフラットパンプス 13,500 円
存在感のあるスクエア型のビジューがフラットパンプスをクラスアップ。低反発クッション内蔵で履き心地にもこだわりました。

イタリア製ジャンニピジーニ 星スタッズ 2WAY バッグ 39,800 円、リュックサック 36,800 円
ゴールドの星スタッズが映えるスタイリッシュなシリーズ。小ぶりな２WAY バッグと、ファスナーで開閉するリュックサックの 2 型。
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THEME 5― Cashmere Story ～大人の女性が、カシミヤを愛する理由～

旬のリブ編みも「カリアッジ」のカシミヤならこんなに綺麗。
「カリアッジ」カシミヤワイドリブ プルオーバー19,800 円、ロングカーディガン 27,900 円
身体のラインが強調されにくく、程よいフィット感にこだわったワイドリブのニットプルオーバー。すっきりとした印象
のボートネックは、カーディガンを重ねても美しく見えるよう計算。ロングカーディガンは軽やかなトッパータイプで、
前立てには太幅のリブを効かせて、すらりと縦長な印象に見せます。

アーガイル柄をカシミヤの上質感で、
鮮度が香る一着に。

ビッグシルエットとリッチな小物で
休日をアップデート。

カシミヤインターシャ
アーガイル柄プルオーバー22,800 円

カシミヤビッグシルエットチュニック 23,800 円
セーブリッチ ニットキャップ 8,900 円
セーブリッチ アームウォーマー9,800 円

身頃と袖で柄の大きさに変化をつけた、新鮮なアー
ガイル柄なら、上質なカシミヤをカジュアルに取り
入れられます。モックネックの襟はリブ編み、裾は細
めの天竺袋できれいめな印象に仕上げました。

身体が泳ぐほどたっぷりとした分量感のカシミヤ
チュニック。身頃続きで立ち上がったボトルネック、
ドロップショルダーで旬のリラックスカジュアルを演出
します。こなれた印象を与えるニット帽とアームウォ
ーマーは、贅沢な「セーブリッチ」。セーブルとカシ
ミヤの混紡で、うっとりする肌触りです。
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THEME ６― Waking the town
～冬の街を颯爽と歩く、大人のカジュアルスタイル～

艶やかなブラックのニュアンスで磨かれた、進化系ダウンコート
カシミヤ×タフタ フォックスファー付きダウンコート 49,800 円
上身頃は艶やかなカシミヤ 100％、腰から下はタフタで切り替えた、エレガンスと防寒が叶うダウンコート。黒一色で
も 2 つの素材を組み合わせているから軽やかな印象を与えつつ、トレンド感もアップします。フードにはボリューム
あるフォックスファー付きで、顔周りに華やかさを添える一着です。

ひとワザある上質イタリア生地なら、
千鳥柄もやさしい印象で着やすく。

ケーブルが紡ぐぬくもりの色香を
しなやかに纏って。

イタリア素材シャギー
千鳥柄サックワンピース 29,800 円

ウールカシミヤ
ケーブル編み使いワンピース 25,800 円

リッチな艶感を湛えるスーリーアルパカ混のシャギー
素材を使用したワンピース。ベージュ×チャコール
グレーの色使いとリラックス感のあるサックシルエット
が優しい印象です。襟開きはシャープなＶ開きなの
で、様々なタイプのインナーとコーディネートができ
ます。

ケーブル編みを前後にあしらったウールカシミヤ糸
ニットワンピースは、リラックス感がありながらもメラン
ジ調のシックなグレーが洗練された印象を与えます。
縦長に見せるＩラインシルエットに、ざっくりとしたオフ
タートルネック、ウエストはブラウジングさせてと、
すっきりと着こなせる一着です。
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ブランド概要
・ブ ラ ン ド 名
・発
売
日
・タ ー ゲ ッ ト
・コ ン セ プ ト
・展 開 アイテム
・販 売 展 開

DAMA collection(ダーマ・コレクション)2017 真冬コレクション
2017 年 10 月 20 日（一部Ｗｅｂ先行発売 10 月 13 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通販ファッションマガジン
ファッション衣料・ジュエリー・雑貨 など 約210点
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（※「DAMA collection 17 真冬号」 は、2017 年 10 月中旬より展示スタート）

【DAMA お客様サロン】
◆有楽町
住所 東京都千代田区有楽町二丁目10 番１号 東京交通会館3 階
Tel 0120-221-593
◆心斎橋
大阪府大阪市中央区南船場 3-12-21 心斎橋プラザビル新館 3 階
Tel 0120-258-233
※営業時間は両サロンともに、正午～午後7：00（月曜定休日）
◆サロンの最新情報について http://www.dinos.co.jp/damacollection/salon.html

ＤＡＭＡお客様サロンでは「DAMA collection」をはじめ、姉妹ブランドで大人の上質なリアル
クローズを提案する「DAMA collection PLUS」、プレミアム世代のスタイルを提案する「DAMA Premium」の
最新アイテムを随時展示しています。さらに、コーディネートによる試着が可能で、専門知識を持った
スタッフが様々なご相談・ご質問等をお受けしています。サイズ・色・風合い・素材感・着心地等を実際の
商品を手に取って確かめていただける空間として好評をいただいています。
（※展示商品の試着、送料無料で注文が可能。お届けは後日配送。）

「ダーマ・コレクション」及び「DAMA お客様サロン」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 藤田、小森
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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