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Or Is Japanese Food Chinese Food An Italian Salad Today?
Even The Same Salad Has Various Taste. 
Like Salad As For The Curtain,
Please Choose The Curtain To Your Preference.



アイコン一覧表
天然素材 … 天然素材・環境を考えた素材を使用しています。

手洗い … 手洗いができます。

遮光 … 遮光機能のある生地です。

遮熱断熱 … 断熱・遮熱・UVカット機能のある生地です。

ウォッシャブル… 洗濯機で洗うことができます。

形態安定 … 形態安定加工つきの商品です。

防音 … 防音機能のある生地です。

ワイドレース … つなぎめの入らないカーテンです。

ミラーレース …  日中は外からの視界を見えにくくします。断熱効

果もあります。

ウエイトテープ…  裾全体に均等に重さを加えることで、すっきりと

したウェーブを出すことができます。

ナチュラルウォッシュ…  洗いをかけ柔らかな風合いと洗いジワ、ナチュ

ラル感を出しています。

採光 … 室内に日光を入れて明るくします。

遮像 … 昼も夜も外から透けにくい生地です。

防炎 …  生地に燃えにくくする加工が施されています。

共柄ドレープ … 同じ模様の厚地カーテンがあります。

共柄レース …  同じ模様の薄地レースカーテンがあり

ます。

CONTENTS

20 Wave Salad オーダーカーテン価格表
カーテン オプション

21 小窓カーテン・カフェカーテン
プラスオーダークッションカバー

22 ユーロスタイル アイアンポール プレーン  

23 一緒につくりましょう！

24 ご注文サイズの測り方

機能をアイコンで説明しています。下記一覧表でご確認いただけます。

  C  Wave  ウェーブ＊

生地価格クラス 商品名
オプション（後加工）で
形態安定加工が付けられます。

組成／ポリエステル100% リピート／⇅タテ：39.0 ⇆ヨコ：25.5

生地の素材を表しています。 1つの柄の大きさを
㎝単位で表記しています。寸法変化率／ 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

洗濯方法と生地の収縮率を表しています。
+は伸び、ーは縮みを表しています。
水洗い：手洗いとウォッシャブルがございます。
機能マークで確認ができます。
ドライ：お洗濯はドライクリーニングになります。

ウォッシャブル

スペックの見方

04 特別インタビュー

 「カーテンどうしよう？」
カーテンマイスターに聞くコーディネート術

06 天然素材でつくったカーテン
08 無地・ストライプ・チェック・柄物 ...

カジュアルからベーシックまで揃えている 
厚地カーテン特集

14 世界各地から集めた
こだわりの薄地レースカーテン

16 上品でエレガント

スカラップレース
17 お得なレースカーテン お値段以上！
19  自分のスタイルで楽しむこだわり空間 

ウッドブラインド vs ロールスクリーン

 オーダーカーテン
 一緒につくりましょう 。
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Or Is Japanese Food Chinese Food An Italian Salad Today?
Even The Same Salad Has Various Taste. 
Like Salad As For The Curtain,
Please Choose The Curtain To Your Preference.

 D  Bohemia ボヘミア
組成 ポリエステル92% 麻8%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

750116 NV

形態安定  ウォッシャブル

 C  Wave ウェーブ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：39.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

104515 BL

104501 BE

104512 OR

104513 YE

ウォッシャブル

 C  Elbadi エルバディ
組成 ポリエステル87% 綿13%　
リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

301818 BR

712216 NV 1級

301815 BL

712201 IV 1級

共柄レース ：Mopti

 C  Oddete オデット＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：34.5 ⇆ヨコ：29.1 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

201403 BL

201402 PI

ウォッシャブル 形態安定  ウォッシャブル  遮光

 C  Bloom ブルーム＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：47.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5％ ヨコ：0.0％

201300 BE

201302 PI

201303 BL

ウォッシャブル

 C  Chris クリス
組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：60.5 ⇆ヨコ：49.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.2%

 D  Wall  ウォール
組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

760730 MIX 2級

形態安定  ウォッシャブル  遮光  共柄レース ：Wall Lace

 C  Rose ローズ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

712115 BL

201112 BE

201100 IV

201118 LBE

201101 BR

ウォッシャブル

 C  Hana ハナ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：61.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0％ ヨコ：-0.5％

200701 BE

200703 GN

200705 GRY

ウォッシャブル

 C  Enn エン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：25.5 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-1.5%

200111 BE

200112 BR

200113 GN

ウォッシャブル

 C  Acoord アーコール

 C  Fume ヒューム

組成 ポリエステル100% プリント：ナイロン100%　
リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：30.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

組成 綿100％
リピート ⇅タテ：59.5 ⇆ヨコ：50.0
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：-0.2%

201003 GRY×BK

201901 BE

201004 BK×BK

201906 GRY

手洗い  共柄レース ：Zamora

天然素材  共柄レース ：Paisley Lace 形態安定  ウォッシャブル

 C  Weave Dobe ウィーブダブ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート 
⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い
 タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

201511 BR

手洗い

 C  Peacock ピーコック
組成 綿100％　
リピート 
⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 ドライ
 タテ：0.0％ ヨコ：-0.8％

201805 BL

天然素材

 C  Ikat イカット
組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：-0.3%

710319 GRY

710301 BE

710316 BR

710318 BL

形態安定  ウォッシャブル

 C  Crest クレスト
組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.2%

710418 BR

710414 GN

形態安定  ウォッシャブル  共柄レース ：Soft Crest

 C  Leap リーブ
組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：48.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.2%

【採寸方法】採 寸 は シンプ ル で す！！

（税抜き）

〜130㎝ 〜260㎝ 390㎝ 520㎝
〜240㎝（+10㎝ 毎） ￥4,000 (+￥400) ￥8,000 (+￥800) ￥12,000 (+￥1,200) ￥16,000 (+￥1,600)

＊価格はアトウラをつけるカーテンのサイズになります。

【カーテンサイズアトウラ価格表】裏 地 を 付 けることで 消 費 電 力 を 抑えることが で きます！！

ウエイトテープ

ウォッシャブル

コーディネート

ナチュラルウォッシュ

ミラーレース

ワイドレース

共柄ドレープ

共柄レース

天然素材

形態安定

手洗い

採光

遮像

遮光

遮熱断熱

防炎

防音

手洗い

Ato-ura
後から付ける遮光高機能裏地

遮光ライナー（裏地）

素材：表  ポリエステル 80％ 綿 20％　裏  アクリル樹脂コーティング

811001 BE

表

裏

811002 BR

表

無地・ストライプ・チェック・柄物...

厚地カーテン特集

海の波をデザイン

つかいやすい優しい小花柄ビンテージ壁紙をオマージュしたブーケデザイン 上品なクラシックウォールモチーフ

光沢感のある上品なデザイン

インダストリアルティストに合わせて欲しいクラシックモダン

同系色でまとめた品のある草花模様 クラシックな20㎝の大きな円模様 限定生産のフロッキープリント加工

大柄のビンテージペイズリー

巨匠をオマージュしたデザイン

白い空間にあう洗練されたデザイン

しっかりとした素材感のフォークロアー柄モノトーンコーデの定番デザイン

北欧ティストの小花柄　遮光カーテン
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QRコードを読み取って
商品情報やコーディネート、
生地アップをCHECK!

NEW!!

 D  Bohemia ボヘミア

組成 ポリエステル92% 麻8%　

リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：25.0 

寸法変化
率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

750116 NV

形態安定
 ウォッシャ

ブル

 C  Wave ウェーブ＊

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：39.0 ⇆ヨコ：25.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

104515 BL

104501 BE

104512 OR

104513 YE

ウォッシャ
ブル

 C  Elbadi  エルバディ

組成 ポリエステル87% 綿13%　

リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：25.0 

寸法変化
率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

301818 BR

712216 NV 1級

301815 BL

712201 IV 1級

共柄レー
ス ：Mopti

 C  Oddete オデット＊

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：34.5 ⇆ヨコ：29.1 

寸法変化
率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

201403 BL

201402 PI

ウォッシャ
ブル

形態安定
 ウォッシャ

ブル  遮光

 C  Bloom ブルーム＊

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：47.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：-0.5％ ヨコ：0.0％

201300 BE

201302 PI

201303 BL

ウォッシャ
ブル

 C  Chris  クリス

組成 ポリエステル100%

リピート ⇅タテ：60.5 ⇆ヨコ：49.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.2%

 D  Wall  ウォール

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 

寸法変化
率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

760730 MIX 2級

形態安定
 ウォッシャ

ブル  遮光  共柄レ
ース ：Wall Lace

 C  Rose ローズ＊

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：25.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

712115 BL

201112 BE

201100 IV

201118 LBE

201101 BR

ウォッシャ
ブル

 C  Hana ハナ＊

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：61.0 ⇆ヨコ：50.0 

寸法変化
率 水洗い タテ：-1.0％ ヨコ：-0.5％

200701 BE

200703 GN

200705 GRY

ウォッシャ
ブル

 C  Enn エン＊

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：25.5 ⇆ヨコ：25.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-1.5%

200111 BE

200112 BR

200113 GN

ウォッシャ
ブル

 C  Acoord アーコール

 C  Fume ヒューム

組成 ポリエステル100% プリント：ナイロン100%　

リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：30.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

組成 綿100％

リピート ⇅タテ：59.5 ⇆ヨコ：50.0

寸法変化
率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：-0.2%

201003 GRY×BK

201901 BE

201004 BK×BK

201906 GRY

手洗い  共柄レ
ース ：Zamora

天然素材
 共柄レ

ース ：Paisley Lace

形態安定
 ウォッシャ

ブル

 C  Weave Dobe ウィーブダ
ブ＊

組成 ポリエステル100%　

リピート 

⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：25.5 

寸法変化
率 水洗い

 タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

201511 BR

手洗い

 C  Peacock ピーコック

組成 綿100％　

リピート 

⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 

寸法変化
率 ドライ

 タテ：0.0％ ヨコ：-0.8％

201805 BL

天然素材

 C  Ikat  イカット

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：25.0 

寸法変化
率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：-0.3%

710319 GRY

710301 BE

710316 BR

710318 BL

形態安定
 ウォッシャ

ブル

 C  Crest  クレスト

組成 ポリエステル100%　

リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：25.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.2%

710418 BR

710414 GN

形態安定
 ウォッシャ

ブル  共柄レ
ース ：Soft Crest

 C  Leap リーブ

組成 ポリエステル100％

リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：48.5 

寸法変化
率 水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.2%

【採寸方法】採 寸 は シンプ ル で す！！

（税抜き）

〜130㎝
〜260㎝

390㎝
520㎝

〜240㎝（+10㎝ 毎）
￥4,000 (+￥400)

￥8,000 (+￥800)
￥12,000 (+￥1,20

0)
￥16,000 (+￥1,600)

＊価格はアトウラをつけるカーテンのサイズになります。

【カーテンサイズアトウラ価格表】裏 地 を 付 けることで 消 費 電 力 を 抑えることが で きます！！

ウエイトテ
ープ

ウォッシャ
ブル

コーディネ
ート

ナチュラルウ
ォッシュ

ミラーレ
ース

ワイドレ
ース

共柄ドレ
ープ

共柄レー
ス

天然素材

形態安定

手洗い

採光

遮像

遮光

遮熱断熱

防炎

防音

手洗い

Ato-ura
後から付ける遮光高機能裏地

遮光ライナー（裏地）

素材：表  ポリエステル 80％ 綿 20％　裏  アクリル樹脂コーティング

811001 BE

表

裏

811002 BR

表

無地・スト
ライプ・チ

ェック・柄
物...

厚地カー
テン特集

海の波をデザイン

つかいやすい優しい小花柄

ビンテージ壁紙をオマージュしたブーケデザイン

上品なクラシックウォールモチーフ

光沢感のある上品なデザイン

インダストリアルティストに合わせて欲しいクラシックモダン

同系色でまとめた品のある草花模様

クラシックな20㎝の大きな円模様

限定生産のフロッキープリント加工

大柄のビンテージペイズリー

巨匠をオマージュしたデザイン

白い空間にあう洗練されたデザイン

しっかりとした素材感のフォークロアー柄

モノトーンコーデの定番デザイン

北欧ティストの小花柄　遮光カーテン
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ご注文サイズ記入表

キリトリセン

● カーテン ● シェード

3 [A] 天井付け
[B] 正面付け

[A・C] 天井付け
[B] 正面付け

4 片開き(1枚) 
両開き(2枚)

[シングル]  
操作タイプ [左] 、[右] 

[ダ ブ ル] 
操作タイプ [表右・裏左]、[表左・裏右]

● カーテン ● シェード

3 [A] 天井付け
[B] 正面付け

[A・C] 天井付け
[B] 正面付け

4 片開き(1枚) 
両開き(2枚)

[シングル]  
操作タイプ [左] 、[右] 

[ダ ブ ル] 
操作タイプ [表右・裏左]、[表左・裏右]

● カーテン ● シェード

3 [A] 天井付け
[B] 正面付け

[A・C] 天井付け
[B] 正面付け

4 片開き(1枚) 
両開き(2枚)

[シングル]  
操作タイプ [左] 、[右] 

[ダ ブ ル] 
操作タイプ [表右・裏左]、[表左・裏右]

生地名 ：

カラー　：

スタイル：

取付フック：正面 ・ 天井

プリーツ1.5倍・2倍 ／ ストレート 
シェードシングル 【  I 型・ドラム 】 
シェードダブル

生地名 ：

カラー　：

スタイル：

取付フック：正面 ・ 天井

プリーツ1.5倍・2倍 ／ ストレート 
シェードシングル 【  I 型・ドラム 】 
シェードダブル

生地名 ：

カラー　：

スタイル：

取付フック：正面 ・ 天井

プリーツ1.5倍・2倍 ／ ストレート 
シェードシングル 【  I 型・ドラム 】 
シェードダブル

上記の　　 マークのある点線で切取り、上記に生地名、カラー、スタイル選択、取付フック選択、巾サイズ、丈サイズ、下記にお
名前・ご連絡先を御記入の上、ご注文ください。

お名前 様

ご連絡先

床

2

 巾（　　　　　　㎝）

 

丈（

）
㎝

1

10～15 ㎝

 

丈1（

）
㎝

 

丈2（

）
㎝

 巾（　　　　　　㎝）

床

床

2

 巾（　　　　　　㎝）

 

丈（

）
㎝

1

10～15 ㎝

 

丈1（

）
㎝
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SHOP

❶〜❹ カーテン P24、シェード P24 
ご注文サイズの測り方をご確認の上、
ご記入ください。

＊  P24  ココが POINT2 を
ご確認ください。

＊  カーテンの仕上がりサイズは、ご注文
サイズを採寸したものをもとに、仕上
がりサイズを作ります。仕上がりサイズ
については販売店よりお問い合わせく
ださい。

＊  オーダーカーテンは受注生産の為、変
更、ご解約に応じられない事を御注意
ください。

WAVE SALADでは、計測用のペーパーメ
ジャーを用意しています。販売店にお問
い合わせください。

[ 紙メジャーの使用方法 ]
ランナーに紙メジャーフックをかけて
寸法をお測りください。
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❶ １階の北欧スタイルのリビングにはイエローのカーテンをコーディネート　❷ 2階につながる１階の
廊下は木、床の色に合わせブラウンが入るチェックカーテンでコーデ　❸ 2階の主寝室には家族がみん
なで休むので落ち着いたベージュの遮光カーテンをチョイス　❹ 2階 女の子の部屋にはピンクの照明イ
エローのカーテン　❺ 2階 男の子の部屋にはブルーの照明とグリーンのカーテンでコーディネート　

【予算】　1階、2階　全てカーテンでコーディネート　TOTAL　120,000円

ドレープ レース

1階
❶

リビング　掃出し窓　カーテン Slash / YE Fee / IV
リビング　腰窓　カーテン Slash / YE Fee / IV

❷ 廊下　カーテン Pacific / GN Rain / WH

2階

❸
寝室　掃出し窓　カーテン Isola / BE ※ Rain / WH
寝室　小窓　カーテン Isola / BE ※ Rain / WH

❹
洋室　腰窓　カーテン　(女の子) Wave / YE Bubble / IV
洋室　小窓カーテン　(女の子) Wave / YE Bubble / IV

❺
洋室　腰窓　カーテン　(男の子) Wave / BL Bubble / IV
洋室　小窓　カーテン　(男の子) Wave / BL Bubble / IV

※ 現在は廃番です。

埼玉県秩父にある建築工房小笠原 Zakkaショップ 『小さい
森』。おうちのプランニングから施工、インテリアとオールインワ
ンでコーディネートしています。暮らしを楽しむことをモットーにマ
マ目線でつくるコーディネートのコツを教えてもらいました。

家具製造メーカー出身のオーナーがプロデュースする広島県福山市にあるインテリ
アショップ ALGORHYTHM。お求めやすい質の良い家具とインテリアがセレクト
されています。2013年に始めたショップが主催するSTOREHOUSEは福山市の 
一大イベントになっています。

ママ目線でつくる、
暮らしを楽しむコーディネート術！

お客様に寄り添い
最適な空間をご提案！

建築工房小笠原
Zakkaショップ　『小さい森』
mail@chiisaimori.com

Meister's Information

2
case.

S
pec

ia
l

   
   

   
   

  I
nte

rvie
w

Family  4人 （パパ・ママ・男の子10歳・女の子８歳）　　

全体的に白と木の素材をベースに
ポイントに黒が適度に利いた締まりのある空間です。
モダンにもフェミニンにもならず、大人らしいシンプルな落ち着いた空間を
ご希望なので、リネン・天然素材をつかった提案に。
2階は予算を抑えつつ好みに沿った色柄を選び、
それにレースカーテンを合わせてコーディネートしました。

ALGORHYTHM　shop@algorhythythm.co.jp

Meister's Information
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Family  4人 （パパ・ママ・男の子6歳・女の子4歳）

北欧スタイルにこだわった
ナチュラルなお家です。
素材、質感にこだわった漆喰の壁と
無垢のフローリング、奥様のご要望で
ミントグリーンにペイントしたドア、
照明など、全体の色使いにこだわり、
明るい北欧スタイルに仕上げました。

Ｃｏｎｃｅｐｔ  〉〉〉 

❶

❷

❸

❺❹

Ｃｏｎｃｅｐｔ  〉〉〉 

1
case.

❶ 天然素材とリネンライクのレースを組み合わせました　❷ ❶の組み合わせでダブルシェード　❸ 和室
の素材感をいかし、リネン素材とリネン混ストライプレースとの組み合わせ　❹ ❸の組み合わせのダブ
ルシェード　❺ 男の子の部屋はシンプルなヘリンボーンストライプとHAPPY SALADレース　❻ ❺の組
み合わせダブルシェード　❼ 女の子の部屋は定番のチェックカーテンと刺繍のレース　❽ 主寝室には遮
光カーテンと透けにくいレースカーテンの組み合わせ　❾ ❽の組み合わせでダブルシェード

【予算】　 1階はカーテンとシェードの組み合わせ　152,000円 
2階はカーテンとシェードの組み合わせ　102,000円

ドレープ レース

1階

❶ リビング　掃出し窓　カーテン Spring / GRY Lenza / WH
❷ リビング　腰窓　シェード Spring / GRY Lenza / WH
❸ 和室　掃出し窓　カーテン Mar / IV Northern / NT
❹ 和室　小窓　シェード Mar / IV Northern / NT

2階

❺ 洋室A　腰窓　カーテン　(男の子) Lanai / GRY New Pluie / IV
❻ 洋室A　小窓　シェード　(男の子) Lanai / GRY New Pluie / IV
❼ 洋室B　掃出し窓　カーテン　(女の子) Myrtle / GN Emy / IV
❽ 寝室　掃出し窓　カーテン Beam / BR Kashmir / WH
❾ 寝室　小窓　シェード Beam / BR Kashmir / WH

TOTAL　254,000円

New!   
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ORDER
CURTAIN

LIKE ME,  LET’S CHANGE CURTAIN

2018 2019

　WAVE SALADがある愛知県一宮市は尾州産地として紡績、撚
糸、染色、製造、整理まで幅広く多様な業種から成り立っています。 
この場所のものづくりの特徴は企画と生産者が地域一体となり糸か
ら製品までの一つ一つの工程を進めることができることです。複雑
なジャガード織物や天然素材と化繊を混ぜた高い撚糸技術をいかし
た天然素材混のドビー織物などをつくっています。
　その他には、遮光厚地カーテン・レースは長繊維、染色技
術が進んでいる北陸地方でつくり、素材コストの高い天然素材、
厚地ジャガード、刺繍レースは中国で生産しています。それ以外
にもトルコのタンリベルディ社はディオールのオートクチュールドレ
ス生地をつくるファクトリーメーカーでレースカーテンをつくり、東
欧で 3 本の指に入る大手リネンメーカーのリナス社でシアーレー
スを作っています。WAVE SALAD は生地の特徴や素材を考え
最も適した生産地でモノづくりを行い、コストをおさえ質の良い商
品をお客様に提供できるようにしています。

what's wave salad?

壁の色、フローリング材が決まって家具のイメージもかたまり...
あ、カーテンどうしよう...？

悩む前にワンポイントアドバイス！
カーテンマイスターに、とっておきのコーディネート術を聞いてみました！

自由な発想で、今まで体験したことのない
カーテンの楽しさを！3

case.

静岡県静岡市でカーテン、ブラインドのコーディネート販売を手がける『カーテン家』中
村さん。趣味はエレキベースを弾くクールなセンスを持っています。音楽的ロジックか
生まれもってのセンスなのか注文書を見ると、ハッとさせられる組み合わせがあったり、
WAVE SALADの商品開発にもご意見をいただいています。

静岡県静岡市 『カーテン家』　NAKAMURAさん
masanakanaka1144@gmail.com

Meister's Information
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［1F］Ｃｏｎｃｅｐｔ  〉〉〉 

Family  ３人 （パパ・ママ・女の子3歳）

シンプルなスタイルをご希望でしたが、つまらない感じはいや！とのことで、
いきなりハードルが上がってしまいました。
特に１階はなるべくカーテンをつけたくないとの事もあり、
要望×間取り（使い勝手）×予算との戦いでした。
2階はすべてお任せでしたので新しい提案をしつつ、
お客様が体験したことのないカーテンの楽しさを加えました。
色違いの組み合わせや黒のレースに、お客様が感動してくださいました。
自由な発想でカーテンを楽しみましょう！
ポイントはテイストの違い、色の入れすぎに注意です。

尾 州 で 学 ん だ も の づ くり
BISHU Made in Japan  

❶と❷は天然素材とボーダーレースのダブルシェード　❸ ウッドデッキの出入りを考
えてロールスクリーンのウッドボトムバーをチョイス　❹ 腰窓も❸と同じ組み合わせ
で右左2台　❺ 子供部屋はグラフィックプリントとHAPPY SALAD　❻と❼は、❺の
色違いとHAPPY SALAD　❽ 遮光カーテンと黒のレースカーテン　フラット仕様　❾ 
コーディネートに変化を入れ色違いの遮光カーテンと黒のレース

【予算】　 1階はシェードとロールスクリーンの組み合わせ　190,000円 
2階はカーテンとシェードの組み合わせ　84,000円

 ドレープ レース

1階

❶ リビング　掃出し窓　Wシェード　ドラム Spring / GRY Litta / IV・GRY
❷ リビング　腰窓　Wシェード　ドラム Spring / GRY Litta / IV・GRY
❸ 洋室　掃出し窓　ロールスクリーン ウッドロール Camino DBR・ウッドボトムエボニー
❹ 洋室　小窓　ロールスクリーン ウッドロール Camino DBR・ウッドボトムエボニー

2階

❺ 洋室A　腰窓　カーテン　(男の子) Menu / BK Marble / IV
❻ 洋室B　小窓　カーテン　(女の子) Menu / WH Pattern / IV
❼ 洋室B　掃出し窓　カーテン　(女の子) Menu / WH Pattern / IV
❽ 寝室　掃出し窓　カーテン Basic / BR Clover / BK
❾ 寝室　小窓　カーテン Basic / BL Clover / BK

TOTAL　274,000円
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E  Les Baux レ・ボー E  Mar マー

組成 麻100％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.1% ヨコ：-1.9%

組成 麻100％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：0.2%

401800 WH 400701 IV

400702 BE

401713 YE

401700 WH

401711 PI

401615 BL

401612 OR

401614 GN

401719 GRY

401715 BL

401705 PR

401403 YE 401409 GRY

401404 GN 401400 WH401714 KA

401501 BE

401505 BL

401509 GRY

401518 BR

401516 NV

401401 PI 401405 BL

401201 BR

401202 RD

400501 BL 401302 RD

400503 GN 401305 PR

400912 GN 500501 NT

天然素材 ナチュラルウォッシュ  天然素材

天然素材

ナチュラルウォッシュ  天然素材

ナチュラルウォッシュ  天然素材 （401400 WH は  天然素材  のみ）

天然素材 ナチュラルウォッシュ  天然素材

天然素材天然素材天然素材 天然素材

 E  Dface ディーフェイス

組成 綿51％ 麻49％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：1.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2％ ヨコ：-0.5％

 E  Spring スプリング

組成 麻51% 綿49％ （401400 WHのみ綿85％ 麻15%）
リピート ⇅タテ：0.0⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライタテ：0.2% ヨコ：0.0%（401400 WHのみタテ：-1.8 % ヨコ：-1.2%）

 E  River リバー

組成 麻51％ 綿49% 　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：2.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.3%ヨコ：0.0%

 E  Brighton ブライトン

組成 麻100％　
リピート ⇅タテ：14.7 ⇆ヨコ：13.2 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2％ ヨコ：0.0％

 E  Pico ピコ

組成 綿51% 麻49％　
リピート ⇅タテ：11.5 ⇆ヨコ：9.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

 E  Tar tan タータン

組成 綿100%　
リピート ⇅タテ：35.5 ⇆ヨコ：20.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.5％ ヨコ：-1.0％

 E  Fr iet  フリット

組成 綿100％　
リピート ⇅タテ：24.0 ⇆ヨコ：16.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

 E  Berry ベリー

組成 綿86% 麻14%　
リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：24.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

 E  Flower フラワー

組成 綿87％ 麻13％ 　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：49.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

Linen &
 Cotton

天然素材でつくったカーテン

天然素材厚地カーテン ※オーダーサイズについてはP7”天然素材のサイズについて”をご参照ください。

ピュアホワイトのリネンカーテン リネン100% 。素材本来の色を活かしたカーテン。

表ヘリンボーン、裏平織りのリネン・コットンの2重織生地

洗いをかけた風合いがここちいいストライプ

使い始めから馴染んだ感じの生地

リネンチェック

アメリカンカントリー定番のベリー柄 アンティークフラワーモチーフ

カジュアルにもエレガントにもまとまるチェック

リアルハンドメイドパッチワーク リアルハンドメイドパッチワーク
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 E  Carita カリタ

 E  Laon ラン

組成 麻100％
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.7% ヨコ：-3.0%

 E  Arles アルル

組成 綿56％ 麻44％
リピート ⇅タテ：10.0 ⇆ヨコ：10.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.7% ヨコ：-0.3%

組成 綿59％ 麻41％
リピート ⇅タテ：10.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.8% ヨコ：-0.4%

500800 WH

500900 WH501000 WH

500400 WH

500411 BE

500600 WH

500601 BE

500603 GN

500605 PR

500604 BL

天然素材 天然素材

天然素材

天然素材

天然素材

 E  Karami カラミ

組成 綿100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：11.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

 E  Utena ウテナ

組成 麻100% 　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.7% ヨコ：-0.7%

 E  Well  ウェル

 E  Cave ケーブ

組成 綿100％ 　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

組成 綿100％ 　
リピート ⇅タテ：9.0 ⇆ヨコ：8.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

500111 BE

500210 WH

コットンでつくったシアーカーテン

綿100％のチェック模様

天然素材

天然素材

天然素材のサイズについて  WAVE SALADで取り扱う天然素材カーテン 素材の特徴　Attention!!

加工状況 商品名 生地の特徴 サイズの出し方 対応策

　　  洗い加工を
　　  掛けている商品

ドレープ
Mar マー
Spring スプリング（WH以外）
River リバー／Pico ピコ

生地の自重で2～3％丈が伸びる事があります。
（仕様環境や湿度、季節により変わる事があります。） ●掃出しサイズで3〜4㎝丈がのびます。

●丈の長いヨーロピアンスタイルで作成する。
   （丈の目安は丈の長さ＋10～20㎝）
●正面付けのオーダーは天井付けに変更して丈が伸びることを考え、丈を短めに作製をする。
●通常で作成を行い丈が長くなれば長時間水に浸し、乾燥させ生地を収縮させる。
　（目安は水に3時間以上つけて、軽く脱水機を掛けて、陰干しで乾燥させる。タンブラー乾燥はしないでください。）加工はしていないが

織に特徴がある商品

ドレープ
Brighton ブライトン
D face ディーフェイス

生地の自重で1～2％丈が伸びる事があります。
（仕様環境や湿度、季節により変わる事があります。）

加工はしていない商品

ドレープ
Berry ベリー／Les Baux レ・ボー
Flower フラワー
レース　シアー
Well ウェル／Cave ケーブ
Karami カラミ
Carita カリタ／Laon ラン／Arles アルル

生地が伸びる事はありません。
湿度の影響で生地が0.5～1％収縮する事があります。

（仕様環境や湿度、季節により変わる事があります。）

●ドレープの丈の長さは床上ジャストサイズ、レースカーテンの場合はドレープカーテンと同じサイズにする。
●洗濯は必ずクリーニング店に出しドライクリーニングを行う。

WAVE SALADで取り扱う天然素材は大きくわけて、3種類あります。

  色・カラーが変わります 
生産時期、製造ロットの違いでカラーが変わります。天然素材は収穫された年により質、色合いが多少変わってきます。
後から同じ商品を追加注文の場合は色が変わりますのでご注意ください。使っていく事で色落ちもあります。経年変化をお楽しみください。 

天然素材でつくったカーテン

天然素材薄地レース シアーカーテン※オーダーサイズについてはP7”天然素材のサイズについて”をご参照ください。

LINAS社 リネン・コットンのチェックシアーカーテン

カラミ織　ストライプ柄のシアーカーテン LINAS社　リネン100％カラーシアーカーテン

ざっくりとしたリネン　シアーカーテン
左／ Laon　右／ Arles

LINAS社 リネン・コットンのストライプシアーカーテン
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C  Tierno ティエルノ

組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

711302 BR 2級

711303 PI 3級

711304 OR 3級

712013 YE 3級

712000 WH 3級

712012 PI 3級

712019 GRY 3級

712015 BL 3級

712016 NV 2級

711306 LBL 3級

712014 GN 2級

711309 BK 2級

C  Isola イソラ

組成 ポリエステル71% 綿29％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0％ ヨコ：-1.5％

102900 IV

102901 BE

102902 PI

102904 BL

102905 PR

C  Carly カーリー

組成 ポリエステル76％ 綿22% 他2%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：0.0%

形態安定  遮光  ウォッシャブル  防炎 形態安定  遮光  手洗い

301511 BR

301513 YE

301514 GN

301515 BL

301519 GRY

 C  Slash スラッシュ

組成 綿39％ ポリエステル36％ レーヨン16％ アクリル９％　
リピート ⇅タテ：29.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.3％ ヨコ：0.0％

711701 IV 3級

711712 OR 2級

711714 GN 2級

711715 BL 1級

711718 BR 1級

 C  Basic ベーシック

組成 ポリエステル100％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

形態安定  遮光  ウォッシャブル

711916 NV 1級 711818 BR 1級

711900 WH 2級 711800 WH 2級

711901 BE 2級 711812 PI 2級

710812 OR

711908 GRY 1級 711814 GN 1級

710814 GN

710816 NV

 C  Chenil le シェニール

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.2%

形態安定  ウォッシャブル

形態安定  遮光  ウォッシャブル  防炎 形態安定  遮光  ウォッシャブル  防炎 ウォッシャブル  形態安定  

 C  Rect レクト

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：3.6 ⇆ヨコ：3.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.2%

710001 PI 3級

710004 GN 3級

710009 GRY 3級

形態安定  ウォッシャブル  遮光

 D  Union ユニオン

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

760102 BE 3級

811100 WH

760107 BR 2級

811101 IV

760108 GRY 2級

811111 BE

形態安定  ウォッシャブル  遮光

120001 IV 120002 BE 120003 PR

120005 GN 120008 GRY

 D  Veludo ベルード

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い  タテ：-1.5% ヨコ：-1.2%

ウォッシャブル

 B  Fuwari  フワリ

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.4% ヨコ：-0.6%

 C  Gare ガレ

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：8.5 ⇆ヨコ：11.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.2%

 C  Nash ナッシュ

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：35.0 ⇆ヨコ：32.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.3%

A
tuji M

uji

無地・ストライプ・チェック・柄物...

厚地カーテン特集

コットンをつかった高密度の遮光生地天然素材のような質感の防炎・遮光カーテン コットンがはいったソフトな生地

ノルディックニットを尾州織でリメーク ミリタリーカラーをイメージした遮光カーテン

モール糸をつかった深みのあるカラー ダイヤパターンの遮光カーテン 立体的なテクスチャーの遮光カーテン

色々つかえるBランクドレープ

ソフトな質感の高級生地

質感・素材感を兼ね備えた遮光・防炎カーテン コーディネートしやすい石目模様の防炎・遮光
カーテン
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761011 BE 2級

712301 IV

761014 GN 2級

712312 PI

761015 BL 2級

712313 YE

761005 PR 2級

712315 BL

761018 BR 2級

761019 GRY 2級

712309 BK

712319 GRY

形態安定  ウォッシャブル  遮光  防炎 形態安定  ウォッシャブル  防炎 形態安定  遮光  ウォッシャブル

760901 IV

760911 BE

760918 BR

 D  Haru ハル
組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.3% ヨコ：-0.3%

 D  Alba アルバ
組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：0.0%

711611 BE 2級 711613 RD 2級

711612 BR 1級 711615 BL 2級

 C  Regis レジス
組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.8% ヨコ：-0.3%

形態安定  ウォッシャブル  防音  遮光  遮熱断熱形態安定  ウォッシャブル  防音  遮光  遮熱断熱形態安定  ウォッシャブル

770211 BE 1級

770212 GN 1級

770103 BL 1級

770104 PR 1級

 E  Desser t  デザート
組成 ポリエステル100%（裏：アクリル100％）
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

 E  Treasure トレジャー
組成 ポリエステル100%（裏：アクリル100%）　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.5% ヨコ：-0.5%

 C  Preston プレストン
組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：49.5 ⇆ヨコ：29.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.2%

 C  Pin Stripe ピンストライプ
組成 ポリエステル81% 麻12% 綿7% 　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：5.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0％ ヨコ：-0.5％

300411 BR 300414 BL

300412 OR 300415 GRY

301301 RD

301302 YE

301303 BL

ウォッシャブル

 C  Ol ive オリーブ
組成 ポリエステル43％ 綿32％ アクリル22％ 他3％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

103102 OR 103115 BL

103103 GN 103109 BK

 C  Jip イップ

301111 RD

301112 KA

301113 BL

組成 ポリエステル42％ 綿31％ レーヨン22％ 他5％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：12.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2% ヨコ：-0.2%

 C  Mari l  マリール
組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：19.8 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

711203 GN 2級 711205 BR 2級

711204 BL 2級 711206 GRY 2級

形態安定  ウォッシャブル  遮光

 D  Beam ビーム
組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：15.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

760001 IV 3級

760005 GN 3級

760007 BR 2級

形態安定  ウォッシャブル  遮光

 C  Dune デューン＊

組成 ポリエステル100％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：1.04 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

 C  Lanai ラナイ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：13.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0% ヨコ：-0.5%

301907 BR

301908 GRY

手洗い

A
tsuji Stripe

 C Multibar マルチバー＊

組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い 
タテ：-1.0% ヨコ：-0.5%

ウォッシャブル

A
tsuji Border

103002 PI 103011 RD

103003 GN 103015 BL

 C Auger オーガ
組成 ポリエステル72％ 綿14％ レーヨン12％ 他2％　
リピート ⇅タテ：14.7 ⇆ヨコ：4.2 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2% ヨコ：-0.2%

共柄レース ：Mopti

 C Petar ペーター
組成 ポリエステル61％ 綿17％ レーヨン17％ 他5％
リピート ⇅タテ：29.0 ⇆ヨコ：12.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.3％ ヨコ：-0.5％

103401 OR

103402 PI

103403 GN

 C Mees メイス
組成 ポリエステル87％ アクリル13%
リピート ⇅タテ：26.2 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.2%

102602 PI

102603 GN

手洗い

無地・ストライプ・チェック・柄物...

厚地カーテン特集

特殊リング糸をつかったジャパネスク遮光防炎カーテン

ベルベットを表現したプリントカーテン

ナチュラルライクのしっかりとした素材感の防炎カーテン ざっくりとした素材感のある遮光生地

シックな色合いの防音・遮光高機能カーテン

天然素材を活かした確かな質感

リネンライクのストライプカーテン

天然素材を思わせるシャンブレーストライプ

定番カーテンの同系色ストライプ遮光カーテン 地厚のビンテージヘリンボーンストライプ

リネン混のナチュラルなストライプ

尾州リメークの地厚アンティーククロス

パステルカラーの防音・遮光高機能カーテン

100312 RD

ミックスカラーのストライプ
尾州織で表現したフォークロアーモチーフ 天然素材混のビンテージゴブラン キッズカーテンの定番柄
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102310 BE

102301 PI

102302 BL

102303 PR

102311 OR

102314 NV

102315 BR

 C  Lucy ルーシー

組成 ポリエステル76％ 綿22% 他2%
リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：0.0%

 C  Riple リプル

組成 ポリエステル62％ アクリル19％ 綿19％　
リピート ⇅タテ：9.5 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.3% ヨコ：-0.2%

103601 BE/OR

103613 YE/GN

103615 BL/GRY

 C  Primus プリムス

組成 ポリエステル66％ アクリル17％ 綿17％　
リピート ⇅タテ：12.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.3% ヨコ：-0.2%

103518 BR/YE

103503 YE/BL

共柄レース ：Horizon

300731 DGN

300723 LBL

300724 GRY

300730 LBR

 C  Gingham Check ギンガムチェック

組成 ポリエステル50% 綿35% アクリル15%
リピート ⇅タテ：2.5 ⇆ヨコ：2.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

300722 PI

300702 RD

300720 BE

300721 BR

300732 NV

300733 DBR

300709 BK

 C  Myr tle マートル

組成 ポリエステル58％ アクリル42％　
リピート ⇅タテ：12.2 ⇆ヨコ：12.6 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.7%

301213 GN

301211 BE

手洗い

 C  Lari  ラーリ

組成 ポリエステル58% アクリル23% 綿19%　
リピート ⇅タテ：3.3 ⇆ヨコ：3.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.7% ヨコ：-1.3%

104418 BR

104416 NV

 C  Windowpen ウィンドウペン

組成 ポリエステル80% 麻12% 綿8%　
リピート ⇅タテ：5.2 ⇆ヨコ：5.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0％ ヨコ：0.0％

300315 GRY

300311 BR

300312 OR

300314 BL

 C  Sashiko サシコ

組成 ポリエステル39％ アクリル 33％ 綿28％　
リピート ⇅タテ：6.5 ⇆ヨコ：6.5 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

301603 NT/YE

301619 NV/GN

 C  Inei i  インエイ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：17.5 ⇆ヨコ：8.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.3%

711018 PI

711001 BE

711014 KA

711015 LBL

形態安定  ウォッシャブル

 C  Pacif ic パシフィック

組成 ポリエステル63% 綿34% 他3% 　
リピート ⇅タテ：51.0 ⇆ヨコ：49.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：0.0%

301010 BR

301012 GN

301009 BK

 C  Trive トライブ＊

組成 ポリエステル100％　
リピート ⇅タテ：12.5 ⇆ヨコ：13.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

301701 BE

301702 RD

301715 BL

ウォッシャブル

 C  Boston ボストン

組成 ポリエステル75% 綿16% アクリル8% その他1%　
リピート ⇅タテ：12.5 ⇆ヨコ：13.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0% ヨコ：-0.5%

302002 BE

302005 GN 302016 NV

302008 GRY

302007 BR

A
tsuji Check

無地・ストライプ・チェック・柄物...

厚地カーテン特集

色が選べるお部屋を広く見せるボーダー柄 西海岸カラーのツギハギボーダー 共柄レースがあるマルチボーダー

色が選べる定番のギンガムチェック 定番のブリティッシュチェック 少なくなったざっくりとしたカーテン

リネン混のナチュラルなチェック サシコ模様のチェック 着物で使われる格子模様をアレンジ

窓を大きく見せるブロックチェック 個性的に合わせるタータンチェック ワンランク上のモノトーンチェック
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 C  Owl オウル

組成 綿55％ ポリエステル45％　
リピート ⇅タテ：58.5 ⇆ヨコ：49.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.8％ ヨコ：-1.2％

103815 BL

103801 BE

手洗い

 C  Shelly Cat シェリーキャット＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：46.0 ⇆ヨコ：37.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

103911 PI

103913 YE

103918 BR

手洗い

 C  Brian ブライアン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：46.5 ⇆ヨコ：38.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：0.0%

104016 NV

104019 GRY

手洗い  共柄レース ：Space

 C  Sheep シープ＊

組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：17.0 ⇆ヨコ：12.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

101902 BR

101901 BE

手洗い

 C  Jude ジュート＊

組成 ポリエステル100％　
リピート ⇅タテ：30.5 ⇆ヨコ：25.8 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.7% ヨコ：0.0%

103211 BR

103212 RD

103214 GN

ウォッシャブル

 C  Safari  サファリ

組成 綿55％ ポリエステル45％　
リピート ⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：49.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.3% ヨコ：0.0%

104312 OR

104314 GN

104315 BL

 C  Menu メニュー

組成 ポリエステル70% 麻15% 綿10% レーヨン5%　
リピート ⇅タテ：58.7 ⇆ヨコ：48.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.3% ヨコ：-0.5%

104600 WH

104618 BR

104609 BK

コーディネート  共柄レース ：Stich

 C  Calpy カルピー

組成 綿100%　
リピート ⇅タテ：61.0 ⇆ヨコ：52.5 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：0.0%

104218 BR

104213 YE

天然素材

 D  Hand ハンド

組成 ポリエステル92% 麻8％　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

760830 MIX

形態安定  ウォッシャブル

 C  Orange オレンジ  C  Maya マヤ

組成 綿100％　
リピート ⇅タテ：60.5 ⇆ヨコ：59.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.2％ ヨコ：-0.5％

組成 綿100％
リピート ⇅タテ：59.5 ⇆ヨコ：52.5 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：0.0%

103705 BL 104114 GN

103702 OR 104101 BE

天然素材 天然素材

 D  Boutique ブティック

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

750203 PI 2級

形態安定  ウォッシャブル  遮光

A
tsuji Jacquard Print

無地・ストライプ・チェック・柄物...

厚地カーテン特集

森の奥行き感をギミックに表現 猫と少女がモチーフのかわいいカーテン 80’ｓアメリカを意識した宇宙飛行士モチーフ

モコモコの羊がかわいい ヤノフ織りラグをオマージュしたモチーフ 幻想的なサバンナの陰影

タイポグラフでつくったカフェメニュー トライアングルボーダーとドットを組み合わせた
カーテン

子供部屋につかってほしい水彩画タッチの水玉模様

北欧タッチの花畑 リズミカルな気球モチーフ オリエンタルなボヘミアンパッチワークデザイン
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 D  Bohemia ボヘミア

組成 ポリエステル92% 麻8%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

750116 NV

形態安定  ウォッシャブル

 C  Wave ウェーブ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：39.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

104515 BL

104501 BE

104512 OR

104513 YE

ウォッシャブル

 C  Elbadi エルバディ

組成 ポリエステル87% 綿13%　
リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

301818 BR

712216 NV 1級

301815 BL

712201 IV 1級

共柄レース ：Mopti

 C  Oddete オデット＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：34.5 ⇆ヨコ：29.1 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

201403 BL

201402 PI

ウォッシャブル 形態安定  ウォッシャブル  遮光

 C  Bloom ブルーム＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：47.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5％ ヨコ：0.0％

201300 BE

201302 PI

201303 BL

ウォッシャブル

 C  Chris クリス

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：60.5 ⇆ヨコ：49.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.2%

 D  Wall  ウォール

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

760730 MIX 2級

形態安定  ウォッシャブル  遮光  共柄レース ：Wall Lace

 C  Rose ローズ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：30.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

712115 BL

201112 BE

201100 IV

201118 LBE

201101 BR

ウォッシャブル

 C  Hana ハナ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：61.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0％ ヨコ：-0.5％

200701 BE

200703 GN

200705 GRY

ウォッシャブル

 C  Enn エン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：25.5 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-1.5%

200111 BE

200112 BR

200113 GN

ウォッシャブル

 C  Acoord アーコール

 C  Fume ヒューム

組成 ポリエステル100% プリント：ナイロン100%　
リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：30.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

組成 綿100％
リピート ⇅タテ：59.5 ⇆ヨコ：50.0
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：-0.2%

201003 GRY×BK

201901 BE

201004 BK×BK

201906 GRY

手洗い  共柄レース ：Zamora

天然素材  共柄レース ：Paisley Lace 形態安定  ウォッシャブル

 C  Weave Dobe ウィーブダブ＊

組成 ポリエステル100%　
リピート 
⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い
 タテ：0.0％ ヨコ：0.0％

201511 BR

手洗い

 C  Peacock ピーコック

組成 綿100％　
リピート 
⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 ドライ
 タテ：0.0％ ヨコ：-0.8％

201805 BL

天然素材

 C  Leap リーブ

組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：48.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.2%

無地・ストライプ・チェック・柄物...

厚地カーテン特集

海の波をデザイン

つかいやすい優しい小花柄ビンテージ壁紙をオマージュしたブーケデザイン 上品なクラシックウォールモチーフ

光沢感のある上品なデザイン

インダストリアルティストに合わせて欲しいクラシックモダン

同系色でまとめた品のある草花模様 クラシックな20㎝の大きな円模様 限定生産のフロッキープリント加工

大柄のビンテージペイズリー

巨匠をオマージュしたデザイン

白い空間にあう洗練されたデザイン

しっかりとした素材感のフォークロアー柄モノトーンコーデの定番デザイン

北欧ティストの小花柄　遮光カーテン
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 C  Gate ゲート

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：37.3 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.3% ヨコ：0.0%

710118 DBR 3級

形態安定  ウォッシャブル  遮光  共柄レース ：Gate Lace

 C  Ikat イカット

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：-0.3%

710319 GRY

710301 BE

710316 BR

710318 BL

形態安定  ウォッシャブル

 C  Crest クレスト

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.2%

710418 BR

710414 GN

形態安定  ウォッシャブル  共柄レース ：Soft Crest

 C  Matume マツメ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：30.8 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.2%

710900 IV

710901 BE

710919 BK

形態安定  ウォッシャブル  共柄レース ：Matume Lace

 C  Akari  アカリ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：51.5 ⇆ヨコ：37.8 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：0.0%

711118 BR

711101 BE

711114 GN

711115 BL

形態安定  ウォッシャブル

 C  Botanica ボタニカ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：44.1 ⇆ヨコ：37.4 
寸法変化率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：0.0%

710601 BE

710618 BR

710619 GRY

形態安定  ウォッシャブル  共柄レース ：Botanica Lace

 C  Paisley ペイズリー

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：31.7 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%　

710519 GRY

710500 IV

710501 BE

710518 BR

形態安定  ウォッシャブル  共柄レース ：Paisley Lace

 E  Seven セブン

組成 ポリエステル100%（裏：アクリル100%）  　
リピート ⇅タテ：31.0 ⇆ヨコ：25.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：0.0%

770502 BR 1級

形態安定  ウォッシャブル  防音  遮光  遮熱断熱

【採寸方法】採 寸 は シンプ ル で す！！

巾は フックからフックまでを計測

フック

カーテン裏

丈
は 

生
地
上
端
か
ら
下
端
ま
で
を
計
測

2. アトウラにフックを差
込 み 位 置 に 合 わ せ て
取り付けます。

カーテンのフックを外しアトウラに
取り付けます。

→

簡単に取り付けができます！！

アトウラにフフックがックを取り付け

フックが刺さっていた位置に
差込ます。

アトウラにフックを差込位置に合わせて
取り付けます。

裾、中ミミにアイロンマジックテープ
をとめて終了です。

1. カーテンのフックを外
しアトウラに取り付け
ます。

カーテンのフックを外しアトウラに
取り付けます。

→

簡単に取り付けができます！！

アトウラにフフックがックを取り付け

フックが刺さっていた位置に
差込ます。

アトウラにフックを差込位置に合わせて
取り付けます。

裾、中ミミにアイロンマジックテープ
をとめて終了です。

4. 裾、中ミミにアイロンマ
ジックテープをとめて
終了です。

カーテンのフックを外しアトウラに
取り付けます。

→

簡単に取り付けができます！！

アトウラにフフックがックを取り付け

フックが刺さっていた位置に
差込ます。

アトウラにフックを差込位置に合わせて
取り付けます。

裾、中ミミにアイロンマジックテープ
をとめて終了です。

3. フック が 刺 さって い
た位置に差込みます。

カーテンのフックを外しアトウラに
取り付けます。

→

簡単に取り付けができます！！

アトウラにフフックがックを取り付け

フックが刺さっていた位置に
差込ます。

アトウラにフックを差込位置に合わせて
取り付けます。

裾、中ミミにアイロンマジックテープ
をとめて終了です。

アイロンテープ

遮光ライナー

【取り付け方法】取り付 け は 簡 単！！

（税抜き）

〜 130㎝ 〜 260㎝ 390㎝ 520㎝
〜240㎝（+10㎝ 毎） ￥4,000 (+￥400) ￥8,000 (+￥800) ￥12,000 (+￥1,200) ￥16,000 (+￥1,600)

仕上り幅
仕上り丈

＊このサイズでの両開き（2枚）の縫製は出来ません。片開き（1枚）の縫製となります。
＊価格はアトウラをつけるカーテンのサイズになります。

【カーテンサイズアトウラ価格表】裏 地 を 付 けることで 消 費 電 力 を 抑えることが で きます！！ Attention!! ○1.5倍、2倍のプリーツカーテン（フック付き）に取り付けること
ができます。 ○ストレートカーテン、プレーンシェードには取り

付けができません。 ○オーダーは取り付けるカーテンの仕上がりサイズ、取り付け
フック位置を元につくります。 ○アトウラをつけるカーテンのサイズでご注文を承り
ます。 ○オーダーサイズを元に下記のサイズでこちらでおつくりをします。製品はオーダー
いただいたサイズより、巾はゆとりを持って1枚5㎝長め、丈はフックの下に取り付けをする
為に正面付け（Ｂフック）の場合7㎝短め、天井付け（Ａフック）10㎝短めでつくります。 ○
裏地の為、形態安定加工をかけることはできません。

Ato-ura
アトウラ

後から付ける遮光高機能裏地

遮光ライナー（裏地）

素材：表  ポリエステル 80％ 綿 20％　裏  アクリル樹脂コーティング

Ato-ura S A F E  WAV E TM

の特長

Summer Win t e r

Attention!! ＜Ato-ura・SAFE WAVE　高機能遮光１級生地＞　

○縫製の都合上継ぎ目の縫い目、シェード幕の縫い目、針穴から光が漏れます。

○カーテンの取り付けの形状により、窓枠から光が漏れることがあります。

○防音効果に対する音の感覚は使用条件、個人差によって異なる場合があります。

夏は外の熱気が室内に伝わりにくく、
室内のクーラーの冷気を逃しません。
冬は外からの寒気が伝わりにくく暖房熱を逃しません。
１年中、電気の使用量を削減して省エネ効果のある
裏地になります。

56%
遮熱効果率

遮熱断熱

外の音が気になる方。
音量を気にせず音楽を楽しみたい方。
音を気にせずゆっくり寝たい方。200%

防音率

防音

強い日差しから家具やフローリングの日焼けを防止したい方。
TV鑑賞を楽しむ為外の光を遮りたい方。
朝の光を気にせずゆっくり寝たい方。
室内の人影が気になる、プライバシーを守りたい方。

99%
遮光率

遮光

※透過損失［dB］とは、ある素材で音を遮ったときどれくらい音が低下するか
という目安です。また、数値が大きくなるほど遮音性は高くなります。※音に対
する感覚は、使用条件等、個人差によって異なる場合があります。※透過損失
測定データは、実測値であり、性能を保証するものではありません。

＜音響透過損失測定＞

加工品
未加工品

30

25

20

15

10

5

0

透
過
損
失

【dB】
250Hz　500Hz 　1kHz 　2kHz 　4kHz 　 8kHz

（周波数）

人の声 時 報 救急車 踏切遮断機 ピアノ ジェット機

＜福井県工業
技術センター
算出＞

811001 BE

表

裏

811002 BR

表

厚地カーテン特集&アトウラ遮光ライナー

エレガントで品のあるツタ柄の遮光カーテン

絣（かすり）模様をカーテンで表現した華麗な 
パターン

伝統的な文様柄をモチーフにした上質なデザイン 縁起のよい松と雀がモチーフのジャパニーズモダン

光と陰で表現された竹林モチーフモノトーンで表現された花柄のグラデーション織高貴さが漂う同系色でまとめられたペィズリー柄

合わせやすい波柄の防音・遮光高機能カーテン
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 C  Double Gauze ダブルガーゼ＊

組成 ポリエステル100% 　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

000821  BE

000820 IV

手洗いウォッシャブル

 C  Valenca バレンサ＊

組成 ポリエステル100％　
リピート ⇅タテ：0.5 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

002618 BR

002600 WH

002614 GN

002615 BL

ウォッシャブル

 C  Scrim スクリム

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.7% ヨコ：-0.3%

720607 BR

003219 LGY

720600 WH

003200 WH

800901 IV

720602 BE

003201 BE

800912 PI

720605 GN

003215 BL

800914 GN

800915 BL

ワイドレース  形態安定  ウォッシャブル

 C  Nor thern ノーザン

組成 ポリエステル93％ リネン7％　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：1.7 
寸法変化率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：-0.3%

720810 NT

ワイドレース  形態安定  ウォッシャブル

 C  Rai l  レール

組成 ポリエステル92% リネン8%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：9.8 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.2%

720910 NT

ワイドレース  形態安定  ウォッシャブル

 C  Plain プレーン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：0.0%

010304 BL

010301 WH

010302 YE

010303 PI

ワイドレース  ウエイトテープ  ウォッシャブル

Lace M
uji

Border Stripe

 C  Lenza レンザ＊

組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

 C  Litta リッタ＊  C  Horizon ホライズン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：63.5 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.6%

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：9.6 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.3% ヨコ：-0.2%

003114 RD/DBL

 002201 PI

003116 LBL/BL

003111 IV/GRY 002208 BR

手洗い ウォッシャブル

 C  Kanata カナタ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：11.0   ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

形態安定  ウォッシャブル

 C  Mole Border モールボーダー

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：42.4 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.5% ヨコ：-0.5%

720700 WH

720719 GRY

720718 BR

720704 OR

形態安定  ウォッシャブル

801013 YE

801015 BL

801019 GRY

ウォッシャブル  形態安定  遮像  UVカット

 B  Color カラー

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：49.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：1.1%

800919 DGRY

 B  Blow ブロウ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：24.5 ⇆ヨコ：24.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-1.0%

800500 WH

ミラーレース  ウォッシャブル  形態安定  採光  遮像  
遮熱断熱  UVカット

85.9%
UV CUT 83.1%

UV CUT

 B  Kashmir カシミール

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：4.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.8%

800300 WH

 B  Hawke ホーク

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.6 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

ウォッシャブル  形態安定  遮像  UVカット

ミラーレース  ウォッシャブル  形態安定  採光  遮像  
遮熱断熱  UVカット

87.2%
UV CUT

84.6%
UV CUT

世界各地から集めた

こだわりの薄地レースカーテン

2枚重ねでできるモアレがとても美しい お洒落にまとまるカラーレース

カスリ模様がきれいな高級トルコレース

トルコ産の天然素材を思わせる質感のカラーレース

リネン混のナチュラルな質感 リネン混太幅ストライプレースシンプルなプレーンボイル

カラーで選べるナチュラルな質感のボーダーレース カラーで選べるナチュラルな質感のボーダーレース 売れているボーダーレース

デジタルプリントで表現されたグラデーションスト
ライプ

720111 SL ベーシックなボーダーデザイン

かわいい水玉の昼も夜も見えにくい遮像レース無地間隔つかえる昼も夜も見えにくい遮像レースダークカラーがシックにまとまる

ワイドレース   横幅につなぎめが入りません。 ※丈250㎝を超えるサイズはおつくりすることができません。
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 C  Paisley Lace ペイズリーレース

組成 ポリエステル100%　
リピート 
⇅タテ：23.4 ⇆ヨコ：19.9 
寸法変化率 水洗い
タテ：0.3% ヨコ：-0.3%

720301 IV

010122 GD

720308 GRY

010123 CO

形態安定  ウォッシャブル  
共柄ドレープ：Paisley

 C  Behind ビハインド

組成 ポリエステル100%　
リピート 
⇅タテ：0.5 ⇆ヨコ：0.5 
寸法変化率 水洗い 
タテ：-0.8% ヨコ：-0.2%

ワイドレース  手洗い

 C  Between ビトウィーン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：40.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：0.5%

010715 BL

010701 BE

010712 OR

010714 GN

ワイドレース  手洗い

 C  Kardes カルデス

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：39.0 ⇆ヨコ：46.5 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：0.2%

721020 BK/WH

721012 BE/WH

721016 BR/WH

721013 GN/WH

ワイドレース  形態安定  ウォッシャブル

 C  Tur tum トゥタン

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：260.0 ⇆ヨコ：96.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

721106 BL

721102 BE

721103 PI

721105 GN

721306 BL

ワイドレース  形態安定  ウォッシャブル

 C  Santafe サンタフェ＊

組成 ポリエステル100％  　
リピート ⇅タテ：13.0 ⇆ヨコ：12.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.2% ヨコ：-0.2%

002001 BE

 C  Thick Lace シックレース

組成 ポリエステル70% 綿30％　
リピート ⇅タテ：3.0 ⇆ヨコ：2.8 
寸法変化率 ドライ タテ：-1.0% ヨコ：-0.5%

002000 IV

000522 PI

形態安定  ウォッシャブル  共柄ドレープ：Wall

000530 BR

ウォッシャブル

000531 YE

 C  Alumu アルム

組成 ポリエステル88％ 綿12% 　
リピート ⇅タテ：17.0 ⇆ヨコ：14.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

001919 GRY

001900 IV

 C  Cord Lace コードレース＊

組成 ポリエステル100% 　
リピート ⇅タテ：1.7 ⇆ヨコ：1.3 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-1.0%

000410 IV

ウォッシャブル

 C  Matumelace マツメレース

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：21.0 ⇆ヨコ：24.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

721202 BE

721205 GN

721208 GRY

形態安定  ウォッシャブル  共柄ドレープ：Matume

 C  Wall  Lace ウォール レース

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.7%

 C  Name ネーム＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

003008 GRY

003006 BL

720401 IV

720407 BR

720408 GRY

ウォッシャブル  遮熱断熱  遮像

 C  Space スペース＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：59.5 ⇆ヨコ：48.5 
寸法変化率 水洗い タテ：0.5% ヨコ：0.5%

002514 YE

002515 BL

002519 GRY

ウォッシャブル  ミラーレース  遮熱断熱  共柄ドレープ：Brian

Lace W
eave Jaquard

84.7%
UV CUT

 C  Zamora サモラ

組成 ポリエステル55% レーヨン45%　
リピート ⇅タテ：39.5 ⇆ヨコ：30.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.2%

010601 IV

010619 BK

ワイドレース  手洗い  共柄ドレープ：Acoord

 C  Soffen ソフン

 C  Mopti  モプティ

組成 ポリエステル70% 
　　 レーヨン30%　
リピート 
⇅タテ：51.0 ⇆ヨコ：32.0 
寸法変化率 水洗い 
タテ：0.0% ヨコ：0.0%

※ 裾ウエイトテープ加工

組成 ポリエステル55% レーヨン45％
リピート ⇅
タテ：270.0 ⇆ヨコ：20.0 
寸法変化率 水洗い
タテ：-0.2% ヨコ：0.0%

010202 BE

010519 BL

ワイドレース  手洗い
ウエイトテープ

ワイドレース  手洗い  
共柄ドレープ：Elbadi

 C  Aydin アイデン＊

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：49.0 ⇆ヨコ：66.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.8% ヨコ：-0.3%

010400 IV

010401 BR

010403 GN

ワイドレース  手洗い

85.0%
UV CUT

 C  Botanica Lace ボタニカレース

組成 ポリエステル100％
リピート ⇅タテ：11.1 ⇆ヨコ：8.2 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

形態安定  ウォッシャブル  共柄ドレープ：Botanica

世界各地から集めた

こだわりの薄地レースカーテン

ビンテージ感ある素材感のカラーストライプ コーディネートしやすいシックなカラーリング 高級感のあるグラデーションストライプ

透かした時の柄が美しいレース

コットンのソフトな仕上がりの編レース

コズミックスペースのプリントミラーレース

人気の高いインコと蔦のデザイン

コットンをつかったナチュラルな質感の花模様

壁にあたる木漏れ日をデザイン 抜け感がきれいなクラシックダマスク

小さなモチーフがコーディネートの幅を広げます。 透かした感じが美しいフォークロアモチーフ

チェック・ストライプにコーディネートできる万能
レース

ソフトな生地感の小花柄

アンティークレースを
思わせる繊細で
優美なデザイン

上品な花柄のオパール加工

裾にデザインされたフォークロアーモ
チーフ

メッシュ地の大人レース

ワイドレース   横幅につなぎめが入りません。 ※丈250㎝を超えるサイズはおつくりすることができません。
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800609 BK800600 WH

800700 WH 800709 BK

800800 WH 800809 BK

 E  Fula フラ＊

組成 ポリエステル94％ 麻6％（刺繍 レーヨン）　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：35.5 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.2% ヨコ：0.0%

500730 MIX

 C  Crystal  クリスタル＊

組成 ポリエステル100%（刺繍 レーヨン）　
リピート ⇅タテ：29.5 ⇆ヨコ：19.7 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：0.0%

000200 WH

000202 GN

000204 BL

 C  Kemari  ケマリ＊

 C  SCALLOP LACE スカラップレース

組成 ポリエステル100%（刺繍 ポリエステル100％）　
リピート ⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：74.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：0.0%

002701 BE

002711 PI

002715 BL

 C  Wood ウッド＊

組成 ポリエステル100%（刺繍 レーヨン100％）　
リピート ⇅タテ：60.0 ⇆ヨコ：74.0 
寸法変化率 ドライ タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

001400 WH/BE

001402 RD/GRY

001404 BL/DBL

 C  Emy エミー＊

組成 ポリエステル100%（刺繍 レーヨン） 　
リピート ⇅タテ：21.5 ⇆ヨコ：30.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.5%

001801 IV

001802 BE

ワイドレース  手洗い

 C  St ich ステッチ＊

組成 ポリエステル100%（刺繍 レーヨン）
リピート ⇅タテ：59.0 ⇆ヨコ：49.0 
寸法変化率 ドライ タテ：0.0% ヨコ：0.0%

002818 BR

002816 NV

共柄ドレープ：Menu

 B  Lights ライツ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅タテ：29.0 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.9%

800400 WH

ミラーレース  ウォッシャブル  形態安定  採光  遮像  
遮熱断熱

002318 DGN

002301 IV

002312 OR

002315 BL

ワイドレース  手洗い

裾上60㎝に刺繍を施したカラフルな草花模様

 C  Chester チェスター＊

組成 ポリエステル100％（刺繍 レーヨン）　
リピート ⇅タテ：270.0 ⇆ヨコ：27.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.3%

Lace Em
broidery

 B  Pick ピック

組成 ポリエステル100%　
リピート
⇅タテ：11.6 ⇆ヨコ：49.3 
寸法変化率 水洗い
タテ：-1.0% ヨコ：0.0%

 B  Clover クローバー

組成 ポリエステル100%　
リピート 
⇅タテ：19.9 ⇆ヨコ：16.6 
寸法変化率 水洗い
タテ：-1.0% ヨコ：0.0%

ウォッシャブル  形態安定

ウォッシャブル  形態安定

 B  Tri  トリ

組成 ポリエステル100%　
リピート ⇅
タテ：14.5 ⇆ヨコ：19.0 
寸法変化率 水洗い
タテ：-1.0% ヨコ：0.0%

ウォッシャブル  形態安定83.1%
UV CUT

 C  Soft  Crest ソフトクレスト

組成 ポリエステル100%
　　（刺繍 ポリエステル）　
リピート 
⇅タテ：29.1 ⇆ヨコ：35.3 
寸法変化率 水洗い 
タテ：-0.2% ヨコ：0.3%

※刺繍部分にシワが出てきれいに見えないため形態安定加工は不可とさせていただきました。

720505 GN

 C  Gate Lace ゲートレース＊

組成 ポリエステル100%　
リピート 
⇅タテ 19.3 ⇆ヨコ：11.5 
寸法変化率 水洗い
タテ：0.0% ヨコ：-0.5%

ミラーレース

ウォッシャブル  
防炎  
共柄ドレープ：Gate

手洗い  
共柄ドレープ：Crest

ボイル地と同系色のホワイト（WH）とやさしい
アイボリー（IV）、輪郭のきれいなベージュ（BE）
で刺繍、裾にも同様のスカラップワークが施さ
れた上品なレースカーテン。横使いの為、継ぎ
目が入りません。高さは260㎝まで作成ができ
ます。裾の3つ巻縫製・ウエイトテープのご対応
はお受けできません。
スカラップレースでシェードをご注文の場合、
1窓 3,000円のオプション料金で承ることができ
ます。昇降に必要な重り（ウエイト）を柄 の上に
筒状の袋をつくり、縫い付けてスカラップデザ
インを活かした仕様でおつくりします。

【例】スカラップレースW90㎝の場合
Ⅰ型シングルシェード料金 
 C  12,000円 + 3,000円（オプション料金） 

= 15,000円（税抜販売価格）

スカラップレース シェードオプション料金
1窓 幅30～240㎝ ￥3,000

手洗い  形態安定

薄地レースカーテン・スカラップレース

左／ Saoirse　右／ Barbara

Cheryle

HAWAIIモチーフの刺繍柄 太番手で刺繍されたランダムな水玉柄

北欧ライクなかわいい刺繍 刺繍された流れるようなツタ模様

ステッチ文字を刺繍で表現　

きらめく星空をイメージした昼も夜も見えにくい
遮像レース

リズミカルなメダリオン刺繍

Amanda アマンダ

組成 ポリエステル100%
リピート 
⇅タテ：260.0 ⇆ヨコ：8.4
寸法変化率  水洗い 
タテ：0.0% ヨコ：0.5%

730902 BE

730900 WH

Saoirse シアーシャ

組成 ポリエステル100%
リピート 
⇅タテ：260.0 ⇆ヨコ：8.4
寸法変化率  水洗い 
タテ：0.0% ヨコ：0.0%

730800 WH

730802 BE

Cheryle シェリル

組成 ポリエステル100%
リピート 
⇅タテ：260.0 ⇆ヨコ：25.0
寸法変化率  水洗い 
タテ：0.0% ヨコ：0.0%

731000 WH

731001 IV

壁面タイルを
柄にしたレース

透け感がちがう
トライアングル模様

おしゃれなクローバー柄

上品な文様刺繍レース

720208 GRY

Barbara バーバラ

組成 ポリエステル100%
リピート 
⇅タテ：260.0 ⇆ヨコ：8.0
寸法変化率  水洗い 
タテ：-0.3% ヨコ：0.0%

731100 WH

731101 IV

Lindsay リンジー

組成 ポリエステル100%
リピート 
⇅タテ：260.0 ⇆ヨコ：5.5
寸法変化率  水洗い 
タテ：0.0% ヨコ：0.0%

731202 BE

731202 WH
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ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Check チェック＊

603100 WH

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：6.8 ⇆ヨコ：6.5
寸法変化率  水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

62.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Diamont ディアモンド＊

962401 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：8.0 ⇆ヨコ：6.7
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：-1.2%

51.9%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  遮熱断熱  UVカット

A  Marble マーブル＊

605401 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：13.3 ⇆ヨコ：12.5
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.2%

79.4%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  遮熱断熱  UVカット

A  Pattern パターン＊

605501 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：3.3 ⇆ヨコ：8.2
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：-0.5%

81.2%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Oblong オブロング＊

963301 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：3.5 ⇆ヨコ：3.2
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

60.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Dot ドット＊

603300 IV 603301 BE

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：3.9 ⇆ヨコ：3.8
寸法変化率  水洗い タテ：-0.2% ヨコ：0.0%

62.2%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Bubble バブル＊

963701 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：14.0 ⇆ヨコ：12.5
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

76.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Smile スマイル＊

671200 WH

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：4.0 ⇆ヨコ：4.8
寸法変化率  水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.4%

67.6%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Cesta シェスタ＊

960401 WH 960402 BE

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：14.0 ⇆ヨコ：13.0
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

64.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Bonnuie ボンヌイ＊

963401 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：18.5 ⇆ヨコ：14.5
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

57.4%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Fee フィー＊

お得なレースカーテン お値段以上！

HAPPY SALAD

603200 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0
寸法変化率  水洗い タテ：-0.3% ヨコ：-0.4%

81.0%
UV CUT

ウォッシャブル  ミラーレース  UVカット

A  Ribon リボン

665701 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：5.0
寸法変化率  水洗い タテ：-1.2% ヨコ：-1.5%

65.1%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  防炎  UVカット

A  Morbido モルビド＊

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.6% ヨコ：-0.2%

605601 WH

55.2%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  防炎  UVカット

A  Rib Stripe リブストライプ＊

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.8 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

664101 IV

50.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  防炎  UVカット

A  Sponge スポンジ＊

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

664201 IV

50.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Fleur フルー＊

962101 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：17.0 ⇆ヨコ：8.2
寸法変化率  水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

60.0%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Ranshu ランシュ＊

963200 WH

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：16.0 ⇆ヨコ：13.0
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

64.9%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Francois フランソワ＊

963501 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：31.0 ⇆ヨコ：24.0
寸法変化率  水洗い タテ：0.0% ヨコ：0.0%

50.3%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  防炎  UVカット
共柄ドレープ：Gare

A  Gare Lace ガレレース＊

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：31.5 ⇆ヨコ：25.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.4% ヨコ：-0.4%

606700 WH

45.2%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  防炎  UVカット

A  Swaro スワロ＊

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：63.0 ⇆ヨコ：50.0 
寸法変化率 水洗い タテ：-0.0% ヨコ：-3.2%

606800 WH

49.1%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Wander ワンダー＊

605201 BE

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：32.0 ⇆ヨコ：7.0
寸法変化率  水洗い タテ：-0.8% ヨコ：-1.0%

67.9%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  遮熱断熱  UVカット

A  Line ライン＊

605300 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：12.5 ⇆ヨコ：0.0
寸法変化率  水洗い タテ：-0.2% ヨコ：-0.7%

85.9%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Rain レイン＊

601700 WH

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：9.0
寸法変化率  水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-2.5%

64.7%
UV CUT

ミラーレース  ウォッシャブル  UVカット

A  Muscle マスカル＊

664402 BE

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：0.0
寸法変化率  水洗い タテ：-0.5% ヨコ：-0.5%

66.9%
UV CUT

ウォッシャブル  ミラーレース  UVカット

A  NewPluie ニュープルー

665901 IV

組成 ポリエステル100%
リピート ⇅タテ：0.0 ⇆ヨコ：12.5
寸法変化率  水洗い タテ：-1.0% ヨコ：-1.0%

76.7%
UV CUT

透けにくい無地

天然素材風な質感

コーディネートしやすいチェック

ストライプドット柄

コーディネートが広がる防炎レース

高級感のある防炎レース

かわいいボンボンストライプ

シンプルなダイヤ柄

動きがある水玉柄

タテに続く花模様

ナシ地模様の防炎レース

売れている波デザイン

3㎝角のマス模様

モコモコした水玉柄

ビンテージローズ

リブ織りの防炎レース

合せやすい波柄

モロッコタイルをイメージ

透けにくいサークル模様

草花総柄

織柄のストライプが可愛い

透けにくいボーダー織柄

話題のヘリンボーン柄

飛び柄ブーケ

つばめが飛ぶ防炎レース

WAVE SALAD  order curtain style book  2018-201916 WAVE SALAD  order curtain style book  2018-2019 17
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○取付けにはドライバー（電動）、キリ（ドリル）などの工具が必要になり
ます。 ○お取付けはお客さまでお願いしています。商品に付属している
取り扱い説明書、またはP23 Let's make Togetherをご参照ください。 ○
ドラム式・I型 シングルシェードはカーテンレールに取付けることが可能
ですが形状により取り付かないもの、加重の問題で取付けにお勧めでき
ないことがあります。 ○壁・木枠に取付ける場合、厚さ・奥行き2.5㎝以上
の木部に取付けてください。 ○石膏ボード・コンクリートの壁には取付
けができません。 ○高い位置へのお取付けをする場合はご購入店にそ
のことをお伝えください。

Attention!!

Attention!!

○取付けレール一覧Ｃ型タイプのレールにしか取付けができません。 
○ドラム式シングルシェードのカーテンレールの取付けは本体がレー
ルに固定される為、リングランナー、先端キャップを全て取り外して取付
けます。○カーテンレールに取り付ける金具は付属されていません。  
1個 ¥200（税抜き・別売）

●  シェード・ブラケットの 取 付 け

取付け位置は自由に選べます。ドラム式シングルは
カーテンレールの取付けができます。

＜正面付けの場合＞＜天井付けの場合＞

カーテンレールに取付け金
具を差し込み、ブラケットを
取付け金具用ビスで固定し
てください。
＊下の取付けレール一覧より形状

をご確認ください

取付けレール一覧

○ ○ × ×

取付け方法
●  カーテンレ ー ル へ の 取 付 け

ドラム 式  シング ル

取付け
金具

取付け
金具用ビス

一枚の生地でつくるシェード。厚地生地、レース生地どちらでもご対応いただけます。シングル シェード

ドラム式 シングル
・昇降操作が軽いボールチェーン操作 
・高級感のあるデザイン 
・カーテンレールにも取付け可能
   取付ネジ 別売 1個 ¥200（税抜き）

【例】
1台の価格 ¥15,000（税抜き）

巾：90㎝　丈：240㎝以内
 C  WAVE SALAD生地

I 型 コード式シングル
・ カーテンレールに簡単に取付けできます。
   取付ネジ 別売 1個 ¥200（税抜き）

・シンプルなコード操作
・リーズナブル

【例】
1台の価格 ¥12,000（税抜き）

巾：90㎝　丈：240㎝以内
 C  WAVE SALAD生地

ドラム式ダブル・コード式ダブル
・ 1台のシェードでドレープ（厚地）と
  レース（薄地）２枚の生地を取付けることができます。

・右/左の操作位置の指定ができます。
・カーテンレールへの取付けはできません。

【例】
1台の価格 ¥22,000（税抜き）

巾：90㎝　丈：240㎝以内 コード式ダブル
 C  WS生地(12,000)＋  A  HS生地 (10,000)組み合わせ

カーテンレール
につけるには

厚地と薄地
を1本に

オススメ

仕上り丈
（cm）  30〜50 ~90 ~140 ~190 ~240

〜240

A ¥ 11,000 ¥ 13,000 ¥ 17,000 ¥ 22,000 ¥ 26,000 
B ¥ 12,000 ¥ 14,000 ¥ 18,000 ¥ 24,000 ¥ 28,000 
C ¥ 13,000 ¥ 15,000 ¥ 19,000 ¥ 26,000 ¥ 30,000 
D ¥ 14,000 ¥ 16,000 ¥ 20,000 ¥ 28,000 ¥ 32,000 
E ¥ 16,000 ¥ 18,000 ¥ 22,000 ¥ 31,000 ¥ 35,000 

価格
ランク

仕上がり
幅

（税抜き）

仕上り丈
（cm）  30〜50 ~90 ~140 ~190 ~240

〜240

A ¥ 8,000 ¥ 10,000 ¥ 14,000 ¥ 19,000 ¥ 23,000 
B ¥ 9,000 ¥ 11,000 ¥ 15,000 ¥ 21,000 ¥ 25,000 
C ¥ 10,000 ¥ 12,000 ¥ 16,000 ¥ 23,000 ¥ 27,000 
D ¥ 11,000 ¥ 13,000 ¥ 17,000 ¥ 25,000 ¥ 29,000 
E ¥ 13,000 ¥ 15,000 ¥ 19,000 ¥ 28,000 ¥ 32,000 

価格
ランク

仕上がり
幅

（税抜き）

Attention!! 【シェードについて】 ○お手入れは、生地を取り外しすることができ、お洗濯が可能です。（添付されている洗濯ラベルにしたがって洗濯してください。）　
○巾30㎝より小さいサイズはお作りすることができません。幅240cm以上 丈240cmを超えるサイズのご注文は別見積もりでご対応
できます。 ○仕上がり巾が140㎝超えるのものは中央に生地の継ぎ目が入ります。 ○生地の特性上±1㎝の誤差が生じます。

[ドラム式]
操作方法はシングルドラム式同様です。
価格はシングルドラム式のドレープ（厚地）とレース（薄地）を
合計した金額になります。

[コード式]　
操作方法はI型コード式シングル同様です。
価格はI型コード式シングルI型のドレープ（厚地）とレース（薄
地）を合計した金額になります。

操作コードで上下に開閉するスタイル。窓まわりがすっきりとまとまります。　P.16   C  スカラップレース以外の全ての商品でおつくりすることができます。
生地の柄や素材感を楽しむことが出来ます。シェード単体でもカーテンと組み合わせてお使いいただくこともできます。

シェード

Shade

製品幅（cm） 30~120 121~200 201 〜 240

入り数（個） 2 3 4

ブラケット 入り数

製品幅（cm） 30~60 61~120 121 〜 180 181 〜 240

入り数（個） 2 3 4 5

ブラケット 入り数

製品幅（cm） 30~120 121~200 201 〜 240

入り数（個） 2 3 4

ブラケット 入り数

【配送について】 2018年4月より配送会社の事情により、幅140㎝を超えるシェードのお客様宅へのご配送はお受けすることができません。
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850004 GN　○ダークウォールナット

WOODボトムバーは天然木のアユースを使用。仕上りはマットなWATCOオイルフィニッシュ。

WOOD ボトムバー（オプション）

● エボニー● ダークウォールナット● ナチュラル

NOVA  ノバ

850000 WH　○ナチュラル

組成／ポリエステル 100%

850001 BE850000 WH 850002 OR

850003 YE 850005 BL850004 GN

70’sカラーをオマージュしたNova ノバ。ウッドになじむカラー
と生地はポリエステルのピケ織りでコシと張りがあります。裏
には熱圧着の芯地をつけ美しくみえるように仕上げています。

CAMINO  カミーノ

※注1 ロールスクリーンは製品の構造上、完全に光漏れを防ぐことはできません。 光漏れを少なくする為
には窓枠より大きめに製品を正面付けでつくり、取付ける事をおすすめします。

Attention!!

組成／ポリエステル 100%

850101 BE　○エボニー

850110 LBR　２級850101 BE　２級 850111 DBR　２級

※注1参照

素材感のある遮光生地 Camino カミーノ。遮光2級。立
体的な素材感がウッドとの相性は抜群。光を遮り、プラ
イバシーを確保します。日があたる大きな窓や西日が差
し込む窓には遮光タイプの生地をお選びください。保
温性も高く断熱、遮熱効果もあります。

ロールスクリーンとウッドブラインドの 2 つのよさを併せもつ新しいかたちで、
シックで上品な空間を演出します。

ロールスクリーン ＋ ウッドブラインド

CALIFORNIA WOOD'N ROLL  Roll Screen + Wood

 スラット（羽根）の部分が木製のブラインドです。
  スラット幅：35㎜ 
スラット素材：バスウッド（シナ）

ホワイト
4511

ナチュラル
4513

ミディアムチェリー
4519

ウォールナット
4515

チョコレートブラウン
4535

ブラインドメーカー 立川機工と WAVE SALAD の開発商品「PUU」。
バスウッドを使用したウッドブラインド。

ウッドブラインド

取付注意  お取付けになる前にお読みください。 

◯取付けにはドライバー（電動）、キリ（ドリ
ル）などの工具が必要になります。◯取付け
の際、部品等の落下にご注意ください。◯付
属部品のビスは木部用です。木部以外（石膏
ボード・コンクリート・鉄板等）への取付けは
できません。◯下地の木部の厚さは１㎝以上
必要です。◯製品重量に耐えられる下地に取
付けてください。◯屋外や浴室等、湿気の多
い所では使用しないでください。

　　　　　取扱注意　ご使用になる前にお読みください。 

◯お子様をロールスクリーンで遊ばせないようご注意ください。製品の落
下等により思わぬ事故を招く恐れがあります。◯火のそばでは危険ですの
で使用しないでください。スクリーンやコードが燃えたりして危険です。◯
製品に物をかけたりぶら下がったりしないでください。◯風が強い時はス
クリーンを上げるか窓を閉めてください。◯製品に衝撃（物をぶつける、
振り回す等）を与えないでください。◯製品は分解しないでください。◯
製品の動く範囲内に人や動きを妨げるものがないことを確認してから操作
してください。けがをしたり、ものが破損する場合があります。    

【警告】 

【注意】 

【警告】 

【注意】 

＊California WOOD'n rollの裾ウッドはオプションになります。＊器具、パーツはタチカワブラインド製です。
＊取付けにはドライバー（電動）、キリ（ドリル）などの工具が必要になります。

Attention!! ご購入前に下記の件を必ずご確認ください。

6cm以上 

ブラケット

11cm

室
外
側

室
内
側

カーテンボックス全体の奥行が11cm以上 ビス取付位置から室外側つきあたりまでの
奥行が 6cm 以上

＜例＞右操作
スクリーン（生地）の幅は、
製品幅 -3.5㎝となります。
操作側：2㎝
非操作側：1.5㎝

注 1 ：  カーテンボックス内への取付には
以下の奥行が必要となります。

取付必要寸法 制作が可能な範囲（製品幅）
注2 ：  操作タイプによって、制作できる範囲と生地

の幅が変わります。オーダー頂いた幅が製
品幅となります。ご注意ください。

（税抜き）

30-50㎝ 51-80㎝ 81-120㎝ 121-160㎝ 161-200㎝

〜 H80㎝
アルミバー ¥10,000 ¥12,000 ¥16,000 ¥19,000 ¥21,000

ウッドボトムバー ¥12,500 ¥17,000 ¥23,500 ¥29,000 ¥33,500
〜 H120㎝

アルミバー ¥11,000 ¥14,000 ¥19,000 ¥21,000 ¥24,000
ウッドボトムバー ¥13,500 ¥19,000 ¥26,500 ¥31,000 ¥36,500

〜 H160㎝
アルミバー ¥12,000 ¥15,000 ¥21,000 ¥24,000 ¥26,000

ウッドボトムバー ¥14,500 ¥20,000 ¥28,500 ¥34,000 ¥38,500
〜 H200㎝

アルミバー ¥13,000 ¥17,000 ¥23,000 ¥27,000 ¥29,000
ウッドボトムバー ¥15,500 ¥22,000 ¥30,500 ¥37,000 ¥41,500

〜 H240㎝
アルミバー ¥14,000 ¥18,000 ¥26,000 ¥29,000 ¥33,000

ウッドボトムバー ¥16,500 ¥23,000 ¥33,500 ¥39,000 ¥45,500

仕上り丈 仕上り幅

価格表

  木のぬくもりとスタイリッシュなデザイン、機能を兼ね備えています。
  家具と色を合わせコーディネートすることができます！

【取り付け上の注意】
●ウッドブラインドを付ける
ブラケットは付属のビスで取
り付けをします。木部以外（石
膏ボード、コンクリート、鉄板）
には取り付けができません。 
●ブラケットを取り付けるビ
スの下地は、木部の厚さが1.5
㎝以上必要になります。 ●火
のそばでのご使用は大変危
険ですのでおやめください。 
●屋外や浴室など湿気の多
い場所でのご使用は避けてく
ださい。 ●カーテンボックス
に取り付ける場合はボックス
の幅が7㎝以上ないと取り付
けができません。

価格表 既製品・オーダーともに税抜き価格です。

●イージーオーダーの場合は、操作位置（右・左）を選んでご指定ください。●価格は
メーカー希望小売価格（税抜き）です。取付け費は含まれておりません。●最大製作
可能面積：2.0㎡ ●表中の  の部分で2.0㎡を超えるものは製作できません。
●操作位置は右・左のどちらかをお選びください。◯高さ寸法は3㎝の誤差が生じる
場合がありますのでご了承ください。

オーダー

33〜60㎝ 61〜80㎝ 81〜100㎝ 101〜120㎝ 121〜140㎝ 141〜150㎝ 151〜160㎝ 161〜180㎝ 181〜200㎝
30〜80㎝ ¥17,600 ¥21,000 ¥23,300 ¥25,700 ¥30,800 ¥33,300 ¥33,600 ¥36,000 ¥38,300

81〜120㎝ ¥21,600 ¥26,600 ¥30,200 ¥33,800 ¥37,600 ¥41,000 ¥41,300 ¥44,700 ¥48,000
121〜150㎝ ¥24,000 ¥29,500 ¥33,900 ¥37,800 ¥42,600 ¥46,800 ¥47,100 ¥51,300
151〜180㎝ ¥26,000 ¥32,400 ¥37,500 ¥42,500 ¥47,700
181〜200㎝ ¥29,200 ¥34,300 ¥39,900 ¥45,400
201〜230㎝ ¥31,400 ¥37,200 ¥43,600

幅高さ88㎝
108㎝ ¥9,600
138㎝ ¥12,900
183㎝ ¥16,100

幅高さ

既成品

◯既成品はすべて右操作です。
◯オーダー品と取付け金具の

仕様が違います。

振り分け操作になる場合
製品幅が33〜44㎝の時は、振り分け操作になります。
指定された操作位置は、昇降コードの位置になります。
チルトポールの位置は、昇降コードと反対側になります。 
例：左操作 左に昇降コード、右にチルトポール

Attention!!

❶ 昇降コードを引くと、ブラインドのスラットが上
がります。 ❷ 昇降コードを引き外側に傾けると、
途中で停止します。 ❸ スラットを下げる場合は、軽
く昇降コードを引き、内側へ傾けて手を緩めます。 
❹ チルトポールを左右に回転させるだけで、スラッ
トの開閉操作ができます。

※昇降操作をする前には、必ずスラットを水平な状
態にしてください。

操作方法

３ 2

1

昇降操作 開閉操作

昇降コード

チルトポール

ご希望のサイズで作れます ! 

とてもお得です !!

●価格はバランス込みの金額です。

【配送について】 2018年4月より配送会社の事情により、幅140㎝を超えるウッドブラインドのお客様宅へのご配送はお受けすることができません。

遮光
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3 種類のスタイルと 5 種類の生地価格からお選びいただけます。

Wave Salad オーダーカーテン価格表

Order Curtain Price List
 Attention!!  を必ずご確認ください。

より美しい仕上りをあなたに。

カーテン オプション

Curtain Option 

通常のカーテン仕上げ端を12㎝延して、カーテンを巻き込
むように仕上げます。カーテンを巻き込むことで、光漏れや、
冷気・熱の侵入を防ぎます。夏・
冬の冷暖房効率アップや節電
になります。

リターン縫製 12㎝ ¥750
（税抜き）片側 1 か所

◯リターン専用レール、専用キャップがついたレール、通常のWレールのレース用フックに取付けることも可
能です。 ◯リターン仕様は仕上がり幅が片開き12㎝、両開きの場合は24㎝程大きくなりますので販売価格帯
がかわる場合があります。 ◯リターン縫製はご指定のサイズを承ることはできません。（リターンフックまで
10㎝、ミミ幅2㎝）　◯リターン縫製は通常の納期では無く、オプション仕様の納期でのご対応になります。

Attention!!

リターン縫製

【例】 C   幅200㎝×丈240㎝
1.5倍 両開きカーテン ￥10,000に左右リターン加工をつけると…
サイズ200㎝＋（リターン12㎝×2）＝224㎝  リターン付オーダーサイズ
15,000＋（750×2）＝￥16,500

プリーツカーテン 1.5倍ひだ
スタンダードスタイル

カーテンの仕上がり幅に対して
約1.5倍の生地をつかいます。
ひだ山が２つであらゆる生地に合う
スタンダードなスタイルです。

共生地タッセル 1 本　￥500

仕上り丈  〜 100㎝※ 〜 200㎝ 〜 300㎝ 〜 400㎝

〜240㎝ 
(+10㎝ 毎 )

A ¥3,000 (+¥300) ¥6,000 (+¥600) ¥9,000  (+¥900) ¥12,000 (+¥1,200)

遮光裏地付縫製価格  
B ¥4,000 (+¥400) ¥8,000 (+¥800) ¥12,000 (+¥1,200) ¥16,000  (+¥1,600)

遮光裏地付縫製価格 ¥8,000 (+¥800) ¥16,000 (+¥1,600) ¥24,000  (+¥2,400) ¥32,000 (+¥3,200)

C ¥5,000 (+¥500) ¥10,000 (+¥1,000) ¥15,000 (+¥1,500) ¥20,000  (+¥2,000)

遮光裏地付縫製価格 ¥9,000 (+¥900) ¥18,000 (+¥1,800) ¥27,000 (+¥2,700) ¥36,000 (+¥3,600)

D ¥6,000  (+¥600) ¥12,000 (+¥1,200) ¥18,000 (+¥1,800) ¥24,000  (+¥2,400)

遮光裏地付縫製価格 ¥10,000  (+¥1,000) ¥20,000  (+¥2,000) ¥30,000  (+¥3,000) ¥40,000  (+¥4,000)

E ¥7,500  (+¥750) ¥15,000  (+¥1,500) ¥22,500 (+¥2,250) ¥30,000  （+¥3,000)

遮光裏地付縫製価格 ¥11,500  (+¥1,150) ¥23,000  (+¥2,300) ¥34,500  (+¥3,450) ¥46,000  (+¥4,600)

※このサイズでの両開き（2枚）の縫製は出来ません。片開き（1枚）の縫製となります。　
●レース・薄地生地での共生地タッセルは中の芯地が透けてしまう為、見栄えの問題からおつくりすることができません。

（税抜き）

価格
ランク

仕上がり
幅

ストレートカーテン  プリーツなし
フラットスタイル

プリーツの無いフラットな仕様。
フラットカーテンとも呼びます。
生地のデザインが
お楽しみいただけます。

共生地タッセル 1 本　￥500

仕上り丈  〜 140㎝※ 〜 280㎝ 〜 420㎝ 〜 560㎝

〜240㎝ 
(+10㎝ 毎 )

A ¥3,000 (+¥300) ¥6,000 (+¥600) ¥9,000  (+¥900) ¥12,000 (+¥1,200)

遮光裏地付縫製価格  
B ¥4,000 (+¥400) ¥8,000 (+¥800) ¥12,000 (+¥1,200) ¥16,000  (+¥1,600)

遮光裏地付縫製価格 ¥8,000 (+¥800) ¥16,000 (+¥1,600) ¥24,000  (+¥2,400) ¥32,000 (+¥3,200)

C ¥5,000 (+¥500) ¥10,000 (+¥1,000) ¥15,000 (+¥1,500) ¥20,000  (+¥2,000)

遮光裏地付縫製価格 ¥9,000 (+¥900) ¥18,000 (+¥1,800) ¥27,000 (+¥2,700) ¥36,000 (+¥3,600)

D ¥6,000  (+¥600) ¥12,000 (+¥1,200) ¥18,000 (+¥1,800) ¥24,000  (+¥2,400)

遮光裏地付縫製価格 ¥10,000  (+¥1,000) ¥20,000  (+¥2,000) ¥30,000  (+¥3,000) ¥40,000  (+¥4,000)

E ¥7,500  (+¥750) ¥15,000  (+¥1,500) ¥22,500 (+¥2,250) ¥30,000  （+¥3,000)

遮光裏地付縫製価格 ¥11,500  (+¥1,150) ¥23,000  (+¥2,300) ¥34,500  (+¥3,450) ¥46,000  (+¥4,600)

（税抜き）※このサイズでの両開き（2枚）の縫製は出来ません。片開き（1枚）の縫製となります。　
●レース・薄地生地での共生地タッセルは中の芯地が透けてしまう為、見栄えの問題からおつくりすることができません。

価格
ランク

仕上がり
幅

1 2

カーテン1枚のサイズが上記表サイズを超える場合、生地幅の都合上、
左写真のように生地をはぎ合わせて縫製しています。（ワイドレースを除く）

＜生地のはぎ合わせの位置について＞

◯  上記仕上り例になります。仕上りサイズに合わせヒダ間、ヒダ個数、ヒダ山高さは変動します。

Attention!!   カーテンのヒダは自動機で縫製していますのではぎ合わせの位置のご指定はお受けできません。

例　1.5倍ヒダ 幅150㎝の場合（片開き）
片開き、はぎ合わせ位置は右に入ります。

100㎝ 50㎝

はぎ

例　1.5倍ヒダ 幅300㎝の場合［両開き（2枚）］
両開き、はぎ合わせ位置は左右均等に入ります。

100㎝ 50㎝

はぎはぎ

100㎝50㎝

継ぎ例

（例）1.5倍ヒダの場合：1枚のカーテンが100㎝
を超える商品は生地幅の都合上、生地をはぎ合
わせて縫製しています。

巾 100㎝【生地のはぎ合わせについて】

1.5 倍ひだ 101㎝
2 倍ひだ 76㎝

ストレート 141㎝

形態安定加工* 出来上がりから美しい均一なウエーブをお楽しみ頂けます。

薬剤を使わず、高温スチームで生地に型をつけ成型する環
境にとても優しい加工です。高温でスチーム加工する為、
生地はポリエステル100％の商品に限定しています。アイロ
ンや熱に弱いので、お洗濯は水洗いでお願いします。

◯加工できる商品は商品名後ろの＊印がついた、素材がポリエステル100％、同等の生地を対象にしています
が＊印のない商品は加工に不向きのため、対象外とさせていただいています。◯加工できるサイズは制限が
あります。1.5倍ヒダ 巾820㎝以下の両開き、または巾410㎝以下の片開き、丈300㎝まで加工が可能です。2
倍ヒダ 巾620㎝以下の両開き、または巾310㎝以下の片開き、丈300㎝まで加工が可能です。◯ハトメカーテ
ン、ストレートカーテンでの形態安定加工はできません。◯形態安定加工は通常の納期では無く、オプショ
ン仕様の納期でのご対応になります。

Attention!!

（税抜き）

〜100㎝ 〜200㎝ 〜300㎝ 〜400㎝
1.5倍ヒダ ¥500 ¥1,000 ¥1,500 ¥2,000
2倍ヒダ ¥1,000 ¥1,500 ¥2,000

巾丈300㎝

防炎ラベル 防炎

1枚　200円（税抜き）＊片開き1枚、両開きは2枚必要になります。
WAVE SALADの防炎カーテンには消防庁の登録番号が記載された防炎ラベル（有償）を取り付けることができます。

消防法第8条３により定められた高層建築物（高さ31mを超える建築物）、地下街、消防法施行令第4条３で規定している防火対象物　公会堂または
集会場、カフェ、料理店、飲食店、旅館、ホテル、幼稚園、学校、スタジオには防炎性能を有するカーテン（防炎カーテン）を使用しカーテン1枚ごとに防
炎ラベルを取り付けるよう、法令で義務付けられています。WAVE SALADは一般住宅にも防災意識の高まりから防炎カーテンをお勧めしています。

防炎カーテンは、燃えないわけではありません。炎が燃え移った時に爆発的に燃え広がらない加工をしたカーテンです。
WAVE SALADの防炎カーテンは、洗っても落ちない防炎機能が付与されています。

New!   

ハトメカーテン
フレンチ、北欧スタイルで人気の高いシンプルでモダンな
印象のハトメカーテン。ストレートカーテンの金額にオプ
ション料金でご対応いただけます。カーテンポールと組み
合わせた上級スタイルインテリアから収縮ポールと組み合
わせてお部屋の間仕切りカーテンとしてもお使いいただけ
ます。レール幅に対して、1.3倍以上がオーダー幅の目安に
なります。

（税抜き）

〜140 〜280 〜420 〜560

ハトメ加工
オプション料金 ¥5,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000

仕上り幅
仕上り丈

【例】 C  幅140㎝ 丈240㎝のハトメカーテン

ストレートカーテン
￥5,000

ハトメカーテン加工費
￥5,000

完成
￥10,000

Attention!! ◯採寸はポール上端からになり、カーテンの総丈は注文サイズにたいして2.5㎝長くなります。◯洗濯方法は
ドライクリーニングのみとなります。◯幅140㎝を超えるハトメカーテンは生地幅の都合上、生地をはぎ合わ
せて縫製しています。◯ハトメのサイズ、間隔、個数のご指定はお受けできません。

3㎝3㎝ 内径4.6㎝内径4.6㎝

2.5㎝2.5㎝

P22 Euro Styleカーテンポールをご利用の際のご注意
◯長さ1.2 〜 2.1m、1.7 〜 3.1mのカーテンポールには中央にブラケットが設置され、片開きでご使用はで
きません。両開きの場合、中央ブラケット分のすき間が空きます。（約 1.5㎝） ◯ハトメサイズ外径70㎜ 内径
46㎜ ハトメの内径は市販されている直径35㎜の太さのポールまでご対応いただけます。◯薄地・レー
スカーテンでのハトメカーテンはハトメ部分がほつれるため、おつくりすることができません。
ハトメカーテンは通常の納期ではなく、オプション仕様の納期でのご対応となります。

ウェイトテープ お客さまのご要望により対応ができるようになりました。

（税抜き）
1.5 倍ひだ 〜 100㎝ 〜 200㎝ 〜 300㎝ 〜 400㎝
ストレート 〜 140㎝ 〜280㎝ 〜420㎝ 〜560㎝

価格表 ¥1,500 ¥3,000 ¥4,500 ¥6,000

2 倍ひだ 〜 100㎝ 〜 200㎝ 〜 300㎝ 〜 400㎝
価格表 ¥2,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥8,000

◯ワイドレースで裾がウェイトテープ仕様の商品には追加料金が掛かりません。◯ドレープ（厚地カーテ
ン）、下記のレースカーテンは生地の特性でウェイトテープ仕様にすることが出来ません。Friet 500500 〜
01、Karami 500400 〜 11、Cord Lace 000410、Thick Lace 000522 〜 32、Alumu 001900 〜 19、Santafe 
002000 〜 01、Aydin　010400 〜 03、Paisley Lace　720300 〜 09、Kardes 721012 〜 20、Matume 
Lace 721202 〜 08、Behind 010121 〜 23、500800 Carita、P16 Saoirse、Amanda、Cheryle、Barbara、
Lindsay　◯ウエイトテープ加工は通常の納期でのご対応になります。

Attention!!

ウェイトテープとはステンレス球を鎖状にして布でくるんだ
テープを裾にオーバーロックで縫製をしたものです。 裾全
体に均等の重さを加えることで、裾がスッキリと美しく見え、
軽やかでなめらかなドレープを演出します。 レースの中で
は透明なボイル生地に向いています。

503755 アイビー WH
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お客さまの声から生まれた小さい窓、キッチンにつかえるお得なカーテン
直径 20㎜以下のテンションポールにあわせることができます。

HAPPY SALAD A
お得な高機能レースカーテン

SMART SALAD B
スマートな価格帯の商品

WAVE SALAD / RIDEAU C
WAVE SALAD：天然素材をつかったカジュアルなシリーズ
Rideau：形態安定加工がついたシンプル・エレガントシリーズ

PLUG SALAD D
トレンド商品・セレクト商品
限定品シリーズ

NATURAL SALAD / SAFE WAVE  E
NATURAL SALAD：天然素材カーテン
SAFE WAVE：高機能カーテン

Attention!!

○カーテンの仕上がりサイズは、ご注文サイズを採寸した物をもとに、仕上がりサイズをつくります。その為、採寸したサイ
ズより大きくなることがあり、価格が変わることがあります。 ○ご注文は1㎝単位で承りますがカーテン生地素材の特性上±
1㎝の誤差が生じる時があります。湿度が多い時期には伸び、乾燥・お洗濯で縮みが生じます。誤差が出た場合はアジャス
ターフックで調整をお願いします。◯天然素材の商品についてはP7の天然素材のカーテンについてをご参照ください。

【仕上がりサイズについて】
○オーダーカーテンは受注生産の為、変更、ご解約に応じられない事をご注意ください。 ○ご注文を頂いてからの生産
になりますので納期に7日〜 10日程かかります。納期については販売店にご確認をお願いします。 ○掲載されている商品
は予告なく欠品、廃盤、又は生産終了になる場合がございます。 ○在庫については販売店にご確認をお願いします。○ヒ
ダ間、ヒダ個数、ヒダ山高さのご指定はできません。

【オーダーについて】

素材：ポリエステル 100％
遮光：生地 3 級

（ドレープカーテンと合わせて 2 級以上）
特徴：生地が柔らかいのでドレープ感を楽しみたい窓や幅のサイ
ズが大きな窓にお使いいただけます。まとめたときのふくらみが
広がりにくく抑えられます。

＜ 遮 光 裏 地  B E ＞

表 裏

素材：表/ポリエステル80％ 綿20％
 裏/アクリル樹脂コーティング
遮光：1級
特徴：裏地の生地にコーティングをしていますので張りがあり、重さが
あります。断熱・防音効果に優れ遮光効果も抜群です。表地に裏地の
色が移らないので淡、明色に向いています。

＜ E c o - u r a  B E・B R ＞

裏表BR

BE

・遮光裏地縫製とは遮光機能がある生地をつけて縫製したものです。遮
光機能と断熱の効果もあります。

・機能に合わせ２タイプの裏地をお選びいただけます。

・縫製価格はカーテンの形状によって異なります。詳しくは、価格表の『遮
光裏地付縫製価格』をご確認ください。

○お洗濯について、表生地と裏地との織り、素材の違いがございますので、一度クリーニン
グ屋さんにご相談ください。 ○遮光裏地縫製は綺麗なスタイル、機能を高める為にドレー
プカーテンと裏地を一緒に縫製しています。その為、裏地の取り外しはできません。取り外
しが出来る遮光裏地はカタログP13 Ato-uraをご参照ください。

Attention!!

遮光裏地縫製 カーテンを永く愛用したい、遮光性や冷暖房効率を良くしたい。

サイズ：幅140㎝まで丈100㎝のポール通し仕様。ポールを入れる幅5㎝・スソ5㎝折り返
しスペース上部 ミミ付き 高さ2㎝ 総丈 ミミを含め100㎝までお作りすることができます。

カフェカーテン アクセサリー感覚でつかえます。シェードとの相性は抜群です。 価格表

〜 140㎝ ※

〜 100㎝

 A ¥ 2,100
 B ¥ 2,600
 C ¥ 3,500
 D ¥ 4,400
 E ¥ 5,000

仕上り丈 仕上り幅

◯価格は全て1枚（片開き）の税抜き価格です。 ◯ヒ
モタッセルの長さは60㎝ 小窓専用になります。カー
テンにつかうことはできません。  ◯Plain（プレーン）
010301~04、Soffen（ ソ フ ン ）010202、Emy（ エ ミ ー）
001801 〜 02、スソウエイトテープ加工のレース カーテ
ンのスソは5㎝折り返しになります。

Attention!!

小窓カーテン 縦長窓や、階段の小さな窓におすすめ！

サイズ：幅140㎝まで丈100㎝のポール通し仕様。ポールを入れる幅5㎝・スソ5㎝
折り返し。総丈100㎝までお作りすることができます。

テンションポールでの取付けの為、窓を覆うような使いかたより目線の位置やポイン
トで使うことをおすすめします。高さは窓のサイズ5㎝位小さめにつくることをお勧
めします。幅は1.2倍〜 2倍が目安、レース生地なら140㎝フルサイズでドレープ感を
たっぷり出すのが おすすめです。手で触ってみて硬い生地や厚地の生地はまとまり
にくくなりますのでご注意ください。

プリーツカーテン 2倍ひだ
エレガントスタイル

共生地タッセル 1 本　￥500

カーテンの仕上がり幅に対して
約２倍の生地をつかいます。ひだ山が
３つでプリーツがきれいに見えドレープが
豊かになり、スタイリッシュにまとまります。

小窓カーテン・カフェカーテン

Small Window Curtain / Cafe curtain

（税抜き）

サイズ 45㎝×45㎝ （ファスナー付き） ¥ 1,500
◯中材は別売り

○クッションカバー単品でのオー
ダーはお受けすることができま
せ ん。 ○ オ ーダ ー カ ー テン・
シェードと合わせてご注文を承り
ます。 ○レース・薄地生地、下
記　クッションカバーに不向きな
生地でのオーダーはできません。
00、01、50、60、72、73、96品番
レース生地（Frietを除く） ○クッ
ションカバーの柄位置の指定は
できません。

オーダーカーテン・シェードに合わせてクッション 
カバー（45㎝× 45㎝）のオーダーができます。

プラスオーダークッションカバー

+Order Cushion Cover

テンションポールでの取付けの為、窓を覆うような使いかたより 目線の位置やポイン
トで使うことをおすすめします。高さは窓のサイズ30％くらいのサイズがカフェカー
テンの平均サイズ 幅は1.2倍〜 2倍が目安、レース生地なら140㎝フルサイズでド
レープ感をたっぷり出すのが おすすめです。手で触ってみて硬い生地や厚地の生地
はまとまりにくく なりますのでご注意ください。

3

ミミ付き
高さ2㎝

総丈

100㎝

〈左写真〉
カフェカーテン 

【例】
★★ 幅140㎝×丈50㎝

￥3,500（税抜き）

〈左写真〉
小窓カーテン
2枚・ヒモタッセル2本

 【例】
★★幅70㎝×丈100㎝2枚
ヒモタッセル2本

￥8,000（税抜き）

100㎝

100㎝
ミミなし

Attention!!

A：その場合はストレートカーテンのサイズ、金額で対応できます。
　   ポール通し5㎝、裾5㎝または、ポール通し10㎝、裾10㎝を選ぶことが可能です。 
　    製品サイズが金額になります。

Q：カフェカーテン、小窓カーテン  規定サイズを超える物をつくることはできますか？Q & A ヒモタッセル1本 ￥500（税抜き）

写真：ヒモタッセル2本

○小窓・カフェカーテンが作れない商品があります。Chester 002301〜18、Mopti 
010519、P16 Saoirse、Amanda、Cheryle、Barbara、Lindsay
※縦リピートが100㎝超えている為、作成することができません。
※小窓・カフェカーテンの、柄位置の指定はできません。

Attention!! 仕上がりサイズについて

仕上り丈  〜 100㎝※ 〜 200㎝ 〜 300㎝ 〜 400㎝

〜240㎝ 
(+10㎝ 毎 )

A ¥4,000 (+¥400) ¥8,000 (+¥800) ¥12,000 (+¥1,200) ¥16,000  (+¥1,600)

遮光裏地付縫製価格  
B ¥5,000 (+¥500) ¥10,000 (+¥1,000) ¥15,000  (+¥1,500) ¥20,000  (+¥2,000)

遮光裏地付縫製価格 ¥10,000  (+¥1,000) ¥20,000  (+¥2,000) ¥30,000  （+¥3,000) ¥40,000  (+¥4,000)

C ¥6,000  (+¥600) ¥12,000 (+¥1,200) ¥18,000 (+¥1,800) ¥24,000  (+¥2,400)

遮光裏地付縫製価格 ¥11,000  (+¥1,100) ¥22,000 (+¥2,200) ¥33,000 (+¥3,300) ¥44,000  (+¥4,400)

D ¥9,000  (+¥900) ¥18,000  (+¥1,800) ¥27,000 (+¥2,700) ¥36,000 （+¥3,600)

遮光裏地付縫製価格 ¥14,000 (+¥1,400) ¥28,000  (+¥2,800) ¥42,000  (+¥4,200) ¥56,000   (+¥5,600)

E ¥10,000  (+¥1,000) ¥20,000  (+￥2,000) ¥30,000  （+¥3,000) ¥40,000  (+¥4,000)

遮光裏地付縫製価格 ¥15,000 (+¥1,500) ¥30,000  （+¥3,000) ¥45,000  (+¥4,500) ¥60,000  (+¥6,000)

（税抜き）※このサイズでの両開き（2枚）の縫製は出来ません。片開き（1枚）の縫製となります。
　●レース・薄地生地での共生地タッセルは中の芯地が透けてしまう為、見栄えの問題からおつくりすることができません。

価格
ランク

仕上がり
幅
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Attention!!

◯テンションポールの耐荷重は2㎏。 ◯突っ張る
箇所を傷つけないように必ず壁の強度をご確認く
ださい。 ◯火のそばや高温となる所には取付けな
いでください。 ◯必ず水平に取付けてください。
取付け範囲内でご使用ください。 ◯子供が寄りか
かったり、製品で遊ばないように十分注意してくだ
さい。

おしゃれな専用フック
が2個ついています。

アンティークスタイルのアイアン素材のテンションポール、玄関や階段の
小窓にカフェカーテンと組み合わせてお使いいただけます。ちょっとしたス
ペースのハンギングとしてアクセサリーを掛けたり、アイデア次第で色々お使
いいただけます。 

つっぱり棒Tension Pole

◯カラーはプレーンなシルバー色、真
鍮をイメージしたブラス色、シックなブ
ラック色の3種類。
◯サイズは窓枠サイズ、スペースのサ
イズに合わせて3種類
◯ポール太さ  φ13㎜

シェフィールドテンションポール
Sheffield Tension Pole

SL BR BK

デコラティブなエンブレムモチーフ  H38㎜Emblem 

S M L
Emblem SL 613837 613844 613851
Emblem BR 613868 613875 613882
Emblem BK 613899 613905 613912
Flower SL 613745 613752 613769
Flower BR 613776 613783 613790
Flower BK 613806 613813 613820

サイズカラー

SL BR BK

クラシックなフラワーモチーフ  H43㎜Flower 

　（税抜き）

Sサイズ 30〜45㎝ ¥1,900
Mサイズ 45〜70㎝ ¥2,900
Lサイズ 70〜110㎝ ¥3,900

ポールのカラーに合わせてお使いいただけます。

カーテンクリップCurtain Clip

63093
BK

63094
SL

63095
BR

size φ4㎝ × H6.5㎝ 　6コ入り  ¥380（税抜き）

アイアンポールで窓を飾りましょう。

ユーロスタイル　アイアンポール プレーン

Euro Style Iron Pole Plane

フランス製 天然素材 タッセルAccessories for curtain decorations made in France

Color Cotton Jute
品番 508916 508917
Size ロープ35㎝・タッセル20㎝

1本 ¥2,900（税抜き）

綿・麻素材の天然石がついたタッセル

Stone Tassel Kairouan  ストーンタッセル カイロアン 

コットン ジュート

Color Cotton Jute
品番 508918 508919
Size ロープ35㎝・タッセル20㎝

1本 ¥2,400（税抜き）

綿・麻素材のプレーンタッセル

Rope Tassel Morzine  ロープタッセル モルジン 

ジュートコットン

Color Cotton Jute
品番 508902 508903
Size 60㎝

1本 ¥2,400（税抜き）

綿・麻素材のワーヤー入りタッセル

Flexible Tassel Bizerte  フレキシブルタッセル ビゼルテ

ジュートコットン

フレンチスタイルや北欧スタイルでみるアンティーク調のアイアンポール、窓を装飾するのはカーテンだけではありません。
レールからカーテンポールに替えるだけでエレガントでいてシックな空間を演出します。wave saladがご提案するポールですので、
とてもリーズナブルです。取付けは簡単ではないですが、その部分も楽しんでお気に入りのカーテンと組み合わせてみてください。 size幅 0.7〜1.2ｍ 

シングル ¥2,200　ダブル ¥4,200
size幅 1.2〜2.1ｍ

シングル ¥3,200　ダブル ¥5,200
size幅 1.7〜3.1ｍ

シングル ¥5,200　ダブル ¥7,200

価格表価格 ※全て税抜き

部品表
品番 レール

本体 ブラケット リング
ランナー

ブラケット
取付けネジアンティーク BK アンティーク WH

0.7〜1.2ｍ  シングル 508801 508807 1本 2個 11個 4本
0.7〜1.2ｍ  ダブル 508802 508808 2本 2個 22個 4本
1.2〜2.1ｍ  シングル 508803 508809 1本 3個 22個 6本
1.2〜2.1ｍ  ダブル 508804 508810 2本 3個 44個 6本
1.7〜3.1ｍ  シングル 508805 508811 1本 3個 34個 6本
1.7〜3.1ｍ  ダブル 508806 508812 2本 3個 68個 6本

品番 品名 カラー
508747 ホルダー WH
508746 ホルダー BK

材質 スチール／カーテンをまとめ
るホルダーです。※ホルダーへフィ
ニアルも取付けることができます。

Holder カーテンホルダー
2個1セット  ¥1,700（税抜き）

品番 品名 カラー
508755 アイビー WH
508749 アイビー BK

品番 品名 カラー
508758 マスト WH
508752 マスト BK

品番 品名 カラー
508760 ロール WH
508754 ロール BK

材質 スチール／専用のフィ二アルを交換することでシンプルからシック・エレガントに変わります。
個性的な3種類のデザインの中からお選びいただけます。

Finial フィニアル
２個1セット  ¥ 600（税抜き）

Attention!! ◯お手入れは、から拭きでお願いします。 ◯カーテンポール本体やカーテンを強い力で引っ張ったり、ぶらさがったりしますと変形したり、破損、落下の原因になります。
危険ですのでおやめください。 ◯本製品はカーテン、装飾品を下げるために設計されたものです。右記製品耐荷重を目安にお使いください。

サイズ 耐荷重
0.7〜1.2ｍ 3kg

1.2〜2.1ｍ / 1.7〜3.1ｍ 5kg

質感のあるアンティーク塗装は2色　スタイルに合わせてお選びいただけます。

アンティーク ブラック BK アンティーク ホワイト WH

シングル用
ブラケット リングランナー 取付けネジ

ダブル用
ブラケット

レール本体にはシンプルな
プレーンキャップがついています。
専用ブラケット、リングランナー、
取付けネジ、全てがセットになっています。

間仕切り
カーテンに！

ハトメ
カーテンに!

ハンギング
オブジェに！

取付け上の注意：◯この製品は木部取付け専用になっています。
取付け場所が厚さ10㎜以上の木部である事をご確認の上、取付
けてください。 ◯取付け専用ネジの長さが30㎜ですので15㎜を
超えるボードの下地に取付ける場合は市販の必要な長さのネジ
をお求めください。 ◯1.2m〜2.1m、1.7m〜3.1mのポールをお
取付の場合、ブラケットが中央につきますのでカーテンの片開き
仕様はできません。 ◯カーテンの総重量 0.7〜1.2m 3㎏ 以内／
1.2m〜2.1m、1.7m〜3.1m ５㎏以内であることをご確認の上、取
付けてください。
取付時の注意：◯取付けに際しては付属部品等の取り扱いには、
けがをしない様に十分にお気を付けください。 ◯小さいお子様
の手に触れない様にご注意ください。 ◯石膏ボード、中空ボード
へのお取付は必ず下地があることをご確認の上お取付ください。 
◯製品の改造、部品の改造、制限サイズ以上でのご使用は絶対に
しないでください。

プレーンキャップ取付け手順フィニアル取付け手順

②ポール先端に差し込みネジを締めます。 ※ポールの細い方には、
付属のパッキンをポールに取付けて、その上から固定してください。

①プレーンキャップのネジ
を少し緩めます。

②ホルダーの先端に取付け、
ネジを締めます。

ネジ ネジパッキン

細いポールの場合

①フィニアルのネジを少し緩めます。

ネジ ネジパッキン

細いポールの場合

ネジ ネジパッキン

細いポールの場合

ネジ ネジパッキン

細いポールの場合

取付け寸法図（㎜）

ランナー レール断面図シングルブラケット
ヨコ

ダブルブラケット
ヨコ

ブラケット幅 
15㎜

ブラケット幅 
15㎜

28 30 38

ユーロスタイル取扱方法

1.ブラケットの位置を決めます。
窓枠または壁面に取付け位置を決定しブラケッ
トの位置を決めます。 

【0.7〜1.2 m用】窓の両側2か所に取付けてくださ
い。※0.7〜1.2m用は中心のブラケットはござい
ません。

【1.2〜2.1m用／1.7〜3.1m用】窓の両側とセン
ターの3か所に取付けてください。

2.ブラケットを固定します。
①先にブラケットの上側を固定するビスを壁面に固定します。
この時、最後まで閉めずに5㎜程度浮かせておきます。 ②ブラ
ケットの上側の大きい方の穴にビスを入れ、そのまま下に押
し込んでください。 ③ブラケットの下の穴にビスを取付けて
固定してください。
※石膏ボード・中空ボード壁の場合は木製下地が無いと取付け
できません。必ず木部か木下地に直接ネジ止めしてください。

3.レールの取付け。
①レール本体に必要な数のリングランナーとフィニアルの変
更があれば、あらかじめセットします。 ②セットしたレール本
体をブラケットに乗せて、長さの調節をしてください。 ③長さ
が決まったら、花ビスを手で締めてレール本体とブラケット
を固定してください。 ④レール本体の固定が確認できれば
取付け完了です。

フィニアル取付け寸法図（㎜）

プレーンキャップ アイビー ロール マスト

ホルダー取付け寸法図（㎜）
プレーンキャップ アイビー ロール マスト

▶︎ユーロスタイル　アイアンポールはお客様で取付けていただきます。価格には取付け、施工費用は含まれておりません。詳しくは販売店さんにお問い合わせください。取付けについて詳しくは次ページ Let's make Togetherをご参考ください。

ランナー レール断面図シングルブラケット
ヨコ

ダブルブラケット
ヨコ

ブラケット幅 
15㎜

ブラケット幅 
15㎜

28 30 38
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カーテンクリップ

ドライバー
Screwdriver
シャフトの長い磁石付のプラ
スドライバ ー があると便 利
です。狭い場所やインパクト
を使った後の最終の手締め
や音が出せない時などいろ
いろと必要です。

Motor Screwdriver
電動ドライバー インパクト

ドライバーと比べるとかなり簡単にネジが締
められ、作業効率が一気にはかどります。先が
ドライバー、ドリルに簡単に変更しやすい物
が良いでしょう。ドリルはネジを入れる前の
下穴開けにも使います。DIYには必須です！

Pencil
鉛筆

ちょっとしたマーキング、ビス位
置 などに使えます。鉛 筆 は 消し
ゴムで消せるのがベストです。

Stepladder
脚立

最近ではインテリアアクセサ
リーになるおしゃれな物もた
くさんあります。作業に必要
な高さの物を選びましょう。

Screw
ネジ

取付けネジは長さが足りなかったり、おしゃれじゃなかっ
たり別途準備しておくとよいでしょう。黒ネジなら見え
てもかっこよいです。シルバーのネジなら締め終わっ
たら頭をマジックなどで塗りつぶすのもアリです。

5mm

下地に当たると
途中で止まります。　

水平に穴をあけます。

窓枠外寸法

※1 窓枠上10～20㎝

※2 窓枠端から 7～20 ㎝

装飾レール

アイアンレール・カーテンレール・装飾レール取付け位置の目安

今回の取付けはユーロエレガンスのアイアンレールの取付けで

一般的な装飾レールの取付けになります。

装飾レールは正面付けでの取付けが一般的です。

カーテンレール・ポール取付け場所の確認と注意点

まずは取付け場所の周りを確認してください。

作業を進めていたら、エアコンがあったり、

クローゼットの扉が開かないなんてことは良くあります。

エアコン

クローゼットや
アコーディオンドア

壁面

【警告】 

【注意】 

※1  窓枠上10〜20㎝位置に取付
けると窓やカーテンのバランスが
良くなります。 ※2  幅はプレーンで
あれば片側+7㎝くらい、フィニアル
をつけるのであれば片側+20㎝く
らいが綺麗に見えます。

20㎝ 以上

①フィニアルを付ける場合

17㎝ 以上

②ダブルレールの場合

ユーロエレガンスの装飾レール

カーテンを美しく見せる事はもちろん、

機能的な光漏れなどを防ぐためにも取付け位置や

レールの長さをきっちり測って決めましょう！！

プレーンなら左右片側5㎝以上、フィニアルをつけるなら20㎝以上 ①、
ダブルレールなら正面17㎝以上 ②のスペースが必要になり、干渉物
がないことを確認してください。

ネジが
打てる場所

まずは建築業者、不動産屋さんにカーテンレール、シェードの取付け位置を相談することをお勧めします。取

付けたい窓枠上壁面のネジ打ちができる下地の位置は何㎝上までか、壁の厚さを確認することで、ネジの打ち

場所とネジの長さが確認でき作業が進められます。図は一般的なカーテンレール取付け下地の目安になり

ます。窓を支える両側の柱と中央の柱で窓を支えています。この柱と窓を覆う周り10㎝〜20㎝の柱はネジ打

ちが可能な下地がありますので、下地探しで必ず下地位置を確認して取付け作業をすすめてください。

壁にネジを打つ前に壁の構造を知っておきましょう。

【警告】 

【注意】 

シェード・ロールスクリーンのブラケット取付の参考にしてください。

【警告】 

【注意】 

一緒に作りましょう！

Let’s Make Together!

Before moving  はじめる前に Let's Try!

ブラケットをあててみて、取付け位置を確

認します。ネジ穴位置が決まったら、下地

探しをボードに差込み、壁内部の下地を

確認します。下地があることが確認できた

ら上、下ネジ位置に鉛筆でマーキングを 

します。

01

マーキングした位置に、インパクトをつ

かって下穴をあけます。ドリルを穴の位置

に対して水平に下穴をあけていきます。 

3.0㎜ドリルを使い下地 1㎝ くらいまであ

けるようにします。

02

上下の下穴をあけたらネジを打ちます。

上位置、ブラケットが引っかかるように

５㎜浮かせてネジをうちます。

03

ブラケットを取付け下穴にネジを打ちます。

04

左右ともにブラケットを取付けたらアイ

アンポールを仮置きします。長さを調整し

てリングを通してブラケットについている

ポール固定用のネジを締めて完成です

05

My DIY Tool ListMeasure
メジャー

まずは採寸から始まります。
スチール製のストッパー付が
使いやすいです。長さは３〜５
ｍ位の長さがあればベスト。

Metal Measure
曲尺 さしがね

直角や平行を確認するときに使え
ます。レールの取付け位置の出幅
や高さ決めなどに使えます。

Sensor
下地探し

電動式や細い針で下地を探
すタイプとあります。細い針
で 下 地を探 すプッシュ式 が
安くて使いやすいです。

カーテンレール・ポールを壁に取付けてみましょう。言葉ではとても簡単です

が、いざ何から始めるべきか、私も以前は説明書も読まずに、取付けてレール

が外れてしまったり、電動ドライバーでおもいっきり締めすぎて、ネジ山をつぶ

してしまったりと数々の苦く悲しい経験をしてきました。そんな私も今はポイン

トを押さえる事で作業がとてもスムーズに行えるようになりました。 まずは基

本工具を揃えること。それにつきます。家にある工具や100円ショップで売って

いる工具でも代用もできますが、ドライバーなどは手でネジを締めるととても

大変なので、電動ドライバー（インパクト）などがあるととっても簡単でネジを

締める事が楽しくなってきます。インパクトは先を変えるだけでドリルや組み

立て家具6角レンチ、ネジ締め、ワイヤーブラシなどいろいろ使えるので持って

いてもとても重宝します。このページで取付けに必要な基本工具をまとめま

した。下記には窓周りの基本的な構造なども記載しています。もしかしたら家

は違うみたいなことはあると思いますがその時はお家を建てた工務店さんに

確認いただくのが良いと思います。基本的な取付け手順をまとめてみましたので、

是非チャレンジしてみてください。

カーテンポールやシェードなどの取付け金具には取付けネジが付属して
いますが下地位置や下地材の厚さによりさらに長さが必要になることがあ
ります。付属ネジは3.5×25〜35㎜程度が多く長いビスが必要な場合は3.5
×40〜50㎜程度をつかいます。美しく仕上げるコツは下穴をしっかりあけ
る事です。ネジの取り付け位置が決まったら2.8、3.0の太さのドリルで下穴
をあけます。下穴をあけないと木割れ、ネジ山を崩す原因になります。

ネジについて

【警告】 

【注意】 

Point!   

Point!   



 窓枠や壁にシェードを取付ける場合は必ず器具を取付ける。
　 つけるネジが入れられるかご確認ください。

シェードご注文サイズの測り方

カーテン、シェードのご注文サイズの測り方について説明します。

How To Measure The Order Size ご注文サイズの測り方

カーテンの素朴な疑問にお答えします。
Mr.T のカーテン・シェード Q&A

Basic / Isola（BEを除く） / Regis / Zepher / Dessert / Treasure / Maril / 
Glitter / Gate / Rect / Seven / Wall / Beam / Union / Boutique / Alba / 
Tierno / Gare / Nash / Chris

●遮光生地採用アイテム 遮光

等級 1 級 2 級 3 級

遮光率 99.99％以上 99.80％以上
99.99％ 未満

99.40％以上
99.80％ 未満

照度 OLX以上
10LX以下

10LX 超え
200LX以下

200LX 超え
600LX以下

照度に関する
状態表現

人の顔の表情が
選別できない

人の顔あるいは
表情がわかる

人の顔はわかるが
事務作業には暗い

●遮光等級比較表

● POINT
・ もとからの遮光カーテンは色により遮光加減が変わってきます。生地サン

プルで光の加減を確認してみましょう。
・ 遮光裏地縫製は、お好みの生地に裏地をつけて遮光カーテンにすることがで

きます。遮光裏地は3級になり、表生地と合わせることで、2級程度の遮光率が
確保できます。 （注意）表生地の厚さ、色により多少変わることがあります。

Q：話題の機能カーテンを選ぶポイントを教えてください。
お部屋にあわせて機能カーテンを選ぶのがポイントになりま
す。リビングの大きな窓、日中よく使うお部屋には外から室内
を見えにくくするミラーカーテンがお勧めです。紫外線もカット
でき、太陽光からお肌や、床、家具をまもります。光を遮る遮
光カーテンは寝室などでお使いください。

A

Q：遮光カーテンってどんな機能？
昼間は外光を入れず、夜は部屋の光を外
に漏らさないのが遮光カーテンの特徴に
なります。遮光レベルと生地がお選びい
ただけます。WAVE SALADでは遮光でな
い生地に裏地をつけることで遮光カーテ
ンにすることができます。 遮光裏地縫合わせ例

A

●遮光比較例

Eco-ura （1 級） 遮光裏地 （2 級） なし

▶機能カーテンをご購入の前に！  まず目的を確かめて生地を選び
ましょう。候補が決まったらサンプルで確認することをお勧めしま
す。まずは確認してみましょう！！

04 シェードの操作タイプを選びます。03 シングルまたは
ダブルを選びます。

シングルは左、右の操作の指定が出来ます。 操作位置 生地に合わせ左・右の指定は出来ます。
片側 左・左、右・右の指定もできます。

[ シングル ]
左操作タイプ 右操作タイプ

[ ダブル ]
ダブル

シングル 1枚 ダブル 2枚

02 丈幅・丈を測る。

① 窓枠内側の幅
② 窓枠内側の丈

① 窓枠外側の幅
② 窓枠外側の丈
③ 窓枠外側から
　 床・家具まで

① レールの幅
② レールの底面から
　 窓枠外側まで
③ 窓枠外側から
　 床・家具まで①

② 

家具など置く場合注意

①

② 

③

①

② 

③
家具など置く場合注意

[ 腰窓 ]
● 窓枠内側に取り付ける場合 ● 窓枠外側/壁に取付ける場合 ● カーテンレ－ルに取り付ける場合

①

② 

①

② 
② 

①

● 窓枠内側に取り付ける場合 ● 窓枠外側/壁に取付ける場合 ● カーテンレ－ルに取り付ける場合
① 窓枠内側の幅
② 窓枠内側の丈

① 窓枠外側の幅
② 窓枠外側
　 から床まで

① レールの幅
② レールの底面
　 から床まで

[ 掃き出し窓 ]

01 吊りタイプを選ぶ。 ※ [ C ] 窓の木枠の厚さが10mmを越える場合、ブラケットスペーサー（別売）が必要になります。

[ A ] 窓枠の内側に
取り付ける場合

[ B ] 窓枠外側に
取り付ける場合

[ D ] カーテンレ－ルに
取り付ける場合

[ C ] 壁に
取り付ける場合

カーテンご注文サイズの測り方 必ずカーテンレールを取付けてから採寸をお願い致します。

ランナー
（フックを引っかける穴）

から測ります。

[ 一般的な金属レール ]

リングランナー
（フックを

引っかける穴）
から測ります。

[ 装飾レール・ハトメカーテン ]

ポール
上部から
測ります。

[ ハトメカーテン ]

[ 一般的な金属レール ]

巾はレールの端から端まで
の長さを測ります。

[ 装飾レール・ハトメカーテン ]

巾はレールキャップの付け根部分から
反対側の同じ付け根まで。

○一般的な 
　金属レール2本
　部屋側のカーテン

○カーテンBOX
 ・天井にレールが 
    取付けてある場合
○装飾レール
○一般的な金属レール2本
　外側のカーテン

[ 正面付け ] レールが隠れます。 [ 天井付け ] レールの下に取付けます。

＊ カーテンの仕上がりサイズは、ご注文サイズをもとに、仕上がりサイズを作ります。 仕上がりサイ
ズについては販売店よりお問い合わせください。

＊ オーダーカーテンは受注生産の為、変更、 ご解約に応じられない事を御注意ください。
＊ 採寸サイズに小数点が出た場合は切り捨てになります。 

（サイズを切り上げてしまうと収まらないことがあります。）

WAVE SALADでは、計測用のペーパーメジャーを用意しています。
販売店にお問い合わせください。

[ 紙メジャーの使用方法 ]
ランナーに紙メジャーフックをかけて寸法をお測りください。

[ 装飾レール・ハトメカーテン ]

[ 出窓の場合 ] A + B + C = 巾の寸法

レールの両端についている
ランナー止まりまで長さをCheck!!

[ 金属レール ]

巾は何㎝かな？

ココが
POINT1

01 はじめに幅を測ります。

02 丈を測ります。
腰窓の場合、丈は10㎝
〜 15 ㎝ を 足してご 希
望の長さにしてくださ
い。（ 上 記 は 一 般 的 な
目安になります。窓枠
の形状ちがい、家具な
どがある場合はご希望
の長さに記入してくだ
さい。）

丈は
 何㎝
  かな？

[ 掃き出し窓の場合 ]
ランナーの
下端から床までの
長さをCheck!!

[ 腰窓の場合 ]
2通りから
お選びの上、
長さをCheck!!

ココが
POINT210〜 15㎝

[ 出窓の場合 ]
ランナーの
下から窓台までの
長さをCheck!!

03 吊り方を選びます。
[ 取付フック ]
● 正面付け

レールが隠れる
タイプ

● 天井付け

レールが見える
タイプ

一般的な金属レール 

● ２本吊イメージ

(正) (天)

装飾レール、
カーテン
ボックス

(天) (天)

04  開き方を決めます。
[ 開き方 ] ● 片開き

（1枚仕立て）
● 両開き

（2枚仕立て）

05  タッセルを決めます。

タッセルが必要な場合、片開きは１本、
両開きは２本ご注文してください。

共生地タッセル 1 本：￥500（税抜き）

SHOP
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