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地球のリズムを楽しむファッション「Safari Chic」シリーズが新登場！
ファッションブランド『ダーマ・コレクション』 2014夏コレクション

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今どきの女性たちのファッションマガジン『ＤＡＭＡ collection
（ダーマ・コレクション）
』 2014 夏号のファッションアイテムを、2014 年 3 月 7 日に発売します。
巻頭スペシャル企画「Safari Chic
（サファリシック）ボーダレスな自
然の中で」では、地球のリズムを楽
しむ旅をイメージしたファッション
約 30 アイテムを展開。
夏に心地よい
天然素材を中心とした“Safari Chic”
のシリーズは、カジュアルな装いな
がら、
ダーマ世代にふさわしい素材、
テクニック、シルエットがプラスア
ルファされた大人のリラックス感や
エレガンスが特徴です。南オースト
ラリアの州都アデレートの奥地にあ
る「最古の大地」と呼ばれる場所な
どで撮影された自然の写真とともに、
大人の女性の心身がくつろぐライン
ナップを提案します。

【巻頭スペシャル企画】 「Safari Chic（サファリシック）
ボーダレスな自然の中で」 販売商品一例 ※価格は全て税抜
◆リネン素材の着心地を追及した服
表をリネン、裏は肌触りのよいコットンを合わせたダブルガーゼ素材のブラウス。
ハーフパンツは横ストレッチ素材でフィット感にこだわった大人仕様。
[写真上] リネンコットンダブルガーゼブラウス
14,800 円、
リネン混シャンブレーストレッチハーフパンツ
9,500 円
フェルッチョベッキ スタッズ使いペーパー中折れ帽
12,000 円
ユキコ オオクラ ターコイズショートネックレス 17,000 円

◆太陽が似合う旬のエスニック
一枚の絵のような大胆なモチーフを彩るのはオレンジ、テラコッタ、ブルーグリ
ーン。前身頃を布帛、後ろ身頃、襟、裾をニットで仕上げた大人のチュニック。
[写真右] 「ラッティ」リネンプリントニットコンビチュニック 18,900 円
アトリエメタリナ ウッドラウンドペンダント 10,000 円
（帽子は同上）
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「Safari Chic（サファリシック）ボーダレスな自然の中で」
アクセサリー＆雑貨 販売商品一例

※価格は全て税抜

◆自然素材のモードなアクセサリー！
[写真左・右から]アビステ シェルモザイク
バングル 3,000 円、アトリエメタリナ ウ
ッドラウンドペンダント 10,000 円、水牛
ツーカラーリボンネックレス 20,000円、
アトリエ メタリナ ウッド×クオーツロン
グネックレス 18,000 円、ユキコ・オーク
ラ ターコイズ多連ネックレス 18,000
円、ユキコ・オークラ ターコイズショー
トネックレス 17,000 円、ユキコ・オーク
ラ ターコイズブレスレット 6,000 円
◆洗練されたリラックス感の小物！
[写真右]イタリア製 ロベルタガンドルフ
ィ カットワーク２ＷＡＹバッグ 65,000
円、カットワークレザーフラットサンダル
14,190 円

このほかにも本号では、me ISSEY MIYAKE とＤＡＭＡ collection とのコラボアイテム、暑い時期に
「装う」時のファッション、夏の“ホワイト”カラーアイテムなどを特集、豊富な品揃えを展開します。
新企画 me ISSEY MIYAKE×
DAMA collection コラボレーション

◆2014 夏のコラボアイテムが登場

⇒ダーマ・
コレクショ
ンだけの
オリジナル
丈

昨年大好評だった、「プリーツプリーズ
イッセイ ミヤケ」とのコラボレーション
につづいて 2014 夏は、“２１世紀のＴシ
ャツ”をメインコンセプトにした、カジュ
アルライン「ミー イッセイミヤケ」をご紹
介。プリーツ加工のために開発された
伸縮自在な「縦横プリーツ」をはじめ、
表情豊かなアイテムを販売。
[写真左から]me ISSEY MIYAKE スター
シースルークレープシリーズ プルオ
ー バ ー 16,000 円 、 同 チ ュ ニ ッ ク
19,000 円、me ISSEY MIYAKE ノッチド
シースルークレープシリーズ ブラウス
21,000 円、同ワンピース 23,000 円
※左写真デニムも同ブランド商品

「本物を装う」より 涼しげなネイビー
のリネンプリントワンピース

◆リネンの涼しげな素材と、アンティー
クのような表情が新鮮な、大人世代の
ワンピース
イタリア「ラッティ」社の新作リネンプリントを
採用した、大人の女性のための一着。シャ
リ感のある生地にペイズリー調モチーフを
筆でぼかしたようなアート柄。インディゴの
カラーは、ダーマ・コレクションだけのオリ
ジナルです。一着でさまになる人気の膝丈
で、お客様からのリクエストにより、ボートネ
ックの襟ぐりを浅めに仕上げました。身体を
包み込む大人世代のためのシルエットを
構築。人気企画「本物を装う」では、涼を盛
り込んだ、大人世代のおしゃれアイテムを
ラインナップしています。
「ラッティ」リネンプリントワンピース（ベルト
付き） 33,000 円

キャリア女性向け、日本の匠「ナガ
タニ」とのコラボ 3ＷＡＹバッグ

◆A4 が楽に入るビッグサイズの収納力
で旬のバッグが登場
チェーンストラップは１連、2 連に変えら
れショルダー・斜め掛けが可能。底面
に手を差しこめるレザーベルト付きでク
ラッチとしても。
ナガタニ キルティング 3WAY バッグ
46,000 円 （色はダークネイビー）
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「URBAN CAREER」
～出会った瞬間、心奪われる印象深
き夏の装い～
◆ネイビーなどのベーシックカラー
が中心のキャリアスタイル
2014 夏は、柄ものや表情のある素材をい
つもより多めにラインナップして夏の華や
ぎをトレンドとともに提案。
[写真左]ストレッチジョーゼット タックドレ
ープブラウス 12,000 円、「マリア・ケント」
ラフィア風ツイードスカート 28,500 円
[写真右]リネン使い異素材コンビシリーズ
アンサンブル 19,900 円、コットンシルク
幾何プリントパンツ 19,900 円

「The WHITE」
～本当に美しい白に目覚める～
◆この夏は“ホワイト”に注目
夏の日差しのリフレクト効果で肌を明るく
見せる大人世代のためのアイテムを特
集。さりげなく手の込んだ技や、素材の表
情にもこだわっています。アクセサリーや
雑貨までトータルコーディネートをご紹
介。
[写真左]フランス素材ふくれジャカードワン
ピース 19,000 円、イタリア製 アルカデ
ィア リザード型押しハンドバッグ 45,000
円、 ス ト ー ム 仕様オ ー プ ン パ ン プ ス
17,000 円
[写真右]リボン刺繍素材 デザインスリー
ブブラウス 28,500 円

DAMA collection（ダーマ・コレクション）2014 夏号 概要

ダーマ・コレクション2014夏号表紙

■発 行 日:2014年3月7日
■版
型:A4変形判
■総ページ数 :196ページ
■掲載アイテム:ファッション衣料・ジュエリー・雑貨（バッグ・靴・ストール） など
約320点
■販 売 期 間:2014年3月7日～2014年9月30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、今どきの女性
のためのファッションマガジン
■タ ー ゲ ッ ト:40 代後半～50 代中心
WEB SHOP: http://www.dinos.co.jp/dama （2014年3月7日更新予定）

「ディノス」はこれからも、魅力的なファッションアイテムの販売を通じて、お客様一人ひとりの
「歌うように、くらそう。
」のお手伝いをしていきたいと考えています。
＜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 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 0120-111-555（9 時～21 時、携帯・PHS 可)
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