
制菌や抗ウイルス、消臭や制電など医療現場で求められる様々な機能を備えています。
シックなカラーで、これからの医療空間を提案します。

撥水性能のあるカーテンです。モダンなデザインやカラーが増え、
シャワールームだけでなく、様々な用途におすすめします。

柔らかな風合いと優しいカラー、快適な学習環境におすすめします。
消臭機能も加わり、バリエーション豊富なシリーズです。

可愛らしく爽やかな印象のデザインカーテンシリーズ。
カジュアルで明るくポップなファブリックをお届けします。

縦流れ柄や使いやすい小花柄などを、優しさと落ち着きを感じるカラーで表現、
安らぎの空間をご提案します。

パターンだけでなく、意匠糸や織り組織による様々なプレーンタイプをご提案します。
ホテルや各種施設など、幅広くご使用いただけるシリーズです。

プライベートを守るミラー調や、遮熱性能・UVカットなど
様々な機能を持ったシアー &レースシリーズです。

Medical

医療

Shower-curtain
シャワーカーテン

Education

教育・公共

Pop

ポップ

Welfare

福祉

Blackout

遮光

Sheer&Lace
シアー・レース

シャワーカーテン：PK1111

PK1111 TP5

適度な透け感によりバスルームが広く
感じられるシャワーカーテン。

※PK1111はヨコ使いですが、裾部分の縫製が必要です。

PK1111     標準価格 2,000円/m2（4,000円/m） 機 能  

有 効 巾　200cm（ヨコ使い） 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ    0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　タテ ―　ヨコ 0.9cm（ヨコ使いの場合）
組　　成　 ポリエステル100％

撥水性能のあるカーテンです。モダンなデザインやカラーが増え、
シャワールームだけでなく、様々な用途におすすめします。

〈シャワーカーテン〉
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シャワーカーテン：PK1113

PK1112 SD7

PK1113 SD7

モダンなイメージを演出するカラーと
ストライプが人気のシャワーカーテン。

※シャワーカーテンは通常縫製の他に、サンフック、ハトメ縫製加工が可能です。
※シャンプーや石けん等が付着した場合は、カビ発生の原因となりますので水で洗い流してください。

※PK1112〜PK1113はタテ使いとなりますので裾部分の縫製が必要です。

PK1112～PK1113     標準価格 2,150円/m2（4,300円/m） 機 能  

有 効 巾　200cm（タテ使い） 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　タテ ―　ヨコ 1.6cm
組　　成　 ポリエステル100％

〈シャワーカーテン〉
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パターン写真（1目盛り10cm） パターン写真（1目盛り10cm） パターン写真（1目盛り10cm）

シャワーカーテン：PK1115

PK1114
TP6

PK1115
SD7

PK1116
SD7

シンプルで人気のシャワーカーテンが、モダンなカラーに生まれ変わりました。

※PK1114〜PK1116は裾部分をヒートカットしてありますので、ヨコ使いの場合は裾を縫製する必要がなく、カビの抑制に効果があります。

PK1114～PK1116     標準価格 2,850円/m2（5,700円/m） 機 能  

有 効 巾　200cm（ヨコ使い） 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　タテ ―　ヨコ 12.4cm（ヨコ使いの場合）
組　　成　 ポリエステル100％

〈シャワーカーテン〉
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PK1117 SD6

PK1123 TP6

PK1118 SD6

PK1124 TP6

PK1119 SD6

PK1125 TP6

PK1120 SD5

PK1126 TP6

PK1121 SD6

PK1127 TP6

PK1122 SD5

※シャワーカーテンは通常縫製の他に、サンフック、ハトメ縫製加工が可能です。
※シャンプーや石けん等が付着した場合は、カビ発生の原因となりますので水で洗い流してください。

※PK1117～PK1122は裾部分をヒートカットしてありますので、ヨコ使いの場合は裾を縫製する必要がなく、カビの抑制に効果があります。

※PK1123～PK1127は裾部分をヒートカットしてありますので、ヨコ使いの場合は裾を縫製する必要がなく、カビの抑制に効果があります。

PK1123～PK1127         標準価格 1,580円/m2（3,150円/m） 機 能  

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　―
組　　成　 ポリエステル100％

PK1117～PK1122         標準価格 1,870円/m2（4,100円/m） 機 能  

有 効 巾　220cm（ヨコ使い）※タテ使い可能 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　―
組　　成　 ポリエステル100％

〈シャワーカーテン〉

〈シャワーカーテン〉
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制菌や抗ウイルス、消臭や制電など医療現場で求められる様々な機能を備えています。
シックなカラーで、これからの医療空間を提案します。

撥水性能のあるカーテンです。モダンなデザインやカラーが増え、
シャワールームだけでなく、様々な用途におすすめします。

柔らかな風合いと優しいカラー、快適な学習環境におすすめします。
消臭機能も加わり、バリエーション豊富なシリーズです。

可愛らしく爽やかな印象のデザインカーテンシリーズ。
カジュアルで明るくポップなファブリックをお届けします。

縦流れ柄や使いやすい小花柄などを、優しさと落ち着きを感じるカラーで表現、
安らぎの空間をご提案します。

パターンだけでなく、意匠糸や織り組織による様々なプレーンタイプをご提案します。
ホテルや各種施設など、幅広くご使用いただけるシリーズです。

プライベートを守るミラー調や、遮熱性能・UVカットなど
様々な機能を持ったシアー &レースシリーズです。

Medical

医療

Shower-curtain
シャワーカーテン

Education

教育・公共

Pop

ポップ

Welfare

福祉

Blackout

遮光

Sheer&Lace
シアー・レース

カーテン： PK1134

柔らかな風合いと優しいカラー、快適な学習環境におすすめします。
消臭機能商品も加わり、バリエーション豊富なシリーズです。
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カーテン：PK1131

PK1131 

PK1132 

PK1133 

PK1134 

PK1135 

PK1136 

PK1137 

PK1138 

カラーバリエーションと消臭機能。様々なシーンでのコーディネートにおすすめ。

※横段を基調にしたデザインのため、正確な柄合わせができませんのでご了承ください。

ロネビー     標準価格 1,950円/m 機 能  

有 効 巾　99.6cm リピート　タテ ―　ヨコ 1.2cm 寸法変化率  水洗い タテ 0.5％・ヨコ 0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ    0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン： PK1141
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カーテン： PK1140

PK1139 PK1140 PK1141 PK1142 

シンプルな中にこだわりを見せる可愛らしいボーダーデザイン。

※横段を基調にしたデザインのため、正確な柄合わせができませんのでご了承ください。

マナティー     標準価格 1,800円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　タテ 0.7cm　ヨコ ― 寸法変化率  水洗い タテ    0％・ヨコ     0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-56

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン： PK1145
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PK1143 

PK1144 制 菌  PK1144 -2

PK1145 

PK1146 制 菌  PK1146 -2

PK1147 制 菌  PK1147-2

PK1148 

PK1149 

PK1150 

PK1151 制 菌  PK1151-2

PK1152 

PK1153 制 菌  PK1153 -2

PK1154 

PK1155 制 菌  PK1155 -2

PK1156 制 菌  PK1156 -2

PK1157 

豊富なカラーとシンプルな無地デザインが人気の定番カーテン。

※ジャマイカⅡ（制菌）は、PK1144-2、PK1146-2、PK1147-2、PK1151-2、PK1153-2、PK1155-2、PK1156-2です。

ジャマイカⅡ （普通品） 標準価格 1,300円/m 機 能  

PK1143～PK1157 有 効 巾　100cm　リピート　― 寸法変化率　 水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥はお避けください。組　　成　 ポリエステル100％（再生糸16％使用）
グリーン購入法適応商品

ジャマイカⅡ 制 菌  標準価格 1,450円/m 機 能  認証番号
075SA09
剤名：有機系（ピリジン）

PK1144-2～PK1156-2 有 効 巾　100cm　リピート　― 寸法変化率　 水洗い タテ    0％・ヨコ   0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0.5％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥はお避けください。組　　成　 ポリエステル100％（再生糸16％使用）
グリーン購入法適応商品
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PK1158 

PK1160 

PK1171 

PK1159 

PK1170 

PK1161 

PK1163 

PK1173 

PK1162 

PK1172 

PK1164 

PK1166 

PK1175 

PK1165 

PK1174 

PK1167 

PK1169 

PK1168 

カラーバリエーションを取りそろえた、グリーン購入法適応商品。

使いやすいシンプルな無地カーテン。環境に配慮したエコマーク認定品。

ニューポート     標準価格 1,250円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ    0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸18%使用）
グリーン購入法適応商品

ロングビーチ     標準価格 1,200円/m 機 能  

再

生PET繊維 50％
以

上

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ    0.5％・ヨコ    0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸57%使用）
グリーン購入法適応商品

43



カーテン： PK1176

PK1177 

PK1176 

PK1179 

PK1178 

PK1181 

PK1180 

華やかなカラーで明るい空間におすすめ。お値打ち無地シリーズ。

ニース     標準価格 980円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン：PK1184
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PK1182 

PK1184 

PK1195 

PK1183 

PK1194 

PK1185 

PK1187 

PK1197 

PK1186 

PK1196 

PK1188 

PK1190 

PK1199 

PK1189 

PK1198 

PK1191 

PK1193 

PK1192 

織りの質感と優しいカラーが魅力の、お求めやすいカーテン。

制電性能を有するグリーン購入法適応のストライプカーテン。

ボストンE     標準価格 1,450円/m 機 能  

有 効 巾　  100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸15%使用）
グリーン購入法適応商品

プラハ     標準価格 980円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ    0％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン：PK1202、PK1204
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PK1200 

PK1202 

PK1212 

PK1201 

PK1211 

PK1203 

PK1205 

PK1214 

PK1204 

PK1213 

PK1206 

PK1208 

PK1216 

PK1207 

PK1215 PK1217 

PK1209 

PK1210 

小さなハニカム柄が可愛らしい無地調カーテン。

消臭機能のあるお求めやすいシンプルなストライプ柄。

グレトナ     標準価格 1,500円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　タテ ―　ヨコ 2cm 寸法変化率  水洗い タテ    0％・ヨコ        0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0.5％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸28%使用）
グリーン購入法適応商品

ハーグ     標準価格 1,100円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ    0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸13%使用）
グリーン購入法適応商品
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カーテン：PK1223　レース：PK1598（P.119参照）

PK1218 

PK1219 

PK1220 

PK1221 

PK1222 

PK1223 

PK1224 

PK1225 

風合いのある織り柄が落ち着いた雰囲気に。

ブレダ     標準価格 2,200円/m2（3,300円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン：PK1228

PK1226 PK1227 PK1228 PK1229 

カジュアルモダンにおすすめの、ヘリンボーン調ファブリック。

チェスター     標準価格 1,800円/m 機 能  

有 効 巾　99.6cm リピート　タテ ―　ヨコ 1.2cm 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ    0％
ドライ タテ 0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン： PK1230
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PK1230 遮光2級 PK1243 遮光2級

PK1231 遮光2級 PK1235 遮光2級 PK1238 遮光1級 PK1244 遮光2級 PK1249 遮光2級 PK1252 遮光1級

PK1232 遮光2級 PK1236 遮光2級 PK1240 遮光2級

PK1239 遮光1級 PK1253 遮光1級

PK1245 遮光2級

PK1233 遮光3級 PK1247 遮光3級

PK1234 遮光1級 PK1237 遮光1級 PK1242 遮光1級

PK1241 遮光2級

PK1248 遮光2級

PK1246 遮光2級

PK1251 遮光2級

PK1250 遮光1級

PK1255 遮光1級

PK1254 遮光1級

豊富なカラーとお求めやすい価格のシンプルな無地遮光カーテン。

カリフォルニア     標準価格 1,850円/m 機 能  
1～3級

有 効 巾　100  cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ      0％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸11%使用）
グリーン購入法適応商品
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カーテン： PK1266
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PK1256 遮光1級 PK1260 遮光1級 PK1263 遮光1級 PK1265 遮光1級 PK1269 遮光1級 PK1272 遮光1級

PK1257 遮光1級 PK1266 遮光1級 PK1273 遮光1級

PK1258 遮光1級 PK1261 遮光1級 PK1267 遮光1級 PK1270 遮光1級 PK1274 遮光1級

PK1259 遮光1級 PK1262 遮光1級 PK1264 遮光1級 PK1268 遮光1級 PK1271 遮光1級 PK1275 遮光1級

PK1276 遮光2級 PK1277 遮光2級 PK1278 遮光2級 PK1279 遮光2級 PK1280 遮光2級 PK1281 遮光1級

鮮やかなビタミンカラーを加えた多配色シリーズ。全点遮光1級品。

お求めやすい価格が魅力の遮光カーテン。

キングストン     標準価格 1,800円/m2（2,700円/m） 機 能  
１級

有 効 巾　150cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ     0％・ヨコ   0％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ   0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％

オタワ     標準価格 1,540円/m2（2,300円/m） 機 能  
1～2級

有 効 巾　150cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン： PK1286

55



ミュンヘンSは日焼け、色あせによる耐褪色性（耐光7級～7級以上）に優れた商品です。
試験方法JIS-L 0842において、ミュンヘンSはカーボンアーク灯を160時間照射してもほとんど変退色が見受けられません。

JIS-L 0842
カーボンアーク灯

160時間照射後

照射前原布

※掲載写真は実験による程度を示したものであり、実際の使用とは異なる場合があります。

試料 PK1297-2PK1293-2PK1289-2

未加工布 ミュンヘンS未加工布 ミュンヘンS未加工布 ミュンヘンS未加工布 ミュンヘンS

PK1285-2

PK1282 遮光2級
PK1282 -2（高耐光）

PK1283 遮光2級
PK1283 -2（高耐光）

PK1284 遮光1級
PK1284 -2（高耐光）

PK1285 遮光1級
PK1285 -2（高耐光）

PK1286 遮光2級
PK1286 -2（高耐光）

PK1287 遮光1級
PK1287-2（高耐光）

PK1288 遮光1級
PK1288 -2（高耐光）

PK1289 遮光1級
PK1289 -2（高耐光）

PK1290 遮光2級
PK1290 -2（高耐光）

PK1291 遮光1級
PK1291-2（高耐光）

PK1292 遮光1級
PK1292 -2（高耐光）

PK1293 遮光1級
PK1293 -2（高耐光）

PK1294 遮光2級
PK1294 -2（高耐光）

PK1295 遮光1級
PK1295 -2（高耐光）

PK1296 遮光2級
PK1296 -2（高耐光）

PK1297 遮光1級
PK1297-2（高耐光）

高耐光商品もそろえた高機能の遮光カーテンシリーズ。

ミュンヘンⅡ         標準価格 2,000円/m 機 能  
1～2級

再

生PET繊維 50％
以

上

PK1282～PK1297 有 効 巾　100cm　リピート　― 寸法変化率　 水洗い タテ -0.5％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ     0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥はお避けください。組　　成　 ポリエステル100％（再生糸55％使用）
グリーン購入法適応商品

ミュンヘンS （高耐光）  標準価格 2,200円/m

PK1282-2～PK1297-2 ※ミュンヘンⅡに耐光堅牢度7級～7級以上の性能を付加した商品です。
※有効巾・リピート・組成・寸法変化率・取扱絵表示等はミュンヘンⅡと同じです。
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PK1298 遮光1級

PK1303 遮光1級

PK1299 遮光1級

PK1304 遮光1級

PK1300 遮光1級

PK1305 遮光1級

PK1301 遮光1級

PK1306 遮光1級

PK1302 遮光1級

PK1307 遮光1級

定番の赤黒暗幕。グリーン購入法適応商品。

定番の赤黒暗幕。エコマーク認定商品。

※ナポリF（PK1298～PK1302）はリバーシブルになっていますので、ご注文の際はA（色）面またはB（黒）面をご指定ください。ご指定のない場合は部屋内をA面として作成いたします。

※ナポリE（PK1303～PK1307）はリバーシブルになっていますので、ご注文の際はA（色）面またはB（黒）面をご指定ください。ご指定のない場合は部屋内をA面として作成いたします。

ナポリF     標準価格 2,000円/m 機 能  
１級

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ     0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸18%使用）
グリーン購入法適応商品

ナポリE     標準価格 2,200円/m 機 能  
１級

再

生PET繊維 50％
以

上

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ     0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ     0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸57%使用）
グリーン購入法適応商品
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PK1312 遮光1級 PK1313 遮光1級

PK1308  A面 遮光1級 PK1310  A面 遮光1級

PK1309  A面 遮光1級 PK1311  A面 遮光1級

PK1314 遮光1級

  B面   B面

  B面  B面

裏面のカラーが異なるリバーシブル仕様の遮光1級カーテン。

エンボスによる立体感、スタイリッシュな風合いとカラーの遮光1級品。

※バーミンガムⅡ（PK1308～PK1311）はリバーシブルになっていますので、ご注文の際はA面またはB面をご指定ください。ご指定のない場合は部屋内をA面として作成いたします。

バーミンガムⅡ     標準価格 2,800円/m 機 能  
１級

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸14%使用）
グリーン購入法適応商品

サンフォード     標準価格 2,270円/m2（3,400円/m） 機 能  
１級

有 効 巾　150cm リピート　タテ ―　ヨコ 1.2cm 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％
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舞台幕： PK1315

PK1317 SD4

PK1315 遮光2級 PK1316 遮光2級 PK1318 遮光2級 PK1320 遮光2級

PK1321 遮光2級 PK1322 遮光2級 PK1323 遮光2級 PK1324 遮光1級

PK1319 遮光2級

舞台幕などにおすすめの、起毛による厚みのあるカーテン。

上質な空間を演出するベルベット調。
※アルジェ（PK1321～PK1324）は導電糸を織り込んでおります。静電気の発生を抑制し、さらに静電気によるホコリなどを付きにくくします。

アルジェ     標準価格 8,900円/m 機 能  
1～2級

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ     0％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-57

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸20%使用）
グリーン購入法適応商品

ウィーンN   標準価格 3,000円/m 機 能  

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ     0％・ヨコ 0％組　　成　 ポリエステル100％（再生糸32%使用）

グリーン購入法適応商品 取扱絵表示
サ-2

タンブラー乾燥は
お避けください。
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カーテン： PK1327

PK1325 遮光1級 PK1326 遮光1級 PK1327 遮光1級 PK1333 遮光1級

PK1332 遮光1級裏面見本（PK1332）

PK1331 遮光1級

PK1330 遮光1級

PK1329 遮光1級

PK1328 遮光1級

裏面コーティングをライトグレーで統一、
コットン混の遮光1級カーテン。

※縫製（幅つなぎ）については、縫い目から光がもれないよう必ずかぶせ縫いとしてください。
※生地の特性上、糸の節が目立つことがあります。
※アクリル樹脂コーティング（裏面）のため、キズがつきやすいので取り扱いにご注意ください。

モンルージュ 標準価格 3,700円/m2（5,550円/m） 機 能  
１級

有 効 巾　150cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ   -1.0％・ヨコ   -1.0％
組　　成　 表面　ポリエステル65％・綿35％

裏面　アクリル樹脂
取扱絵表示

サ-15  
タンブラー乾燥は
お避けください。

〈完全遮光暗幕〉
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カーテン：PK1338　レース：PK1599（P.119参照）

PK1337 遮光1級

PK1338 遮光1級PK1336 遮光1級PK1335 遮光1級    裏面

   裏面

   裏面   裏面

※縫製（幅つなぎ）については、縫い目から光がもれないよう必ずかぶせ縫いとしてください。
※ポリウレタン樹脂ラミネート（裏面）のため、キズがつきやすいので取り扱いにご注意ください。

裏面ラミネート加工の遮光1級カーテン。
柔らかで優しいカラーリング。ロズウェル         標準価格 5,000円/m 機 能  

１級

有 効 巾　100cm 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
リピート　― 取扱絵表示

サ-  15

  
タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　 表面　ポリエステル100％
裏面　ポリウレタン樹脂

〈完全遮光暗幕〉
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カーテン： PK1339　レース：PK1603（P.120参照）

PK1341 遮光1級PK1340 遮光1級PK1339 遮光1級   裏面   裏面    裏面

※縫製（幅つなぎ）については、縫い目から光がもれないよう必ずかぶせ縫いとしてください。
※アクリル樹脂コーティング（裏面）のため、キズがつきやすいので取り扱いにご注意ください。

裏面コーティングの遮音・遮光商品でグリーン購入法に適応。

リマⅡ     標準価格 5,500円/m 機 能  
ロ １級

有 効 巾　100cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ     0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-15

タンブラー乾燥は
お避けください。

組　　成　表面　 ポリエステル100％（バイオPET26％使用）
グリーン購入法適応商品

裏面　アクリル樹脂

〈遮音・完全遮光暗幕〉
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