
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

パターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1351　レース：PK1558（P.111参照）

PK1351 SD6

可愛らしい動物デザインは、幼稚園や小児科などにおすすめ。

※200cm幅ヨコ使いのペア柄があります。（P.27参照）

PK1351  標準価格 2,270円/m2（3,400円/m）

有 効 巾 150cm
リピート タテ 60.5cm　ヨコ 50cm
組 成  ポリエステル100％
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

機 能

タンブラー乾燥は
お避けください。

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。
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パターン写真（1目盛り15cm）

パターン写真（1目盛り15cm）

パターン写真（1目盛り15cm）

フラットカーテン：PK1352

PK1352 SD5

PK1353 SD5

PK1354 SD5

大きく鮮やかな色彩の花柄は、
お部屋のアクセントに。

※200cm幅ヨコ使いのペア柄があります。（P.28参照）

PK1352～PK1354  標準価格 2,400円/m2（3,600円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ     0％・ヨコ 0％リピート　タテ 30.3cm　ヨコ 50cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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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）

カーテン：PK1356

PK1355
SD5

PK1357
SD5

PK1356
SD5

北欧風カラーと幾何学モチーフが
子どもから大人まで楽しめるデザイン。

※200cm幅ヨコ使いのペア柄があります。（P.28参照）

PK1355～PK1357     標準価格 2,400円/m2（3,600円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ -2.0％
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 30cm　ヨコ 37.5cm
組　　成　 ポリエステル100％
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パターン写真（1目盛り15cm）

パターン写真（1目盛り15cm）

フラットシアーカーテン：PK1359　ハトメカーテン：PK1363

PK1358
TP3

PK1359
TP3

PK1360 SD6 PK1361 SD6 PK1362 SD6 PK1363 SD5 PK1364 SD5 PK1365 SD5

空間のアクセントになる鮮やかなカラーが魅力のカーテン。

水彩タッチの水玉柄シアー。
６色の無地シリーズとコーディネート可能。

PK1358～PK1359     標準価格 2,300円/m2（3,450円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 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。

リピート　タテ 61cm　ヨコ 50cm
組　　成　 ポリエステル100％

PK1360～PK1365     標準価格 1,870円/m2（2,800円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 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　―
組　　成　 ポリエステル100％
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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）

ツインシェードボトム型ボーダー：（前幕）PK1366 ・ボーダー部分 参考商品（後幕）PK1566-1（P.113参照）

PK1366
SD5

PK1367
SD5

色鉛筆タッチのボーダー柄をプリント。
カジュアルな空間におすすめ。

PK1366～PK1367     標準価格 3,400円/m2（5,100円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 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。

リピート　タテ 61cm　ヨコ 25cm
組　　成　 ポリエステル100％
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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）

カーテン：PK1369　シアーカーテン：PK1565-2 ウエイトウーリーロック（P.113参照）

PK1368
SD6

PK1369
SD5

カラフルなストライプ柄を織り込んだ、華やかでカジュアルなデザイン。

PK1368～PK1369     標準価格 2,700円/m2（4,050円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm リピート　タテ 7.7cm　ヨコ 12.5cm 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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PK1371のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン（形態安定加工）：PK1372

PK1370 SD6

PK1371 SD6

PK1372 SD5

PK1373 SD5

縦流れ柄を立体的に表現した
カジュアルモダンなカーテン。

PK1370～PK1373     標準価格 2,880円/m2（4,100円/m） 機 能  

有 効 巾　142.6cm 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％リピート　タテ 10.8cm　ヨコ 4.6cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-57

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1374のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1375

PK1374 遮光2級

PK1375 遮光2級

PK1376 遮光2級

ポップな色の幾何学柄をプリントした
カジュアルな遮光カーテン。

PK1374～PK1376   標準価格 2,530円/m2（3,800円/m） 機 能  
2級

有 効 巾　150.3  cm 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 10.7cm　ヨコ 16.7cm
組　　成　 ポリエステル100％

70



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：PK1381　レース：PK1556（P.110参照）

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。
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PK1383のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1384

PK1381 SD5

PK1382 SD6

PK1383 SD5

PK1384 SD4

高級感が漂う上品な色合いと光沢感。
流線形の美しいデザイン。

PK1381～PK1384     標準価格 2,500円/m2（3,600円/m） 機 能  

有 効 巾　144cm 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％リピート　タテ 34.8cm　ヨコ 24cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-56

タンブラー乾燥は
お避けください。
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カーテン：PK1388　クッション：PK1386、PK1387　レース：PK1608（P.122参照）

PK1385 SD5 PK1386 遮光3級 PK1387 遮光2級 PK1388 遮光3級

繊細な横縞と光沢が特長のシャンタン調ドレープ。

PK1385～PK1388     標準価格 2,940円/m2（4,400円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 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　―
組　　成　 ポリエステル100％
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フラットカーテン：PK1392、PK1565-2（P.113参照）

PK1389 SD6 PK1390 SD6 PK1391 SD5 PK1392 遮光3級

リズム感のあるランダムストライプが、モダンな空間を演出。

PK1389～PK1392     標準価格 2,340円/m2（3,500円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 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-57

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　タテ 14.1cm　ヨコ 10cm
組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン：PK1395　レース：PK1611（P.122参照）

PK1393 SD6 PK1394 SD4 PK1395 SD6 PK1396 SD4

温かみと質感を感じさせる無地調カーテン。

PK1393～PK1396     標準価格 3,200円/m 機 能  

有 効 巾　98cm 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22%使用）
グリーン購入法適応商品
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PK1397のパターン写真（1目盛り10cm）

フラットカーテン：PK1398

PK1397 SD6 PK1398 SD5

縦流れ柄をラインとドットで表現した、ナチュラルモダンデザイン。

PK1397～PK1398     標準価格 3,400円/m2（5,100円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm リピート　タテ 25.8cm　ヨコ 10cm 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13%使用）
グリーン購入法適応商品
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カーテン（形態安定加工）：PK1401　レース：PK1610（P.122参照）

PK1399 SD5

PK1400 SD5

PK1401 SD5

PK1402 SD5

PK1403 SD5

PK1404 SD4

光沢感とマットな風合いを融合させた、
柔らかなカラーの無地調カーテン。

PK1399～PK1404     標準価格 2,490円/m2（3,600円/m） 機 能  

有 効 巾　  145cm 寸法変化率  水洗い タテ     0％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％リピート　―

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-56

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1407のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1405　レース：PK1602（P.120参照）

PK1405 SD5

PK1406 SD4

PK1407 SD4

PK1408 SD4

上品な光沢感ですっきりとした
ストライプが人気のドレープカーテン。

PK1405～PK1408     標準価格 2,570円/m2（3,900円/m） 機 能  

有 効 巾　151.8cm 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％リピート　タテ ―　ヨコ 25.3cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1410のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1409　ケースメント：PK1607（P.121参照）

PK1409 SD5

PK1410 SD5

PK1411 SD5

浮かび上がった花柄とグレイッシュ
カラーがエレガントモダンな空間に。

PK1409～PK1411     標準価格 3,740円/m2（5,600円/m） 機 能  

有 効 巾　150cm 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％リピート　タテ 24.5cm　ヨコ 15cm

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

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1414のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1413　レース：PK1561（P.112参照）

PK1412 SD6

PK1413 SD6

PK1414 SD5

PK1415 SD5

PK1416 SD5

エレガントな花柄と落ち着いたカラー。
優しい雰囲気のファブリック。

PK1412～PK1416     標準価格 3,790円/m2（5,500円/m） 機 能  

有 効 巾　145.5cm 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％リピート　タテ 18.7cm　ヨコ 9.7cm

組　　成　 ポリエステル100％（再生糸10%使用）
グリーン購入法適応商品

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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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）

カーテン（形態安定加工）：PK1417　レース：PK1593（P.118参照）

PK1417
SD5

PK1418
SD5

ベーシックなクラシック柄を上品なカラーで使いやすくアレンジ。

PK1417～PK1418     標準価格 3,580円/m2（5,300円/m） 機 能  

有 効 巾　148.2cm 寸法変化率  水洗い タテ     0％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％

取扱絵表示
サ-56

タンブラー乾燥は
お避けください。

リピート　タテ 31cm　ヨコ 24.7cm
組　　成　 ポリエステル100％
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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）

カーテン：PK1420　ケースメント：PK1606（P.121参照）

PK1419
SD6

PK1420
SD5

繊細な織り技術で深みのあるクラシック柄を表現。

PK1419～PK1420     標準価格 4,000円/m 機 能  

有 効 巾　102cm 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 23.5cm　ヨコ 34cm
組　　成　 ポリエステル100％（再生糸23%使用）

グリーン購入法適応商品
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PK1422のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン（形態安定加工）：PK1421　レース：PK1611（P.122参照）

PK1421 SD4 PK1422 SD5 PK1423 SD4 PK1424 SD4

光沢による優雅な流れのツタ柄、高級感が感じられるファブリック。

PK1421～PK1424     標準価格 2,780円/m2（4,000円/m） 機 能  

有 効 巾　144cm 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％リピート　タテ 26.1cm　ヨコ 24cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-56

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1426のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1427　レース：PK1609（P.122参照）

PK1425 SD5 PK1426 SD5 PK1427 SD5

ストライプとリーフ柄によるデザインを、柔らかなナチュラルカラーで表現。

PK1425～PK1427     標準価格 2,960円/m2（4,400円/m） 機 能  

有 効 巾　149cm 寸法変化率  水洗い タテ 0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ    0％・ヨコ 0％リピート　タテ 32cm　ヨコ 14.9cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-56

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1430のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1428

PK1428 SD5

PK1429 SD5

PK1430 SD5

PK1431 SD5

流れるような花柄模様が優しい
雰囲気を醸し出す人気商品。

PK1428～PK1431     標準価格 2,910円/m2（3,200円/m） 機 能  

有 効 巾　110cm 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％リピート　タテ 24.5cm　ヨコ 10cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1432のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1434　レース：PK1611（P.122参照）

PK1432 SD6

PK1433 SD6

PK1434 SD5

PK1435 SD6

可愛らしいカラーで使いやすい
花柄デザインのドレープカーテン。

PK1432～PK1435     標準価格 2,800円/m2（4,000円/m） 機 能  

有 効 巾　143cm 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ     0％・ヨコ 0％リピート　タテ 19.3cm　ヨコ 14.3cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1436のパターン写真（1目盛り10cm）

テーピング付カーテン（ワイドボトム型）：PK1437A面・PK1437B面　レース：PK1612（P.122参照）

PK1436 A面 SD5 PK1437 A面 SD5 PK1438 A面 SD5  B面   B面   B面

  A面   B面

ふんわりと舞う草花柄と優しいカラーのリバーシブルカーテン。
※PK1436～PK1438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。

PK1436～PK1438     標準価格 2,660円/m2（3,950円/m） 機 能  

有 効 巾　148.5cm リピート　タテ 25.4cm　ヨコ 13.5cm 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42%使用）
グリーン購入法適応商品
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カーテン：PK1441　レース：PK1608（P.122参照）

PK1439 SD6 PK1440 SD5 PK1441 SD6

様々なカラーのミックス感溢れるファブリック。

PK1439～PK1441     標準価格 3,250円/m 機 能  

有 効 巾　98.4cm 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。

リピート　タテ 14.9cm　ヨコ 32.8cm
組　　成　 ポリエステル100％（再生糸25%使用）

グリーン購入法適応商品
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カーテン：PK1443　レース：PK1580（P.116参照）

PK1442 SD6

PK1443 SD6

PK1444 SD6

PK1445 SD6

PK1446 SD6

温かなデザインとカラーが、
落ち着きのあるカジュアルシーンを演出。

PK1442～PK1446     標準価格 1,700円/m 機 能  

有 効 巾　100cm 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％リピート　タテ 1cm　ヨコ 1cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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カーテン（形態安定加工）：PK1450　レース：PK1611（P.122参照）

PK1447 SD5

PK1448 SD5

PK1449 SD5

PK1450 SD4

織りの表情が魅力的な、
モダン空間におすすめのカーテン。

PK1447～PK1450     標準価格 1,800円/m 機 能  

有 効 巾　102.3cm 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 -0.5％リピート　タテ 1.8cm　ヨコ 1.1cm

組　　成　 ポリエステル100％ 取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。
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