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株式会社ドウシシャ

“Roots of Kawaii”『内藤ルネ』の
ランチシリーズをしまむらで限定販売

株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、『内藤ルネ』デザイン
のステンレスボトル、弁当箱、箸セット、保冷バッグ、ポーチの各シリーズをファッションセンターしま
むらにて展開しており、現在発売中です。
2018 年でデビュー65 周年を迎え、カワイイのルーツと言われているマルチクリエイター内藤ルネ。代
表作でもある、人気キャラクター「ルネガール」や、
「ルネパンダ」をはじめとするイラストデザインを採
用したキュートで Kawaii アイテムは、学校やオフィスでも楽しいランチタイムを演出します。
内藤ルネオフィシャルサイト： http://www.naitou-rune.jp/

内藤ルネ ランチシリーズ
【内藤ルネ氏 プロフィール】
内藤ルネ(1932-2007)はイラストレーター、人形作家、デザイナー、エッセイストです。1950～60 年
代にかけて、圧倒的な人気のファッション誌『ジュニアそれいゆ』の表紙と挿絵を担当し、大ブレイクし
ました。ヴィヴィッドに彩られたキッチュな少女画で古い美少女観をひっくり返し、動物から野菜、フル

ーツ、そして捨てられていた家具まで、それまで誰もが見過ごしていた“カワイイの芽”をイラスト以外に
も家具や食器、ルームアクセサリーなどあらゆるものの中に次々と見出し、命を吹き込み、人々に発信し
続けました。彼の残した作品は、2 万点以上にも及びます。内藤ルネは時代も性別も超えて乙女ゴコロを
魅了するマルチ・クリエイターにして「Roots of Kawaii」と言われています。
柄は数ある『内藤ルネ』のイラスト・作品の中から、 “ルネガール”、”ルネパンダ“をはじめ、特に人気
の高いイラストデザインを採用しました。世代を問わず愛される内藤ルネのランチシリーズは、ファッシ
ョンセンターしまむら各店舗にて 3 月 21 日（水）より限定販売しました。
【柄の説明】
★ルネガール
1950 年代後半から 60 年にかけてルネが描いた美少女イラスト。キラキラと輝く大きな目、長い手足、
髪色からファッションまでを自由な発想で描き、大ブレイクしました。
ルネガールは、日本のコミック少女画の原点とも言われ、多くの作家、クリエイターに影響を与えていま
す。
★フラワー
美少女イラストの背景や手元に花を描くなど、ルネ自身も思い入れのあるモチーフです。デイジー、チ
ューリップ、ひまわり、ガーネットなど、たくさんの作品がありますが、POP なイメージで制作したひま
わりやデイジーのイラストはシールとして 1970 年代に大流行しました。
★ネコ
内藤ルネは生涯で十数匹のネコを飼うほどのネコ好きで、実際に多くイラストを残しています。今では
当たり前となった犬や猫のおしゃれですが、ルネは 1960 年代から「ペットにアクセサリーを」と提案し、
ネックレスやリボン、帽子をかぶったネコなどのイラストが人気を集めました。
★ファッション・アイコン
傘やハンドミラー、リップスティックなど、女の子のおしゃれゴコロをくすぐるファッション・アイコ
ン。ひとつひとつおしゃれにこだわって細やかにデザインしているのが特徴です。
下記の柄は保冷バッグ、ポーチのみの展開になります。
★ルネパンダ
1960 年代後半にロンドンの動物園で初めてパンダを見た内藤ルネ。その愛らしさに感激し、1971 年に
キャラクター＆商品化したのが「ルネパンダ」です。その翌年に上野動物園でランラン・カンカンが公開
されたこともあり大ブームに。
「ルネパンダ」は日本のパンダキャラクターの元祖とも呼ばれています。
★モードガール
1950 年代後半に雑誌の挿絵として使用された初期のルネガールイラスト。ファッショナブルでモードな
印象で今も多くの女性たちに愛されています。
【商品ラインナップ】
名称

： 内藤ルネ マグボトル 500ml

価格

： 1,900 円

販売開始日 ： 2018 年 3 月 21 日
サイズ(約) ： φ7.1cm×高さ 19.6 cm
内容量(約) ： 500ml
商品コード 303-0155 商品記号 801823 品名

ルネボトル 500 ザッカ

商品コード 303-0172 商品記号 801820 品名

ルネボトル 500 ルネ

商品コード 303-0191 商品記号 801822 品名

ルネボトル 500 ネコ

商品コード 303-0235 商品記号 801833 品名

ルネボトル 500 ザッカハナ

名称

： 内藤ルネ 弁当箱

価格

： 980 円

販売開始日 ： 2018 年 3 月 21 日
サイズ(約) ： 幅 19cmｘ高さ 6cmｘ奥行き 10.3cm
内容量(約) ： 450ml
商品コード 303-0113 商品記号 801859 品名

ルネランチＢルネ

商品コード 303-0145 商品記号 801862 品名

ルネランチＢハナ

商品コード 303-0189 商品記号 801861 品名

ルネランチＢザッカ

商品コード 303-0223 商品記号 801860 品名

ルネランチＢネコ

名称

： 内藤ルネ 箸セット

価格

： 780 円

販売開始日 ： 2018 年 3 月 21 日
サイズ(約) ： 幅 20.6cmｘ高さ 1.4cmｘ奥行き 3cm
商品コード 303-0159 商品記号 801881 品名

ルネハシセットネコ

商品コード 303-0227 商品記号 801880 品名

ルネハシセットルネ

商品コード 303-0239 商品記号 801882 品名

ルネハシセットザッカ

商品コード 303-0241 商品記号 801884 品名

ルネハシセットハナ

名称

： 内藤ルネ 保冷バッグ

価格

： 780 円

販売開始日 ： 2018 年 3 月 26 日
サイズ(約) ： 幅 29cm×高さ 19cm×奥行き 11cm
商品コード 309-0117 商品記号 RN18400S 品名 ルネホレイＢルネ
商品コード 309-0177 商品記号 RN18401S 品名 ルネホレイＢネコ
商品コード 309-0208 商品記号 RN18402S 品名 ルネホレイＢザッカ
商品コード 309-0220 商品記号 RN18403S 品名 ルネホレイＢパンダ
商品コード 309-0330 商品記号 RN18404S 品名 ルネホレイＢスカートガール
商品コード 309-0221 商品記号 RN18405S 品名 ルネホレイＢハナ
名称

： 内藤ルネ ポーチ

価格

： 980 円

販売開始日 ： 2018 年 3 月 26 日
サイズ(約) ：幅 18cm×高さ 12cm×奥行き 4cm
商品コード 304-0482 商品記号 RN18300S 品名 ルネポーチルネ
商品コード 304-0527 商品記号 RN18301S 品名 ルネポーチネコ
商品コード 304-0544 商品記号 RN18302S 品名 ルネポーチザッカ
商品コード 304-0548 商品記号 RN18303S 品名 ルネポーチパンダ
商品コード 304-0574 商品記号 RN18304S 品名 ルネポーチスカートガール
商品コード 304-0575 商品記号 RN18305S 品名 ルネポーチハナ
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞
＜東京本社＞

〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5
〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46

＜東京本社第 1 ビル＞

〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10

設立 ： 1977 年 1 月
資本金： 49 億 93 百万円
URL ： http://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481
※プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

