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ディズニーヴィランズが主役のコレクション

『Disney VILLAINS /Maison de FLEUR Collection』が初登場！
～9 月 23 日(金・祝)より SHIBUYA109 渋谷店での POPUP SHOP も開催～
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：立花隆央）の展開するブランド
「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、ディズニーヴィランズを主役にした『Disney VILLAINS /Maison de
FLEUR Collection』を 9 月 23 日(金・祝)に全国の Maison de FLEUR および自社 EC サイト「STRIPE CLUB」にて発
売いたします。

それぞれのモデル・YouTuber が各ヴィランズを表現。左から大谷映美里さん（ゴーテル）、中村里砂さん（クルエラ）、青木美沙子さん（女王）、渡辺美
優紀さん（マレフィセント）、小沼瑞季さん（アースラ）、あいにゃんさん（トレメイン夫人） ※着用しているドレスや小物は今回のコレクションアイテムとは異な
ります

昨年、Maison de FLEUR ではディズニープリンセスを主役としたコレクションを発表。ディズニー好きのアーティスト
やインフルエンサーたちに、プリンセスをイメージしたアイテムを手掛けていただきました。大好評につき、今秋はディ
ズニー作品を彩るダークでミステリアスな、ディズニーヴィランズ（悪役）を主役にした特別なコレクションを全 24 アイテ
ム販売いたします。
『Disney VILLAINS /Maison de FLEUR Collection』と題した今回は、「マレフィセント（『眠れる森の美女』）」「クルエ
ラ（『101 匹わんちゃん』）」「女王（『白雪姫』）」「アースラ（『リトル・マーメイド』）」「ゴーテル（『塔の上のラプンツェル』）」
「トレメイン夫人（『シンデレラ』）」の 6 人のヴィランズを起用。渡辺美優紀さん、中村里砂さん、青木美沙子さん、小沼
瑞季さん、大谷映美里さん、あいにゃんさんに参加いただき、ディズニーヴィランズの世界観を Maison de FLEUR に

落とし込んでデザインいただきました。
アイテムは、キャラクターごとにワンピースとスウェットのアパレルアイテムと、バッグと小物雑貨の 4 型を展開し、各
作品のエッセンスを落とし込んでいます。ワンピースは、ケープやシースルー、ジャカードなどのトレンド要素もプラス
したアイテムや、りんごや蛸足、鍵など作品を連想させるモチーフをディティール使いしたものなど、それぞれにこだ
わりが沢山詰まっています。
そのほか、小物では「アースラ」の契約書をモチーフにしたスマホポシェットや、「ルシファー」のフェイス型パスケー
ス、ダルメシアン柄のポーチなど日常使いに取り入れやすいラインナップでご用意。
また、今回は発売を記念して、SHIBUYA109 渋谷店にて期間限定で POPUP SHOP をオープンいたします。
POPUP では、本コレクションの販売のほか、アイテムを手掛けたモデル・YouTuber たちが参加するイベントも開催予
定です。
ハロウィンシーズンにもぴったりな、妖しくも華やかなヴィランズの魅力を表現した『Disney VILLAINS /Maison de
FLEUR Collection』に、ぜひご注目ください。

■「Disney VILLAINS /Maison de FLEUR Collection」 販売概要
発売日
：9 月 23 日（金・祝）
※EC は 12 時より販売
販売場所 ：Maison de FLEUR 各店舗（イクスピアリ店は除く）
※店舗でのアパレル販売は限定店舗のみ（新宿ルミネ、名古屋ラシック、梅田エスト、天神地下街）
自社 EC「STRIPE CLUB」（https://stripe-club.com/cts1/maisondefleur/2022mdf_villainscollection.html ）、
ZOZOTOWN、ショップディズニー
※新型コロナウイルス感染拡大を受け、商品生産元地域で実施されているロックダウン（都市封鎖）の影響により一部
商品に遅延が発生する可能性があります。発売延期が生じた際は、Maison de FLEUR 公式インスタグラムにてご案
内いたします。

■「Disney VILLAINS /Maison de FLEUR Collection」 POPUP SHOP 概要
開催期間 ：9 月 23 日（金・祝）～10 月 10 日（月・祝）
開催場所 ：SHIBUYA109 渋谷店 4F
イベント内容：「Disney VILLAINS /Maison de FLEUR Collection」 の全アイテム販売、アイテムを手掛けたモデル・
YouTuber たちが参加するイベントなど
※詳細は Maison de FLEUR 公式 SNS にてお知らせいたします。

■Disney VILLAINS /Maison de FLEUR Collection」 商品詳細

※価格は全て税込

「マレフィセント」『眠れる森の美女』：渡辺 美優紀

マレフィセント/ワンピース
価格 ：￥17,000
カラー：Gray

マレフィセント/スウェット
価格 ：￥6,000
カラー：Black

マレフィセント/トートバッグ
価格 ：￥5,800
カラー：Black

マレフィセント/
©Disney
ローズモチーフコインケース
価格 ：￥4,000
カラー：Purple

【コメント】
まずはやっと Maison de FLEUR さんとご一緒できるのが嬉しいです！本当にありがとうございます。
そしてなんといっても今回はディズニーの大人気なヴィランズコレクションということで、このような素敵な機会にお声がけ
いただき本当に幸せという気持ちでいっぱいです。
家族や親族やお友達もディズニーが大好きなので、早くみんなに報告したい気持ちでいっぱいです。
■渡辺 美優紀（わたなべ みゆき） プロフィール
NMB48 第一期生としてデビュー。グループを卒業し、ソロでアイドル、モデル、タレントなどマルチに活動。

「クルエラ」『101 匹わんちゃん』：中村 里砂

クルエラ/ワンピース
価格 ：￥19,000
カラー：Black

クルエラ/スウェット
価格 ：￥7,000
カラー：CharcoalGray

クルエラ/
2way ショルダーバッグ
価格 ：￥8,000
カラー：Black

クルエラ/メッシュポーチ
価格 ：￥3,500
カラー：White

【コメント】
ヴィランズの持つ強さを、ファッションとして日常に落とし込むことを表現しました。
「クルエラ」をイメージして、ブラック＆ホワイトをテーマカラーに、
ポイントで散りばめた刺繍や透け感、ダルメシアン柄など、さりげなく要素を取り入れたことがポイントです。
ヴィランズのなかで、ひときわおしゃれなイメージのある「クルエラ」を担当できて嬉しいです。

■中村 里砂（なかむら りさ） プロフィール
モデル/ブランドディレクター。2013 年より女性ファッションや広告を中心にモデルとして活動。数々のアパレルや化粧品
の商品プロデュースを手がける。

「女王」『白雪姫』：青木 美沙子さん

女王/ワンピース
価格 ：￥16,000
カラー：Bordeaux

女王/ケープ
価格 ：￥7,000
カラー：Black

女王/ブック型ショルダー
バッグ
価格 ：￥11,000
カラー：Brown

女王/毒りんご型ポーチ
価格 ：￥4,500
カラー：DarkRed

【コメント】
プリンセスコレクションに続き、『白雪姫』の「女王」を担当させて頂ける事を光栄に思います。とても嬉しいです！
ヴィランズコレクションはかっこいい強めの女性なイメージなので、いつもとは違う雰囲気で世界観に入れたらと思いま
す。ステキな方々と共演できるのも楽しみです！
■青木 美沙子（あおき みさこ） プロフィール
ロリータモデル兼看護師。日本の文化であるロリータファッションを世界に広める活動をし、外務省カワイイ大使に任命さ
れ、25 か国 50 都市以上を歴訪。様々なコラボやイベント企画プロデュース、本出版を行う。中国 SNS 総フォロワー
100 万人越え。

「アースラ」『リトル・マーメイド』：小沼 瑞季

アースラ/ワンピース
価格 ：￥17,000
カラー：Black

アースラ/パーカー
価格 ：￥6,000
カラー：Black

フロットサム＆ジェットサム/
トートバッグ
価格 ：￥5,800
カラー：Black

アースラ/契約書モチーフ
スマホポシェット
価格 ：￥4,500
カラー：Black

【コメント】
前回のディズニープリンセスコレクションに引き続き、ヴィランズコレクションに参加させていただけること、大変嬉しく思っ
ております。
『リトルマーメイド』はディズニー映画の中でもミュージカルのような雰囲気が強く、小さい頃から「アリエル」の歌声に何度
も魅了された大好きな作品です。その中でも「アースラ」は悪役ながら愛嬌のあるキャラクターでとてもインパクトに残って
いました。常に一緒にいる手下の「フロットサム」、「ジェットサム」のモチーフのデザインをたくさん入れたのもポイントで
す。「アースラ」要素をしっかり取り入れつつ、使いやすく普段の生活にも落とし込めるようなデザインを意識しました！
今回のヴィランズコレクションも皆さんに気に入って頂けたら嬉しいです！
■小沼 瑞希（こぬま みずき） プロフィール
1991 年 9 月 14 日生まれ、神奈川出身。10 代の頃からサロンモデル、読者モデルを経験し、現在インスタグラムのフォロ
ワー11 万人以上のインフルエンサー。独自の華やかな世界観でカフェ、ディズニー、ファッション、美容など幅広く発信
している。

「ゴーテル」『塔の上のラプンツェル』：大谷 映美里

ゴーテル/ワンピース
価格 ：￥17,000
カラー：Bordeaux

ゴーテル/パーカー
価格 ：￥7,000
カラー：Black

ゴーテル/ジャカードバッグ
価格 ：￥11,000
カラー：Black

ゴーテル/スカーフ
価格 ：￥2,500
カラー：Bordeaux

【コメント】
嬉しいことに、プリンセスに続いてヴィランズのコレクションに参加させていただきます。
「ラプンツェル」から「ゴーテル」のアイテムを作るのは、またがらっと違う雰囲気で…考える時間がとっても楽しかったで
す。
今回も長い期間をかけて、作品とキャラクターを想いながら大切にデザインさせていただきました。この季節も、皆さまの
近くに置いていただけるアイテムをお作りできることが幸せです。バッグ・スカーフ・ワンピース・パーカーの素敵な 4 アイ
テムが完成しましたので、ぜひ発売を楽しみにしていて下さいね。
■大谷 映美里（おおたに えみり） プロフィール
1998 年 3 月 15 日生まれ、O 型、東京都出身。2017 年 4 月発足した指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、
=LOVE のメンバー。

「トレメイン夫人」『シンデレラ』：あいにゃん

トレメイン夫人/ワンピース
価格 ：￥17,000
カラー：Bordeaux

ドリゼラ&アナスタシア/
スウェット
価格 ：￥6,000
カラー：Pink/Green

ルシファー/ファートート
バッグ
価格 ：￥7,500
カラー：DarkGray

ルシファー/バッグチャーム
ポーチ
価格 ：￥4,500
カラー：Black

【コメント】
プリンセスコレクションでは「シンデレラ」、そしてヴィランズコレクションでも同じ作品の悪役を担当させていただけて、この
作品を特別に、大切に思っているからこそどちらも担当できたことが本当に嬉しく、この上ない喜びを感じています。
『シンデレラ』に登場するヴィランズたちは、意地悪な部分が目立ちがちですが、気品があって上品さもあり、ユニークで
どこか憎めない可愛さがあったり、見えていない魅力が沢山あります！
悪役であっても物語をより感動的に、輝かせてくれる特別な存在なので、今回、作品好きとして、このアイテムを通してみ
なさんに少しでも『シンデレラ』に登場するヴィランズたちの魅力が伝わったら嬉しいです。
■あいにゃん プロフィール
1 日 100 万アクセスを超えるトップブロガーから転身し、現在は自身が手がけるアパレルブランドのプロデューサーも務
める。大好きなディズニーの情報を伝える YouTuber としても活躍中。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社ストライプインターナショナル 広報部
public-info@stripe-intl.com
TEL：03-3524-1502 FAX：03-3524-8341

