2018 年 10 月 19 日
株式会社小田急エージェンシー

～38 年間のロマンスカーの歴史をご自宅で～
引退した特急ロマンスカー・LSE（7000 形）の装備品活用プロジェクト

「Romancecar Memorial Parts Project」を始動
第 1 弾はシート座面を使ったラウンジチェアなど全 4 プロダクトを販売

株式会社小田急エージェンシー（本社：東京都新宿区、取締役社長：高
成田 潔）は、2018 年 10 月に引退した「特急ロマンスカー・LSE（7000
形）
」
(以下 LSE)の装備品を活用するプロジェクト「Romancecar Memorial
Parts Project」を、2018 年 10 月 20 日（土）から開始します。
このプロジェクトは、小田急電鉄のフラッグシップとして長きにわたっ
て活躍し、多くの皆さまに愛された LSE で実際に使用されていた座席シー
トや座席テーブル、カーテンなどの車内装備品を、プロダクトデザイナー
の手によって新たな役割を宿す取り組みです。
同プロジェクト第 1 弾では、シートの座面を使った「ロマンスチェア」
や、車内のテーブルを活用した「ロマンステーブル」
、カーテンを使った「ロ
マンスウォッチ」や「ロマンス T シャツ」など、全 4 種類の商品を数量限
定で販売します。

※商品写真はすべてイメージ

■商品の詳細・販売の詳細は下記のとおりです
記
販 売 期 間：発売開始日 2018 年 10 月 20 日(土) 午前 10 時から
発売終了日 2018 年 12 月 25 日(火) 23 時 59 分まで
※10 月 20 日(土)、21 日(日)海老名駅に隣接する「海老名電車基地」で開催の
「小田急ファミリー鉄道展 2018」にて、試作品を展示いたします。
特設サイト：https://www.odakyu.jp/romancecar/lse_memorial (19 日 14 時頃開設予定)
※販売サイトは 10 月 20 日(土)10 時に開設(予定)

販売商品数：ロマンスチェア、ロマンステーブル、ロマンスウォッチ、ロマンス T シャツ
(計 4 アイテム、詳細次頁参照)
そ の 他：「Romancecar Memorial Parts Project」による販売収益の一部は、引退したロマ
ンスカーNSE（3100 形）＜愛称「ロンちゃん号」＞を現在、保存・展示されてい
る神奈川県開成町へ、車両の保存管理費用として寄付します。

Romancecar Memorial Parts Project Vol.1＜商品ラインナップ＞
プロダクト①「ロマンスチェア」
シートの座面を使い、17 世紀の英国で発祥したウィン
ザーチェアと LSE のクラシックな雰囲気をリンクさせた
ラウンジチェア。素材には国産のナラの無垢材を使用し、
ボリューム感のある座面と対比的に、フレームには黒の
塗装仕上げを施した繊細な印象の木材を使うことで上品
でありながらしっかりした存在感が特徴の逸品です。
素 材：ナラ材
サイズ：W636×H788×D670mm
販売数：20 脚（限定）
イメージ

価 格：598,000 円（税込）

デザイナー：北川大輔
きたがわだいすけ／1982 年滋賀県生まれ。金沢美術工芸大学製品デザイ
ン専攻卒業。株式会社 NEC デザインを経て、2015 年に株式会社 DESIGN
FOR UNDUSTRY を設立。日用品、家具、家電等のプロダクトを主軸に
プランニングまで幅広くデザインを手掛ける。
「iF Design Award」
「German Design Award」など受賞多数。

プロダクト②「ロマンステーブル」
車内に設置されていた折りたたみテーブルを、室内で使え
る「ロマンステーブル」にリデザイン。折りたたみの機構
を残しながらも、スチールを使い家具として自立する構造
に仕上げています。元の素材や意匠を極力活かしながら、
違和感なく普段の暮らしに溶け込む形状となっています。
「ロマンスチェア」と合わせても利用可能です。
素 材：スチール
サイズ：W240×H650×D760mm
販売数：100 台（限定）
イメージ

価 格：189,000 円（税込）
デザイナー：渡辺佑介
わたなべゆうすけ／株式会社 WD 代表。千葉工業大学デザイン科学科卒
業。2009 年から株式会社 NEC デザインセンターに勤務。2016 年にデザ
インオフィス「WD」設立。2017 年 アクセサリーブランド「L.W」スタ
ート。2017 年、2018 年「ミラノサローネサテリテ」出展。
「GERMAN
DESIGN AWARD 2019」受賞。女子美術大学非常勤講師。

プロダクト③「ロマンスウォッチ」
車内に設置されていたカーテンを文字盤として活用したオリ
ジナルの腕時計。ロマンスカーの象徴であるバーミリオンオレ
ンジをバンド色に採用し、機構部にはシチズン時計マニュファ
クチャリング社製のクォーツを使用しています。

素 材：ステンレス（フェイス部分）
、合皮（ベルト部分）
サイズ：42.5mm（時計フェイス）
販売数：200 個（限定）
イメージ

価 格：20,000 円（税込）

デザイナー：Manufacturer：ジャストツーユー
伝統工芸師や有名デザイナーとのコラボ商品など、オリジナ
ル時計製作を代表するメーカー。

イメージ
背面にはロゴを刻印

プロダクト④「ロマンス T シャツ」
車内に設置されていたカーテンを胸ポケットに再利用した
オリジナルロゴ入り T シャツです。

イメージ

素 材：コットン 100％
サイズ：＜メンズフリーサイズ＞肩幅 500×身幅 550×着丈 740×袖丈 220mm
＜レディースフリーサイズ＞肩幅 440×身幅 490×着丈 660×袖丈 190mm
販売数：200 枚（限定）
価 格：4,800 円（税込）
デザイナー：中村 雄二
なかむらゆうじ／AVANCEUR 株式会社代表。ジュエリーデザイナーが本
業だが、ホテルオークラメモリアルグッズ、有名アーティストメモリアル
グッズなど、多数のプロダクトデザインを担当。

■商品に関して
※廃材車両部品を利用しているため一部傷・汚れがある場合があります。
※商品はすべて受注生産のため、発送は 2019 年 3 月以降となります。
※配送料が全アイテム共通で別途 1,080 円（税込）を申し受けます。
※使用している画像は試作品イメージで、実際の商品と異なる場合があります。
■その他
Romancecar Memorial Parts Project 第 2 弾は詳細決定次第、改めてお知らせいたします

■ロマンスカー・LSE（7000 形）について

1980 年に就役したロマンスカー・LSE（7000 形）は、1957 年就役の SE(3000 形)、1963 年
就役の NSE(3100 形)の DNA を受け継ぎ、先頭部の展望席、屋根上の運転席、連接構造の 11 両編
成といった構造に加えて、外観はさらにリファインされ、室内の快適性も向上させたロマンスカー
を象徴する車両として活躍してきました。1981 年には最優秀と認めた車両に贈られる「ブルーリ
ボン賞」を鉄道友の会から受賞しました。約 38 年間の運行を続け、古き良き時代を彷彿とさせる
デザインから鉄道ファンのみならず多くの乗客を魅了してきましたが、本年 7 月 10 日定期運行を
終了し、10 月 13 日の臨時運行をもって引退しました。

以 上

■本資料に関するお問合せ■
株式会社小田急エージェンシー 電鉄部 担当：小松
電話：03-3346-8001
受付時間：10:00~12:00,13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
メール：lse-memorial@odakyu-ag.co.jp

