
12EDITION

抗ウイルス加工カーテン一部掲載



spin a brand new story

みずみずしくてナチュラルなファブリックは、
これからはじまるくらしへの
ワクワクする期待に満ちている。

あたらしい風を感じて
あなたらしい、くらしの物語をつむいでいく 12EDITION

華やかに彩る新シリーズ“フローリデ”
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ダイナミックに彩るシリーズ
“デザインライフ”

大好きな場所で
くつろぐ

 DESIGN LIFE®

rug
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ナチュラルを感じる
シリーズ“メッツァ”

やすらぎを描く
シリーズ“イエッタ”

居心地のいい
風景をつくる

 DESIGN LIFE®

mat
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■ 仕上り巾とテープ本数

巾30～60cm 巾61～120cm

テープ1本 テープ2本

❶ 生地品番をご指定ください。

❸ 操作位置（右／左）をご指定ください。
❹ 取付け方法（正面付／天井付）をご指定ください。
❺ 台数をご指定ください。

❷ 製品サイズをご指定ください。（1cm単位）

◯ 使用メカ：チェーンタイプ
◯ 部品カラー：ホワイト
※製作可能寸法：巾＝30～140cm
  丈＝50～240cm
※サイズ比率：巾：丈＝1：3まで
※製作可能対象品：ドレープカーテン
　　　　　　　　  （ノーチェ・シフレ・チララを除く）

◯ 使用メカ：コードタイプ
◯ 部品カラー：ホワイト
※製作可能寸法：使用メカの種類によって異なります。

〈 製品サイズのはかり方 〉
■窓枠内側に天井付

■窓枠外側に正面付

窓枠の内側寸法より
1cm程度マイナスし
た寸法を巾・丈として
ご発注ください。

窓枠の外側寸法以上
を巾・丈としてご発注
ください。

窓枠

幅（W）

丈（
H
）

丈（
H
）巾（W）

窓枠

丈（
H
）

窓枠

巾（W）

一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会

 ◯ 安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
　コードやチェーンの危険性を充分に認識した上でご使用をお願いします。

子供は思わぬ行動を
取ります。大人の常
識は通用しません。
子 供 を コ ー ド や
チェーンで遊ばせな
いように注意してく
ださい。

警告
コードやチェーンが
体にまきついたり、
引っかかるようなこ
とをしないでくださ
い。事故の恐れがあ
ります。

警告
小さなお子様がいるご家庭では、
ブラインドやスクリーンのコード
やチェーン類の近くにソファーや
ベッドを置かないでください。ソ
ファーやベッドに上がれば手が

警告

届き、事故の恐れ
があります。

PLAIN SHADE

生地のデザインと風合いをいかしながら、

すっきりとしたスタイリングに仕上ります。

全ての生地に対応しているので

カーテンとのコーディネートも楽しめます。

実用新案出願中

実用新案第3223016号

※製作可能対象品：ドレープカーテン（ノーチェ・シフレ・チララを除く）
写真は47×80cmの製品です。

◯ 上部仕様：ポール通し
※ポールは別途ご用意ください。（直径20mm以下）
※製作可能寸法：巾＝30～62cm

丈（昇降最大丈）＝80cm/120cm（2サイズのみ）

下げる

上げる

上げ方……手前のテープを下にひいてください。

下げ方……後ろのテープを下にひいてください。

■ 操作方法

取手を持ち、手前にたたみあげ、
マグネットバー部分に近づけてください。

■ 操作方法

※テープの先端は、製品丈の上から約15％の位置です。
手の届く高さに先端部がくるか確認してください。
※製品丈の半分まで上げると、手前のテープが製品丈より長くなります。

 

腰窓や小窓をおすすめします。

 

◯ 上部仕様：ポール通し
◯ リボンカラー：アイボリー
※ポールは別途ご用意ください。（直径20mm以下）
※製作可能寸法：巾＝30～120cm

※製作可能対象品：シアーカーテン
丈＝50～160cm

オーダー方法

RAKUPITA shade

片手でRAKU（楽）に、PITA（ピタッ）とくっつく

マグネットバー入りのシェードのようなスタイル。

ポールで手軽に取付けられるので、光を遮りたい小窓や、

ちょっとした目隠しにもおすすめです。

CAFE TAPE

お洋服のリボンのように、

ひらひらなびくリボンテープが、

カーテンの上下操作にも使えるカフェカーテンです。

ROLL CURTAIN

裏地を圧着したロールアップカーテンです。

シンプルな仕上りで、カーテンを開けた時も

コンパクトにおさまります。

スリット窓などにもおすすめのスタイルです。

■ 仕上りと調整丈

1段階昇降
約30→80cm

2段階昇降
約30→70→120cm

丈80cm 丈120cm
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CHILALA
チララ

印象派の絵画のような小花を
生地の裏面にあしらいました。
V1327（BE）/ V1328（I）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

SIFFLET
シフレ

生地の裏面にレトロな雰囲気の
小花をあしらいました。
V1329（I）/ V1330（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光1級　形状記憶加工　

［日本製］

A

New

COLLET
コレット

水彩タッチの小さな花々を
大胆な広がりのある構成に。
V1325（R）/ V1326（B）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

GLASSE
グラッセ

繊細なラインで描いた
品のあるフラワー柄。
V1331（B）/ V1332（Y）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

KASANE
カサネ

ガーベラの花が交差した
エレガントな北欧デザイン。
V1333（P）/ V1334（LB）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

MIX BOUQUET
ミックスブーケ

ブーケの花びらや葉の色の
移ろいを1枚1枚繊細に表現。
V1323（Y）/ V1324（B）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

OHANA BATAKE
オハナバタケ

水彩画の色の移り変わりが
奥行き感のある繊細なデザイン。
V1321（MX）/ V1322（LG）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

POPOLO
ポポロ

ドットの花が連なって
大きな円を描く北欧パターン。
V1335（Y）/ V1336（PU）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

NewPIZZI VOILE
ピッツィボイル

縦ストライプのレース柄で
コーディネート性抜群。
V1339（BG）
ポリエステル100%
ウォッシャブル

［日本製］

A

NewPOPOLO VOILE
ポポロボイル

ミックスカラーが可愛い
北欧テイストのサークルパターン。
V1337（MX）
ポリエステル100%
ウォッシャブル

［日本製］

A

NewRICO VOILE
リコボイル

コクリコの花を立体感ある
刺繍を施したシアーカーテン。
V1338（MX）
ポリエステル100%
刺繍：（上糸）レーヨン100％

（下糸）ポリエステル100％
ウォッシャブル　

［日本製（生地 中国製）］

A

A
既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　シアー   　●100×133cm ¥3,800　●100×176cm ¥4,000　●100×198cm ¥4,400
既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　ドレープ　●100×135cm ¥3,800　●100×178cm ¥4,000　●100×200cm ¥4,400

※機能性については14ページを御覧ください。 ※表示価格は消費税を含みません。

Drape

Drape

Sheer

（デザインの特性上、巾継ぎの際は柄のない部分ができます）

巾なりリピート図 V1325（R）

BACK PRINT CURTAIN
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CUCO VOILE
クコボイル

手描きの鳥と花をあしらった
ストライプデザイン。
V1311（GR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　

［日本製］

A

CUCO
クコ

手描きの鳥と花をあしらった
ストライプデザイン。
V1305（B）/ V1306（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

IHANA
イハナ

手描きの花を
パールプリントで表現。
V1309（Y）/ V1310（GR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光 3級（V1309） 2級（V1310）
形状記憶加工　

［日本製］

A

IHANA VOILE
イハナボイル

繊細な手描きの花々を一面に
デザインしたシアーカーテン。
V1312（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　

［日本製］

A

KRUUNU
クルヌ

大きな花の冠でダイナミックに
構成した手描きデザイン。
V1307（B）/ V1308（BR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

A
既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　シアー   　●100×133cm ¥3,800　●100×176cm ¥4,000　●100×198cm ¥4,400
既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　ドレープ　●100×135cm ¥3,800　●100×178cm ¥4,000　●100×200cm ¥4,400

※機能性については14ページを御覧ください。 ※表示価格は消費税を含みません。

HATSUNAGI
ハツナギ

一つ一つ形が異なる愛らしい
植物のボーダーデザイン。
V1280（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級　形状記憶加工　

［日本製］

A

TORI NO SANPO
トリノサンポ

木々の間をトリが飛んでいる様子を
顔料プリントで表現。
V1283（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級　形状記憶加工　

［日本製］

A

SHIRAKABA
シラカバ

生地を木肌に見立てたシンプルで
使いやすいカーテンです。
V1294（GR）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級　形状記憶加工　

［日本製］

A

ISHIZUTSUMI
イシヅツミ

石ころをモチーフにした
飽きの来ないドットパターン。
V1278（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級　形状記憶加工　

［日本製］

A

LEHTIA
レヒティア

葉脈を一本一本丁寧に描いた
リーフデザイン。
V1313（BE）
ポリエステル100%
ウォッシャブル
遮光3級　形状記憶加工　

［日本製］

A

LINJA VOILE
リーニャボイル

透けたときの線の重なりが
美しいリーフ柄。
V1315（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル

［日本製］

A

PISTE VOILE
ピステボイル

シンプルなドット柄に
軽さのあるテクスチャーをプラス。
V1316（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル

［日本製］

A

Drape Drape

Sheer

Sheer
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SUN FLOWER
サンフラワー

ひまわりをモチーフにした
元気いっぱいのデザイン。
V1210（I）/ V1211（P）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

KEIRANSASU
ケイランサス

ケイランサスとストライプを
組合せたレトロなデザイン。
V1234（Y）/ V1235（P）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

PRIME 2
プライム 2

プレーンタイプの１級遮光カーテン。
V1813（I）/ V1814（C）/ V1815（Y）
V1816（LG）/ V1817（YG）/ V1818（PU）
V1819（P）/ V1820（LB）/ V1821（B）
V1822（BK）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光1級　形状記憶加工　［日本製］

A

DAIRIN
ダイリン

お花をダイナミックに 
構成したデザイン。
V1245（DB）/ V1246（BE）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

HANAKAZARI
ハナカザリ

リースを大らかに構成した
ナチュラルなデザイン。
V1251（OR）/ V1252（GR）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

MIKI NI KOTORI
ミキニコトリ

コトリのさえずりが聞こえそうな
癒されるデザイン。
V1057（P）/ V1058（Y）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

NOCHE
ノーチェ

コーティング加工を施し 
遮音性、遮光性を持たせました。
V1126（I） / V1127（BE）
V1128（DBR） / V1129（PBE）
ポリエステル100% 

（アクリルコーティング加工）
ウォッシャブル　遮光1級　遮音　
形状記憶加工　［中国製］

A

KUCHINASHI
クチナシ

はっきりとした色と切り絵の形が
マッチした北欧デザイン。
V1317（BK）/ V1318（YG）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光 2級（V1317） 3級（V1318）　
形状記憶加工　［日本製］

A

KUKKA
クッカ

綺麗なシルエットの植物を
大胆かつ繊細に並べたデザイン。
V1284（BG）/ V1285（Y）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

SERA
セーラ

飽きの来ないナチュラルな
インテリア演出にお薦め。
V1114（DBR）/ V1111（I）
V1113（BE）/ V1299（GR）  
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工　［日本製］

A

※機能性については14ページを御覧ください。 ※表示価格は消費税を含みません。

※詳しくは13ページを御覧ください。

MOCTURNE
モクターン

抗菌・抗ウイルス機能付きの
合わせやすい無地調。
V1340（BE）/ V1341（BR）
V1342（B）/ V1343（YG）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

抗菌・抗ウイルス機能付きの
合わせやすいミラーレース。
V1131（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル

［日本製］

C
 

NewGLACE
グラース

A

C 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　シアー   　●100×133cm ¥2,300　●100×176cm ¥2,600　●100×198cm ¥2,800

既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　ドレープ　●100×135cm ¥3,800　●100×178cm ¥4,000　●100×200cm ¥4,400

Drape

Drape Sheer

「抗菌・抗ウイルス」機能により、繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。
ウイルスのリスク対策

空気中や衣服などから
ウイルスが運ばれてくる。

カーテンの繊維上に
固定化されている「Etak®」に
ウイルスが接触する。

細胞へのパイプ役
（触手や外皮膜など）を破壊。

ウイルスの数を
減少させます。

［抗ウイルスメカニズム］　エンベロープありの場合 （イメージ図）

試験ウイルス：ATCC VR-1679、ATCC VR-1469
　　　　　　 （ATCC VR-1469はSEKマークの対象外）
試験方法：広島大学開発の測定方法・ウイルス接触後の残存感染価比
試験実施：クラボウ

24時間2時間0
0%

20%

40%

60%

80%

100%
抗ウイルス効果試験

接触直後から効果を発揮
2時間後には特定のウイルスの数を
99%以上減少させませす

カ
ー
テ
ン

破壊された
ウイルス

カ
ー
テ
ン

カーテンに接触

エンベロープが破壊

カ
ー
テ
ン

エンベロープ
Etak®

ATCC VR-1679（エンベロープ有） MDCK細胞（イヌ腎臓由来細胞）　ATCC CCL-34

宿主細胞試験対象ウイルス株

［即効性］　24時間、365日すばやく効果を発揮します。 
繊維上に固定化された「Etak®」に、ウイルスや細菌、真菌が接触した段階で、
すばやく効果を発揮します。
太陽光など効果を発揮するための環境条件は必要なく、
天候・温度・湿度の影響も受けません。

■効果の対象となる微生物

注意 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
●抗菌性、ウイルス性の評価に関しましては、クラボウの独自評価によるものです。

［耐久性 持続性］　洗濯後も高い耐久性と持続性を実現。
カーテンは家庭洗濯50回でも高い抗菌・抗ウイルス性能を確認しています。

［安全性］　口腔衛生用抗菌剤をベースにした高い安全性です。
歯科医などで消毒や洗浄に使用されている安全性の高い消毒成分をベースにしています。

（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号 UK03A15

一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
商標：クレンゼ®　CLEANSE®

抗ウイルス加工
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C

CRYSTA
クリスタ

ナチュラルなテクスチャーを持つ
遮熱レース。
V1812（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　［日本製］

  
C

LOIRE
ロワール

コーディネートし易い
ストライプ柄の遮熱レース。
V1811（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　［日本製］

  
C

SORBET
ソルベ

スギ花粉やダニに含まれる
アレルゲンを不活性化します。
V1132（NW）
ポリエステル100%

［日本製］

KUCHINASHI
VOILE
クチナシボイル

クチナシの花を切り絵で表現した
シアーカーテン。
V1320（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　［日本製］

A

KUKKA VOILE
クッカボイル

綺麗なシルエットの植物を
大胆かつ繊細に並べたデザイン。
V1292（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　［日本製］

A

 
C

MOUSSE
ムース

プライバシーを守るミラーレースに
遮熱機能をプラス。
V1130（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　［日本製］

C

A

既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　シアー   　●100×133cm ¥2,300　●100×176cm ¥2,600　●100×198cm ¥2,800

既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　シアー   　●100×133cm ¥3,800　●100×176cm ¥4,000　●100×198cm ¥4,400

※機能性については14ページを御覧ください。 ※表示価格は消費税を含みません。 ※カバーのみの販売です。中材は付いていません。 ※サイズ表記は若干異なる場合があります。 ※柄の入り方が1点ずつ異なります。 

YOSEUE
VOILE
ヨセウエボイル

きれいな形のリーフを組み合せた
シアーカーテン。
V1319（W）
ポリエステル100%
ウォッシャブル　［日本製］

A

 DESIGN LIFE®

cushion cover

CUCO
クコ

V305C（B）
V306C（BE）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

IHANA
イハナ

V309C（Y）
V310C（GR）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

KUCHINASHI
クチナシ

V317C（BK）
V318C（YG）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

HANAKAZARI
ハナカザリ

V251C（OR）
V252C（GR）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

HATSUNAGI
ハツナギ

V280C（W）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

TORI NO SANPO
トリノサンポ

V283C（W）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

OHANA BATAKE 
オハナバタケ

V321C（MX）
V322C（LG）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

New

MIX BOUQUET 
ミックスブーケ

V323C（Y）
V324C（B）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

New

KASANE 
カサネ

V333C（P）
V334C（LB）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

New

POPOLO 
ポポロ

V335C（Y）
V336C（PU）
45×45cm　¥1,600
組成  ポリエステル100%

［日本製］

New

Sheer

「抗菌・抗ウイルス」機能により、繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。
ウイルスのリスク対策

空気中や衣服などから
ウイルスが運ばれてくる。

カーテンの繊維上に
固定化されている「Etak®」に
ウイルスが接触する。

細胞へのパイプ役
（触手や外皮膜など）を破壊。

ウイルスの数を
減少させます。

［抗ウイルスメカニズム］　エンベロープありの場合 （イメージ図）

試験ウイルス：ATCC VR-1679、ATCC VR-1469
　　　　　　 （ATCC VR-1469はSEKマークの対象外）
試験方法：広島大学開発の測定方法・ウイルス接触後の残存感染価比
試験実施：クラボウ

24時間2時間0
0%

20%

40%

60%

80%

100%
抗ウイルス効果試験

接触直後から効果を発揮
2時間後には特定のウイルスの数を
99%以上減少させませす

カ
ー
テ
ン

破壊された
ウイルス

カ
ー
テ
ン

カーテンに接触

エンベロープが破壊

カ
ー
テ
ン

エンベロープ
Etak®

ATCC VR-1679（エンベロープ有） MDCK細胞（イヌ腎臓由来細胞）　ATCC CCL-34

宿主細胞試験対象ウイルス株

［即効性］　24時間、365日すばやく効果を発揮します。 
繊維上に固定化された「Etak®」に、ウイルスや細菌、真菌が接触した段階で、
すばやく効果を発揮します。
太陽光など効果を発揮するための環境条件は必要なく、
天候・温度・湿度の影響も受けません。

■効果の対象となる微生物

注意 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
●抗菌性、ウイルス性の評価に関しましては、クラボウの独自評価によるものです。

［耐久性 持続性］　洗濯後も高い耐久性と持続性を実現。
カーテンは家庭洗濯50回でも高い抗菌・抗ウイルス性能を確認しています。

［安全性］　口腔衛生用抗菌剤をベースにした高い安全性です。
歯科医などで消毒や洗浄に使用されている安全性の高い消毒成分をベースにしています。

（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号 UK03A15

一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
商標：クレンゼ®　CLEANSE®

抗ウイルス加工
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TALLINN RUG
タリンラグ

エストニアの地図を高密度で
表現した触感も楽しいラグ。
Code NO.134-62865
4 YELLOW GREEN
90×130cm　　 ¥8,000
130×190cm　¥15,000
190×190cm　¥21,000
190×240cm　¥27,000
組成  ポリエステル100%
パイル長 15／5mm
遊び毛防止　HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆　［日本製］［タフテッド］

（画像は185×185cmの一部になります）

（画像は185×185cmの一部になります）

※サイズ表記は若干異なる場合があります。 ※サイズによって柄の入り方が異なります。 ※機能性については14ページを御覧ください。 ※表示価格は消費税を含みません。

HANAKAZARI RUG
ハナカザリラグ

リースの一部である花柄を
大胆に落とし込んだラグ。
Code NO.134-60609
4 BLUE GREEN
90×130cm　　 ¥7,000
130×190cm　¥11,000
190×190cm　¥16,000
190×240cm　¥21,000
組成  ポリエステル100%
パイル長 13／7.5／2.5mm
遊び毛防止　HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆　［日本製］［タフテッド］

 DESIGN LIFE®

mat
 DESIGN LIFE®

rug

滑り止め

滑り止め

滑り止め

滑り止め

CUCO MAT
クコマット

鳥と花の手描きの表情を
糸の組み合わせで表現。
Code NO.143-49655
3 BLUE
45×75cm　¥6,600　
組成  アクリル100%
パイル長 10mm　

［日本製］［フック］

OHANA BATAKE MAT
オハナバタケマット

お花畑の中に足を踏み入れた
ような可愛い変形マット。
Code NO.143-00877
4 GREEN
45×70cm　¥5,000　
組成  アクリル90%  ナイロン10%
パイル長 10mm　

［日本製］［フック］

RICO MAT
リコマット

レースとお揃いのコクリコの花を
切り取った変形マット。
Code NO.143-00885
3 BLUE　16 RED　18 PINK
50×50cm　¥4,700　
組成  ナイロン60%  アクリル40%
パイル長 15／12／10mm　

［日本製］［フック］

POPOLO MAT
ポポロマット

カラフルな色合いが
玄関を明るくするデザイン。
Code NO.143-00893
12 YELLOW
45×75cm　¥5,500　
組成  アクリル100%
パイル長 10mm　

［日本製］［フック］

CUCO RUG
クコラグ

手描きの鳥と花をあしらった
カーテンと同モチーフのラグ。
Code NO.134-72291
3 BLUE
130×185cm　¥17,000
185×185cm　¥24,000
185×240cm　¥31,000
組成  ポリエステル100%
パイル長 12／6.5／3mm
遊び毛防止　HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆　［日本製］［タフテッド］

IHANA RUG
イハナラグ

緻密な線描と色糸を組み合わせた
ほっこりするデザイン。
Code NO.134-72305
2 BEIGE
130×185cm　¥17,000
185×185cm　¥24,000
185×240cm　¥31,000
組成  ポリエステル100%
パイル長 12／3mm
遊び毛防止　HOT床暖対応
FIF☆☆☆☆　［日本製］［タフテッド］

New

New

New

11



 DESIGN LIFE®

mat

 DESIGN LIFE®

bath mat

HACHI MAT
ハチマット

四角い鉢の中の世界を
描いたデザイン。
Code NO.143-40798
38 LIGHT BLUE　12 YELLOW　
45×75cm　¥4,000　
組成  アクリル80%  ナイロン20%　
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

滑り止め

KUKKA MAT
クッカマット

優しい北欧カラーに、
アクセントを効かせたマット。
Code NO.143-46338
3 BLUE　12 YELLOW
45×75cm　¥4,000　
組成  アクリル90%  ナイロン10%　
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

滑り止め

SUN FLOWER MAT
サンフラワーマット

ひまわりをモチーフにした
明るく元気なデザイン。
Code NO.143-40780
1 IVORY　18 PINK
45×75cm　¥4,300　
組成  アクリル80%  ナイロン20%　
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

滑り止め

YUKARI MAT
ユーカリマット

ユーカリの葉にナイロン糸を
使用したシンプルなマット。
Code NO.143-42448
18 PINK　4 GREEN
45×75cm　¥4,300　
組成  アクリル85%  ナイロン15%　
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

滑り止め

KOTORI MAT
コトリマット

カーテンと同モチーフのコトリ。
テーマは「出会い」です。
Code NO.143-36189
12 YELLOW　16 RED
50×80cm　¥4,300　
組成  アクリル85%  ナイロン15%　
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

滑り止め

WOOD
ウッド

樹皮をイメージした
手軽に洗濯できるタオルマット。
Code NO.117-42917
2 BEIGE　4 MOSS GREEN　
8 BROWN　9 GRAY
35×50cm　¥3,500　
組成  綿100%　ウォッシャブル　

［日本製］［タオル］
Package

※サイズ表記は若干異なる場合があります。
※アクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。 ※機能性については14ページを御覧ください。 ※表示価格は消費税を含みません。

滑り止め

IHANA MAT
イハナマット

ゆったりしたラインで描いた花を
大胆に構成したデザイン。
Code NO.143-49663
12 YELLOW
45×75cm　¥6,600
組成  アクリル80%　ナイロン20%
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

KAJYUEN MAT
カジュエンマット

みずみずしい果実が実っている
木々がモチーフのデザイン。
Code NO.143-42421
4 GREEN　2 BEIGE
45×75cm　¥4,000　
組成  アクリル75%  ナイロン25%
パイル長 10mm　［日本製］［フック］

滑り止め

MAIHA MAT
マイハマット

落ち着いたカラーリングの
北欧デザインマット。
Code NO.143-46346
38 OLIVE　3 BLUE
45×75cm　¥4,000　
組成  アクリル100%
パイル長 15／10mm

［日本製］［フック］

滑り止め
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「抗菌・抗ウイルス」機能により、繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。
ウイルスのリスク対策

空気中や衣服などから
ウイルスが運ばれてくる。

カーテンの繊維上に
固定化されている「Etak®」に
ウイルスが接触する。

細胞へのパイプ役
（触手や外皮膜など）を破壊。

ウイルスの数を
減少させます。

［抗ウイルスメカニズム］　エンベロープありの場合 （イメージ図）

試験ウイルス：ATCC VR-1679、ATCC VR-1469
　　　　　　 （ATCC VR-1469はSEKマークの対象外）
試験方法：広島大学開発の測定方法・ウイルス接触後の残存感染価比
試験実施：クラボウ

24時間2時間0
0%

20%

40%

60%

80%

100%
抗ウイルス効果試験

接触直後から効果を発揮
2時間後には特定のウイルスの数を
99%以上減少させませす

カ
ー
テ
ン

破壊された
ウイルス

カ
ー
テ
ン

カーテンに接触

エンベロープが破壊

カ
ー
テ
ン

エンベロープ
Etak®

ATCC VR-1679（エンベロープ有） MDCK細胞（イヌ腎臓由来細胞）　ATCC CCL-34

宿主細胞試験対象ウイルス株

［即効性］　24時間、365日すばやく効果を発揮します。 
繊維上に固定化された「Etak®」に、ウイルスや細菌、真菌が接触した段階で、
すばやく効果を発揮します。
太陽光など効果を発揮するための環境条件は必要なく、
天候・温度・湿度の影響も受けません。

■効果の対象となる微生物

注意 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
●抗菌性、ウイルス性の評価に関しましては、クラボウの独自評価によるものです。

［耐久性 持続性］　洗濯後も高い耐久性と持続性を実現。
カーテンは家庭洗濯50回でも高い抗菌・抗ウイルス性能を確認しています。

［安全性］　口腔衛生用抗菌剤をベースにした高い安全性です。
歯科医などで消毒や洗浄に使用されている安全性の高い消毒成分をベースにしています。

（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号 UK03A15

一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
商標：クレンゼ®　CLEANSE®

抗ウイルス加工

MOCTURNE
モクターン

抗菌・抗ウイルス機能付きの合わせやすい無地調。
V1340（BE）/ V1341（BR）
V1342（B）/ V1343（YG）
ポリエステル100%　ウォッシャブル
遮光2級　形状記憶加工

［日本製］

A

New

抗菌・抗ウイルス機能付きの合わせやすいミラーレース。
V1131（NW）
ポリエステル100%
ウォッシャブル

［日本製］

C
 

NewGLACE
グラース

A

C 既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　シアー   　●100×133cm ¥2,300　●100×176cm ¥2,600　●100×198cm ¥2,800

既製カーテン 75mm芯地1.5倍ヒダ（1枚入り）　ドレープ　●100×135cm ¥3,800　●100×178cm ¥4,000　●100×200cm ¥4,400

Drape Sheer
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FUNCTION & SPECIAL QUALITY 主な機能性・特性について

※表示価格は消費税を含みません。　※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。　※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時（2020年9月）のものです。　※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。

クレンゼ®マーク 抗ウイルス加工
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術

「CLEANSE®」※3は、繊維上の特定のウイルス
の数を減少させる効果が確かめられました。※4

クラボウとスミノエとの取り組みによりカーテン
に応用しました。

一般社団法人繊維評価技術協議会が定める
認証マークの1つであり、2015年4月から認
証が開始されました。SEKマーク繊維製品認
証基準をクリアした製品に対してマーク表示
が可能です。抗ウイルス加工は、繊維製品に
付着した特定のウイルスの数を減少させて清
潔に保つことを目的にしています。

ミラーレース
日中、室外から見えにくく、室内から室外は見え
るミラーのような効果のあるレースカーテンで
す。レース本来の通気性や採光性は損なわずに
太陽光線（紫外線・赤外線）を約40〜60％カッ
トしますので、夏の冷房効率をアップし、室内の
日焼けも防ぎます。

防炎
日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防
炎製品です。消防法により公共の建物と同様、
11階または31m以上の高層階の一般居住者
にも内装材に防炎製品を使用することが義務
付けられています。

防ダニ加工※1

ダニが嫌がる成分を用いダニを寄せつけず追
い出す忌避効果があります。「インテリアファブ
リックス性能評価協議会」の基準をクリアした
防ダニ加工です。

FIF☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会が
定めた自主基準によるVOC（ホルムアルデヒ
ド）放散の等級区分を表示した統一マーク。
FIF☆☆☆☆は放散速度5μg/m2h以下の最
上位の性能です。

遮熱※2

遮熱率25％以上（小数点以下一位四捨五入）、
採光率0.6％以上のシアーカーテンに表示され
ます。シアーカーテンとは、レース・ボイル・オー
ガンジー・エンブロイダリー・ケースメント・薄手
生地のプリントカーテンのことをさします。

アレルブロック®

ダニのフンや死骸さらにスギ花粉のアレルゲ
ンを吸着することで、安心・快適・クリーンな室
内環境を作ります。

メディカルストップ®

肌にやさしい、清潔で安全性の高い医療用資材
を使用した裏材に、フローリングなどの上ですべ
りにくい、滑り止め加工をプラス。ダイワボウと
スミノエが共同で開発しました。床暖房やホット
カーペットカバーとしてもご使用いただけます。

※1 防ダニ効果をより高めるためには、日常のお掃除がとても大切です。
※2  日本インテリアファブリックス協会の統一マークです。生地の遮熱試験結果に基づいたものであり、縫製方法や取付方法により変動しますので、ご注意ください。
※3 広島大学大学院二川浩樹教授が口腔内の治療や洗浄時に使われている消毒薬をベースに研究し、商品化された固定化抗菌成分を、繊維表面に強力に固定化する繊維加工技術です。
※4 「CLEANSE®」は、カーテンの表面に付着した特定のウイルスの数を減少させるものであり、実空間での感染予防を保証するものではありません。
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