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11 HDR サンホリデー®

FYR サンフレンディ®

MDR サンマイルド

CIR サンシーマ

12 SYR サンシンフォニー®

SP 人工芝

GS すべり止めシート・テープ

FR・FRM  FAMITA Ⅱ13

PER サンペンタゴンⅡ・プレーン

CHR サンコーラス®

PER サンペンタゴンⅡ・カット

PER サンペンタゴンⅡ・ニット

INDEX

1 SELECT by ROLL CARPET

表1 表4　カーペット使用品番：サングローラス　GLR-501

9 OSR サンオスカー®Ⅲ

FHR サンフルーティ®

3 RUG Collection

RUG 泡雪

RUG 風花

4 RUG ムートン調

RUG ソフトツイスト

6 VSR サンビスケ

FLR サンフランネル

GLR サングローラス

ODR サンオンダス

AWR サンアロー

ANR サンアマンド

7 LIR サンライム®Ⅱ

CRR サンシトラス

14 OLC オーバーロック加工

PTR サンプランタ

LOR サンワールド®Ⅱ

MLR サンメランジェ

10 NDR サンテンダー

HZR サンヘイジー
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赤ちゃんが生活する部屋には、防汚加工した汚れにくいものや、抗菌加工が施された清潔性を保つものが人気です。ハイ

ハイをしている時などは繊維が口に入る可能性が高まるため、遊び毛の少ない合成繊維がおすすめです。

カーペットによって、転倒による衝撃や階下への音を緩和することも可能です。反響音が抑えられることから部屋全体

が静かになり、学習効果やリラックス効果が高まることも期待できます。裏面にクッション性の高い高発泡ウレタンバッ

キングを使用することで、その効果はさらにUPします。

犬の股関節脱臼を防止できるなど、カーペットはペットのいるご家庭におすすめの床材です。防汚加工、防ダニ加工、消臭

機能で清潔性を保つペンタゴンシリーズであれば、日常のお手入れもお手軽です。毛足の先端が切りっぱなしになってい

るカットパイルにすると、爪でひっかいてもほつれにくくなります。

無地はもちろん様々なデザインから選ぶことが可能です。ウール素材のカーペットなどは保温性や吸音性が高いうえ、照

明の反射を軽減するなど部屋全体を上質に演出します。肌触りがよいことに加え、部屋に静けさを与えるなど良質な環境

作りにも役立ちます。

サンライム®II（P.7） サンシンフォニー®（P.12）

サンオスカー®Ⅲ（P.9）

サンペンタゴンII・カット（P.12）

サンビスケ（P.6）

サンフランネル（P.6）

赤ちゃんにやさしいカーペットを選びたい

SELECT by ROLL CARPET

ペットも快適なカーペットを選びたい ホテルのように上質なカーペットを選びたい

子供がいても安心なカーペットを選びたい

理想のロールカーペットを見つける際、ポイントになるのが「ライフスタイル」と「機能性」。

ここでは、生活のシーン例と機能をいくつか挙げ、それぞれの特徴を解説します。

暮らしの風景を思い浮かべながら、ロールカーペットをお選びください。

推奨カーペット 推奨カーペット

推奨カーペット 推奨カーペット

SCENE シーンで選ぶ

1
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実際の商品を「見て」「触れて」「試す」ことができる
サンゲツのショールームへお越しください。

※コンサルティングご希望の場合は、事前予約制となります。
※各ショールームのご案内は巻末ページ及び下記URLをご確認ください。
　https://www.sangetsu.co.jp/showroom/

カーペット用のウール(羊毛)は、汚れに強く、吸放湿性、保温性、弾力性に優れて
います。シックハウス症候群の主な原因となるホルムアルデヒドなどの室内汚染物
質をすばやく吸着し、快適な空間を保つ効果があります。

ふっくらとやわらかく弾性や保温性が高いなど、ウールに似た特徴をもって

います。日光に対し劣化も少なく色褪せしにくいという魅力も。防炎性能を

持った改質タイプの「アクリル系」（難燃アクリル）が混紡されているものが安

心です。

軽くて強度に優れているうえ、酸やアルカリなどの化学薬品にも強く、カビへの抵
抗性も高いため、住宅用途で多く用いられています。

合成繊維のなかでもっとも熱に強く、日光や薬品への耐久性も優れています。
擦り切れにも強く、ピースカーペットやラグなどにも多く使用されています。

サンビスケ（P.6）

サンフランネル（P.6）

サンフルーティ®（P.9）

サンホリデー®（P.11）

サンシンフォニー®（P.12）

サンテンダー（P.10）

サンヘイジー（P.10）

サンプランタ（P.10）

サンメランジェ（P.10）

サンフランネル（P.6）

サンフレンディ®（P.11）

泡雪/ラグ（P.3）

アクリル ポリプロピレン ポリエステル

ウール

推奨カーペット

推奨カーペット

推奨カーペット 推奨カーペット

素材で選ぶMATERIAL

ナイロンはへたりや擦り切れに対して他の繊維に比べて格段に優れた、耐久性の高い糸です。薬品、油、カビ、虫害などに強く、ビルや公共施設などの業務用途から住宅
用途まで幅広く用いられています。

■原着ナイロン: 繊維を紡糸する前の原液に顔料を混ぜたもの。繊維中に顔料が練り込まれるため、色落ちしにくくなります。

■糸染ナイロン: 糸の状態で染色したもの。色の調整を行うことができます。

■後染ナイロン: 糸をタフトした生地に染色したもの。

サングローラス（P.6）

サンオンダス（P.6）

サンアロー（P.6）

サンシトラス（P.7）

■原着ナイロン

ナイロン

推奨カーペット

サンライム®II（P.7）

サンオスカー®III（P.9）

■後染ナイロン

サンゲツのショールームでは、最新のインテリアを体感いただけます。気になる商品が

ございましたら、サンプルもご用意しておりますので、ご検討の資料としてご活用くださ

い。さまざまな商品を実際に「見て」「触れて」「試す」ことができるショールームは、事前

にご予約いただかなくても自由にご覧いただけます。

2
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RUG Collection ラグコレクション

ラグマットのある空間
それは冷たさと堅さをやわらげる、心地よい肌触りとぬくもり．．．

各ショールームにて、ラグ生地の現品サンプルを展示しております。ご来場の際はご覧ください。3

▲RUG-501 ▲RUG-502
（ホワイト） （ベージュ）

▲RUG-503
（ネイビー）

NEW NEW NEW

26,600円／枚

円／枚47,500

Sサイズ

Wサイズ
（140cm×200cm）

（200cm×250cm）

標準価格（税別）

標準価格（税別）

泡雪
泡や雪のような、なめらかさが特徴のマイクロファイバーラグ。

あわゆき

▲RUG-504 ▲RUG-505
（グレージュ） （ブラウン）

▲RUG-506
（ブラック）

NEW NEW NEW

風花

37,800円／枚

円／枚67,500

Sサイズ

Wサイズ
（140cm×200cm）

（200cm×250cm）

標準価格（税別）

標準価格（税別）

常備在庫品
特殊掛率品

ふうか

MADE IN JAPAN

カットパイル

■ 組成：ポリエステル100% ■ パイル長：13mm（全厚15mm）
■ 裏面：不織布
■ 機能 ■ 形状

風に揺れる草花のように、表情を変える光沢ナイロンシャギーラグ。

MADE IN JAPAN

カットパイル

■ 組成：ナイロン100% ■ パイル長：27mm（全厚30mm）
■ 裏面：不織布
■ 機能 ■ 形状

RUG-501  Sサイズ RUG-504  Wサイズ

常備在庫品
特殊掛率品

内扉２　ウラ



4商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

▲RUG-507 （旧 FC-181）
（アイボリー）

▲RUG-508（旧 FC-182）
（ベージュ）

26,040円／枚

円／枚46,500

Sサイズ

Wサイズ
（140cm×200cm）

（200cm×250cm）

標準価格（税別）

標準価格（税別）

ムートン調
常備在庫品
特殊掛率品

▲RUG-509 （旧 FC-191）
（アイボリー）

▲RUG-510 （旧 FC-192）
（ダークブラウン）

ソフトツイスト

26,040円／枚

円／枚46,500

Sサイズ

Wサイズ
（140cm×200cm）

（200cm×250cm）

標準価格（税別）

標準価格（税別）

常備在庫品
特殊掛率品

※床面が平滑な場合は、裏面にすべり止めテープ（別売）、またはすべり止めシート（別売）をご使用ください。
※常備在庫品以外にも特注サイズ（巾4ｍまで）にて生産可能です。
※納期・価格等は弊社営業員までお問い合わせください。
※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。

柔らかさが特徴のムートン調ラグ。

MADE IN JAPAN

カットパイル

■ 組成：ナイロン100% ■ パイル長：25mm（全厚28mm）
■ 裏面：不織布
■ 機能 ■ 形状

ボリューム感が特徴のシャギーラグ。

MADE IN JAPAN

カットパイル

■ 組成：原着ポリプロピレン100% ■ パイル長：25mm（全厚28mm）
■ 裏面：不織布
■ 機能 ■ 形状

RUG-507  Sサイズ RUG-509  Sサイズ

内扉３　オモテ



サンオンダス ODR-501

サンアロー AWR-501

サンアマンド ANR-502

外扉１　ウラ

サンビスケ VSR-501

サングローラス GLR-501
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サングローラス
標準価格（税別）7,500円／㎡

組成 原着ナイロン(6.6ナイロン）100%
パイル長 6～3mm（全厚7.4mm）
ロール巾 364cm  ロールカットのみ
リピート タテ110cm ヨコ91cm

サンオンダス 組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% 
パイル長 5.5～3mm（全厚7.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可
リピート タテ70cm ヨコ91cm標準価格（税別）7,400円／㎡

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

▲VSR-502 ▲FLR-501 ▲FLR-502▲VSR-501 NEWNEW NEW

▲GLR-503▲GLR-502▲GLR-501
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

NEW NEWNEW

NEW▲ODR-501 ▲ODR-502 ▲ODR-503 ▲ODR-504

▲AWR-502▲AWR-501 （旧 AW-152）

NEW

NEWNEW

NEW NEW

6商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

サンアマンド
標準価格（税別）

MADE IN JAPAN5,600円／㎡
組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% 
パイル長 5～3mm（全厚7.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可

サンアロー
標準価格（税別）

MADE IN JAPAN7,400円／㎡
組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% 
パイル長 5～2.5mm（全厚7.6mm）
ロール巾 364cm  ロールカットのみ
リピート タテ8.2cm ヨコ12cm

サンビスケ
標準価格（税別）

組成 毛40%　ポリプロピレン60%
パイル長 4.5～2.5mm（全厚6.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可
リピート タテ2.5cm ヨコ2.5cm

MADE IN JAPAN6,400円／㎡
サンフランネル
標準価格（税別）

組成 毛30%　ポリエステル70%
パイル長 6～3.5mm（全厚8.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可
リピート タテ1.6cm ヨコ1.6cm

MADE IN JAPAN6,400円／㎡

サ
ン
フ
ラ
ン
ネ
ル

サ
ン
ア
マ
ン
ド ▲ANR-502 （旧 AN-154）▲ANR-501 （旧 AN-152） ▲ANR-503 ▲CRR-502▲CRR-501 ▲CRR-503 ▲CRR-504

サンシトラス
標準価格（税別）6,300円／㎡

▲LIR-501 ▲LIR-502 ▲LIR-503 ▲LIR-508

▲LIR-507▲LIR-504 ▲LIR-509 ▲LIR-510

▲LIR-514▲LIR-506 ▲LIR-515 ▲LIR-516

組成 原着ナイロン(6.6ナイロン）100%
パイル長 5～3mm（全厚7mm）
ロール巾 364cm フリーカット可

MADE IN JAPAN

▲LIR-513▲LIR-505 ▲LIR-512 ▲LIR-511

サンライム®Ⅱ
標準価格（税別）

組成 BCFナイロン100%
パイル長 4.5mm（全厚6.9mm）
ロール巾 364cm フリーカット可5,500円／㎡

MADE IN JAPAN

NEW NEW NEW NEW

7 商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

VSR サンビスケ FLR サンフランネル GLR サングローラス ODR サンオンダス AWR サンアロー ANR サンアマンド

LIR サンライム®Ⅱ CRR サンシトラス07
06

￥５,５００～￥６,３００

￥5,6００～￥７,５００
VSRサンビスケFLRサンフランネルGLRサングローラスODRサンオンダスAWRサンアローANRサンアマンド

LIRサンライム®ⅡCRRサンシトラス 07
06

￥５,５００～￥６,３００

￥5,6００～￥７,５００

box1

サンオンダス ODR-501

サンアロー AWR-501

サンアマンド ANR-502

外扉１　ウラ



サングローラス
標準価格（税別）7,500円／㎡

組成 原着ナイロン(6.6ナイロン）100%
パイル長 6～3mm（全厚7.4mm）
ロール巾 364cm  ロールカットのみ
リピート タテ110cm ヨコ91cm

サンオンダス 組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% 
パイル長 5.5～3mm（全厚7.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可
リピート タテ70cm ヨコ91cm標準価格（税別）7,400円／㎡

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

▲VSR-502 ▲FLR-501 ▲FLR-502▲VSR-501 NEWNEW NEW

▲GLR-503▲GLR-502▲GLR-501
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

NEW NEWNEW

NEW▲ODR-501 ▲ODR-502 ▲ODR-503 ▲ODR-504

▲AWR-502▲AWR-501 （旧 AW-152）

NEW

NEWNEW

NEW NEW

6商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

サンアマンド
標準価格（税別）

MADE IN JAPAN5,600円／㎡
組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% 
パイル長 5～3mm（全厚7.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可

サンアロー
標準価格（税別）

MADE IN JAPAN7,400円／㎡
組成 原着ナイロン（6.6ナイロン）100% 
パイル長 5～2.5mm（全厚7.6mm）
ロール巾 364cm  ロールカットのみ
リピート タテ8.2cm ヨコ12cm

サンビスケ
標準価格（税別）

組成 毛40%　ポリプロピレン60%
パイル長 4.5～2.5mm（全厚6.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可
リピート タテ2.5cm ヨコ2.5cm

MADE IN JAPAN6,400円／㎡
サンフランネル
標準価格（税別）

組成 毛30%　ポリエステル70%
パイル長 6～3.5mm（全厚8.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可
リピート タテ1.6cm ヨコ1.6cm

MADE IN JAPAN6,400円／㎡

サ
ン
フ
ラ
ン
ネ
ル

サ
ン
ア
マ
ン
ド ▲ANR-502 （旧 AN-154）▲ANR-501 （旧 AN-152） ▲ANR-503 ▲CRR-502▲CRR-501 ▲CRR-503 ▲CRR-504

サンシトラス
標準価格（税別）6,300円／㎡

▲LIR-501 ▲LIR-502 ▲LIR-503 ▲LIR-508

▲LIR-507▲LIR-504 ▲LIR-509 ▲LIR-510

▲LIR-514▲LIR-506 ▲LIR-515 ▲LIR-516

組成 原着ナイロン(6.6ナイロン）100%
パイル長 5～3mm（全厚7mm）
ロール巾 364cm フリーカット可

MADE IN JAPAN

▲LIR-513▲LIR-505 ▲LIR-512 ▲LIR-511

サンライム®Ⅱ
標準価格（税別）

組成 BCFナイロン100%
パイル長 4.5mm（全厚6.9mm）
ロール巾 364cm フリーカット可5,500円／㎡

MADE IN JAPAN

NEW NEW NEW NEW

7 商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

VSR サンビスケ FLR サンフランネル GLR サングローラス ODR サンオンダス AWR サンアロー ANR サンアマンド

LIR サンライム®Ⅱ CRR サンシトラス07
06

￥５,５００～￥６,３００

￥5,6００～￥７,５００
VSRサンビスケFLRサンフランネルGLRサングローラスODRサンオンダスAWRサンアローANRサンアマンド

LIRサンライム®ⅡCRRサンシトラス 07
06

￥５,５００～￥６,３００

￥5,6００～￥７,５００
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サンライム LIR-503 サンライム LIR-510

サンシトラス CRR-502 サンシトラス CRR-503

8

▲FHR-502 （旧 FH-159）▲FHR-501 （旧 FH-151） ▲FHR-503 （旧 FH-153） ▲FHR-504 （旧 FH-154） ▲FHR-505 （旧 FH-152）

サンフルーティ®
標準価格（税別）6,000円／㎡

▲FHR-507 （旧 FH-155） ▲FHR-508 （旧 FH-157）▲FHR-506（旧 FH-160） ▲FHR-509（旧 FH-158） ▲FHR-510 （旧 FH-156）

▲OSR-501 ▲OSR-502 ▲OSR-503 ▲OSR-504

▲OSR-506▲OSR-505 ▲OSR-507 ▲OSR-508 ▲OSR-509

▲OSR-511▲OSR-510 ▲OSR-512 ▲OSR-513

9 商品選定にあたりましては、巻末にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

サンオスカー®Ⅲ
標準価格（税別）6,900円／㎡

組成 BCFナイロン100%
パイル長 6.5mm（全厚8.5mm）
ロール巾 364cm フリーカット可

組成 アクリル60%  アクリル系40%
パイル長 7mm（全厚9mm）
ロール巾 364cm フリーカット可

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※メンテナンスの際は、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体に行ってください。
※ウールやアクリルなどに代表される短繊維の紡績糸使いのカットパイルカーペットは特に遊び毛が出ます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。 ※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

サンオスカー®Ⅲ

サンフルーティ®

NEW NEW NEW NEW

NEWNEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEWNEW

OSR サンオスカー®Ⅲ FHR サンフルーティ®09 ￥６,０００～￥６,９００
OSRサンオスカー®ⅢFHRサンフルーティ® 09￥６,０００～￥６,９００
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