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Create a new space.....

Feel the color



病院、学校、ホテルなど、

多様な空間で人を迎えるコントラクトカーテン。

不安を和らげる、前向きな集中力を引き出す、心と体を静かに癒す。

「目的」にあわせて最適な印象をつくりだす色彩の効果を活かし、様々な施設の空間づくりをお手伝いします。

色を感じる

Fe
el 

the
 co

lor



gentleness

relax

優しさ

爽やか

リラックス

youthfulness
若々しさ

希望

hope

refreshing

cool
クール

calm
冷静



PK1405

PK1131

PK1115

PK1313

PK1463

PK1217

PK1424

PK1002

PK1555

PK1065

PK1004

PK1399

色の持つ効果

私たちは毎日、たくさんの「色」に囲まれて暮らしています。

空、雲、草、花などの自然の色、そして信号機や看板などで目にする人工の色。

多くの「色」が日常の中に溢れ、私たちの心や身体に働きかけることが知られています。

その色の効果についてご紹介します。

THE SENSE of color

様々な施設の空間づくりに、それぞれのカラーをご活用いただけます。

その代表的な商品をご紹介します。

Feel
the
color

White
ホワイト

清潔感

Grege
グレージュ

落ち着き

PK1405

PK1131 P.38

P.58

P.78福祉 PK1217 P.48

PK1002 P.2

PK1555

PK1424  P.83

P.110

Gray
グレー

クール

PK1115

PK1313

P.35

教育・公共  

シャワーカーテン  

教育・公共  

教育・公共  P.20PK1065 医療  

医療  

P.93PK1463 遮光  シアー・レース  

福祉 PK1004 P.4医療  

PK1399 P.77福祉

白

心理的作用色の名称 生理的作用

純粋な印象を与え、
すっきりとした清潔感を醸します。

アイボリー 自然な穏やかさを醸し、
時間の流れをゆったりと感じさせます。

黄 日光のように明るく心を前向きにし、
ひらめきを与える効果があります。

赤 エネルギッシュな印象を与え、
意欲を高める効果も認められています。

橙 明るく開放的な気分を促し、
人と人との仲間意識を高めます。

ピンク 心身の緊張をほぐし、
行動に穏やかさをもたらします。

青 心に落ち着きを与え、
集中力を高める色です。

緑 気持ちを平常に保つ、
リラクゼーション効果があります。

紫 人の感性に働きかけ、
ヒーリング効果が期待できます。

茶 緊張感を和らげ、
心に落ち着きとゆとりを与えます。

※心理的作用や生理的作用の影響度合いは、人によって個人差があります。

内分泌を促し、自律神経を
活性化させる効果があります。

筋肉の緊張を平常に保ち、
落ち着かせる効果があります。

内分泌系に働きかけ、
成長ホルモンの分泌増加を促します。

心拍数を上げ、血圧や体温の上昇を促します。

新陳代謝を活発にし、自律神経に作用して
食欲を増進、消化吸収を高める効果があります。

アドレナリンの適度な分泌が期待できます。

血圧、脈拍数を下げる鎮静効果が期待できます。

筋肉の緊張を和らげ、
視神経の疲労回復を促します。

脳の興奮を鎮める効果があります。

安定したコンディションを生み出し、
心身を温める効果が期待できます。
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※掲載価格は希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
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学校 ー ワークスペース Education

of the sceneCoorddiination 
これからの病院、これからの学校。過ごしやすく心地よいコーディネートをご提案します。

Coordinate

Modern
モダンテイスト

病院 ー 病床

01

PK1063
P.19

PK1146-2
医療 教育・公共

Medical
窓には陽射しを和らげ制菌機能もある落ちつい

たベージュのカーテンを配し、ダークブラウンと

グレーを基調とした静かな空間を、モダンなテイ

ストにまとめています。

細いカラーストライプのカーテンが圧迫感なく

それぞれの空間を仕切り、さりげない楽しさの

ある明るいプライベートスペースを作り出します。

P.42

PK1327
教育・公共 P.60

学校のPC ルームには落ち着いたブルーの遮光カーテンを用い、集中力を高めるカラーリングを意識

しました。打ちっ放しの壁とのコーディネートがクールな印象を与えます。

Coordinate colors

Coordinate colors



自宅で過ごすような居心地の良さを実現するためには、利便性だけではない空間コーディネートが必須です。

モダンテイストと北欧テイストの 2つのシーンをコーディネートカラーと共にご紹介します。

Coordinate

Nordic
北欧テイスト

02

学校 ーカフェテリア Education
様々な方がくつろいだ時を過ごす大学のスペース

は、楽しく開放感のある空間であってほしい。

ホワイトと白木のシンプルな家具、壁を彩る鮮や

かなアクセントカラー。自由にレイアウトされた

空間全体を明るいイエローのカーテンがやわら

かくまとめあげ、心地よいリズムを刻みます。

PK1067
医療 P.21

プライベートな空間だからこそ、リラックスできる場所を目指したいものです。

ポイントに使用したブルーが心を落ち着かせ、ベースのブラウンが温かく包み込む、ナチュラルで

明るい空間を演出します。

PK1134
Coordinate colors

Coordinate colors

病院 ー 特別室 Medical

教育・公共 P.38



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

メディカルカーテン：PK1002　レース：PK1047（P.18参照）

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。

1



Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

メディカルカーテン：PK1003　レース：PK1047（P.18参照）

PK1001 SD5

PK1002 SD5

PK1003 SD5

両面プリントによるグレージュカラーの
織物調デザインで、空間に落ち着きを。

※カールスタッド（PK1001〜PK1003）はメッシュ部分にもプリントを施しており、生地部分と同色です。

カールスタッド 機 能  認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

標準価格 7,950円/m（Lサイズ：巾235cm）

リピート ―
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
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-56

タンブラー乾燥は
お避けください。

2



メディカルカーテン：PK1004　カーテン：PK1146-2（P.42参照）

3



Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

Nサイズ：巾200cmネットなし
（ヨコ使い）

200

メディカルカーテン：PK1006

PK1004 SD5

PK1005 SD5

PK1006 SD4

優しい中にもシックな雰囲気漂う
メディカルカーテンシリーズ。

※ご注文の際は必ずサイズ（L・N）をご指定ください。
※セドナ（PK1004〜PK1006）のメッシュ部分は生地部分と同色です。

セドナ 機 能  認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

標準価格

5,900円/m（Ｌサイズ：巾235cm）

5,400円/m（Ｎサイズ：巾200cm）

寸法変化率 水洗い タテ -0.5％・ヨコ -1.0％
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。

リピート ―
組 成  ポリエステル100％

（再生糸14〜16％使用）
グリーン購入法適応商品

寸法変化率 水洗い タテ -0.5％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ   0％・ヨコ -0.5％

4



Kサイズ：巾230cm
（ヨコ使い）

7

60

97

230

163

Pサイズ：巾185cmネットなし
（ヨコ使い）

83

185

パターン写真
裾部分からの柄の配置はK：97cm、P：83cmまでの
グラデーションになります。

7 吊元部分

60 メッシュ部分

66 無地部分

97 柄部分

パターン写真
裾部分からの柄の配置はK：97cm、P：83cmまでの
グラデーションになります。

7 吊元部分

60 メッシュ部分

66 無地部分

97 柄部分66

102

メディカルカーテン：PK1007

PK1007 SD5

PK1008 SD5

モダンなグレイッシュカラーによる
グラデーション柄。

※ご注文の際は必ずサイズ（K・P）をご指定ください。
※エレブル（PK1007～PK1008）のメッシュ部分は生地上部（淡色：ホワイト）と同色です。

エレブル 機 能  
認証番号
067SA08
剤名：有機系（ピリジン）

再

生PET繊維 50％
以

上

標準価格

6,800円/m（Kサイズ：巾230cm）
6,200円/m（Pサイズ：巾185cm）

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。

リピート ―
組 成  ポリエステル100％

（再生糸54～63％使用）
グリーン購入法適応商品

5



Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

Nサイズ：巾200cmネットなし
（ヨコ使い）

200

7

50

178

235

メディカルカーテン：PK1010　レース：PK1047（P.18参照） PK1011 SD6

PK1009 SD7

PK1010 SD7

モダンな空間を演出する
グレージュカラーのシンプルデザイン。

※ご注文の際は必ずサイズ（L・N）をご指定ください。
※カルガリー（PK1009〜PK1011）のメッシュ部分は生地部分と同色です。

カルガリー 機 能  認証番号
019SA99
剤名：有機系（ピリジン）

標準価格

5,800円/m（Ｌサイズ：巾235cm）

5,200円/m（Ｎサイズ：巾200cm）

寸法変化率 水洗い タテ    0％・ヨコ -2.0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％

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 1.6cm　ヨコ 1.6cm
組 成  ポリエステル100％（再生糸27〜28％使用）

グリーン購入法適応商品

6



メディカルカーテン：PK1013　カーテン：PK1137（P.38参照）

7



Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

メディカルカーテン：PK1015

PK1013 SD5 PK1014 SD5 PK1015 SD5

両面プリントの織物調デザインを、北欧をイメージするカラーで。

※コディー（PK1013〜PK1015）はメッシュ部分にもプリントを施しており、生地部分と同色です。

コディー 機 能  認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

標準価格 7,950円/m（Lサイズ：巾235cm） 寸法変化率 水洗い タテ 0％・ヨコ    0％
ドライ タテ 0％・ヨコ -0.5％

リピート ―
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％（再生糸10％使用）

グリーン購入法適応商品

8



メディカルカーテン：PK1017

9



Sサイズ：巾185cm
（ヨコ使い）

7

30

148

185

Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

Nサイズ：巾200cmネットなし
（ヨコ使い）

200

PK1016 SD5

PK1017 SD5

PK1018 SD5

PK1019 SD5

PK1020 SD5

透けにくい、ネット付カーテンでは最もお値打ちな人気のシリーズ。

※ご注文の際は必ずサイズ（S・L・N）をご指定ください。
※ニューメディカル（PK1016〜PK1020）のメッシュ部分は生地部分と同色です。

ニューメディカル 機 能  認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

標準価格

4,600円/m（Sサイズ：巾185cm）

5,400円/m（Lサイズ：巾235cm）

4,900円/m（Nサイズ：巾200cm）

リピート ― 寸法変化率 水洗い タテ -0.5％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ    0％・ヨコ -0.5％組 成  ポリエステル100％

（再生糸14〜16％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。

10



メディカルカーテン：PK1023

11



Sサイズ：巾185cm
（ヨコ使い）

7

30

148

185

Mサイズ：巾215cm
（ヨコ使い）

7

45

163

215

Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

Tサイズ：巾250cm
（ヨコ使い）

7

70

173

250

Fサイズ：巾215cmネットなし
（ヨコ使い）

215

PK1021 SD6

PK1022 SD6

PK1023 SD6

PK1024 SD6

PK1025 SD5

様々なサイズで幅広く使用できる定番のネット付メディカルカーテン。

※ご注文の際は必ずサイズ（S・M・L・T・F）をご指定ください。
※クリニカルⅡ（PK1021〜PK1025）のメッシュ部分は生地部分と同色です。

クリニカルⅡ 機 能  認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

標準価格

5,200円/m（Ｓサイズ：巾185cm）

5,900円/m（Ｍサイズ：巾215cm）

6,200円/m（Ｌサイズ：巾235cm）

6,500円/m（Ｔサイズ：巾250cm）

6,000円/m（Ｆサイズ：巾215cm）

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 -0.5％組 成  ポリエステル100％

（再生糸10〜11％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。

12



Kサイズ：巾230cm
（ヨコ使い）

7

60

97

163

230

66

Pサイズ：巾185cmネットなし
（ヨコ使い）

102

83

185

PK1027Kのパターン写真
裾部分からの柄の配置はK：97cm、P：83cm
までのグラデーションになります。

7 吊元部分

60 メッシュ部分

66 無地部分

97 柄部分

メディカルカーテン：PK1028　カーテン：PK1025（P.12参照）　レース：PK1584（P.117参照）

PK1026 SD5

PK1027 SD5

PK1028 SD5

空間のアクセントになるグラデーション柄。
華やかな色合いで明るい室内に。

※ご注文の際は必ずサイズ（K・P）をご指定ください。
※ジェノバ（PK1026〜PK1028）のメッシュ部分は生地上部（淡色）と同色です。

ジェノバ 機 能  認証番号
067SA08
剤名：有機系（ピリジン）

再

生PET繊維 50％
以

上

標準価格

6,800円/m（Kサイズ：巾230cm）

6,200円/m（Pサイズ：巾185cm）

リピート ―
組 成  ポリエステル100％（再生糸54〜63％使用）

グリーン購入法適応商品
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。

13



Nサイズ：巾200cmネットなし
（ヨコ使い）

200

Sサイズ：巾185cm
（ヨコ使い）

7

30

148

185

Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

50

178

235

メディカルカーテン：PK1030　カーテン：PK1030

PK1029 SD6

PK1030 SD6

PK1031 SD6

PK1032 SD6

使いやすいデザインのネット付カーテン。
パステルカラーで華やかな印象に。

※ご注文の際は必ずサイズ（S・L・N）をご指定ください。
※クリーブランド（PK1029〜PK1032）のメッシュ部分は生地部分と同色です。

クリーブランド 機 能  認証番号
019SA99
剤名：有機系（ピリジン）

標準価格

5,100円/m（Ｓサイズ：巾185cm）

5,800円/m（Ｌサイズ：巾235cm）

5,200円/m（Ｎサイズ：巾200cm）

リピート タテ 1.6cm　ヨコ 1.6cm
組 成  ポリエステル100％（再生糸27〜28％使用）

グリーン購入法適応商品
寸法変化率 水洗い タテ    0％・ヨコ -2.0％

ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％
取扱絵表示

サ-54
タンブラー乾燥は
お避けください。

14



Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

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）

メディカルカーテン：PK1033　レース：PK1047（P.18参照）

PK1033
SD6

PK1034
SD6

PK1035
SD6

カジュアルモダンで爽やかなデザイン。
ベッド周りを明るくコーディネート。

※リモージュ（PK1033～PK1035）のメッシュ部分は生地部分のベースと同色です。

リモージュ 機 能  
認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

標準価格

6,500円/m（Lサイズ：巾235cm）
リピート タテ 10.5cm　ヨコ ―
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
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-56
タンブラー乾燥は
お避けください。

15



Sサイズ：巾185cm
（ヨコ使い）

7

30

148

185

Sサイズ：巾185cm
（ヨコ使い）

7

30

148

185

Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

60

168

235

パターン写真（1目盛り20cm）

パターン写真（1目盛り20cm）

メディカルカーテン：PK1036　レース：PK1584（P.117参照）

メディカルカーテン：PK1037

PK1036 SD6

PK1037 SD6

やすらぎのデザインを両面に
転写プリントした新商品。

両面プリントで間仕切りにおすすめの
ネット付メディカルカーテン。

※ご注文の際は必ずサイズ（S・L）をご指定ください。
※ モルデⅡ（PK1036）は両面プリントの商品であり、メッシュ部分は

生地部分のベースと同色です。
※ 両面プリントのため表裏でプリントの濃度差が生じる場合が

ありますのでご了承ください。

※ご注文の際は必ずサイズ（S・L）をご指定ください。
※ エチュールⅡ（PK1037）は両面プリントの商品であり、

メッシュ部分にもプリントを施しております。
※ 両面プリントのため表裏でプリントの濃度差が生じる場合が

ありますのでご了承ください。

モルデⅡ
標準価格 8,000円/m（Sサイズ：巾185cm）

8,700円/m（Lサイズ：巾235cm）

リピート タテ 約64cm　ヨコ 約64cm
組 成  ポリエステル100％（再生糸10〜11％使用）

グリーン購入法適応商品
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-56

タンブラー乾燥は
お避けください。

機 能
認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

エチュールⅡ
標準価格 8,000円/m（Sサイズ：巾185cm）

8,700円/m（Lサイズ：巾235cm）

リピート タテ 約138cm　ヨコ 約67cm
組 成  ポリエステル100％（再生糸10〜11％使用）

グリーン購入法適応商品
寸法変化率 水洗い タテ 0％・ヨコ -0.5％

ドライ タテ 0％・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。

機 能
認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

16
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M_13_左

カ
ー
テ
ン

カ
ー
テ
ン

抗ウイルスカーテンシリーズ

安心・安全の抗ウイルス加工カーテン 抗ウイルスカーテンのメカニズム

※詳細な商品データはP.128をご確認ください。
※クリネスネット（PK1038～PK1040）は制菌加工品です。

抗ウイルス加工商品ラインナップ 
クリネスネットV
クリネスライン
クリネスレース

（PK1041～PK1043）
（PK1044～PK1046）
（PK1047）

カ
ー
テ
ン

カーテンの表面に
ウイルスが接触する

繊維上の特定のウイルスを減少させる抗ウイルス加工を施して
います。制菌性能も有しており、２つのSEKマークを取得した、
医療・教育・福祉施設などにおすすめの機能性カーテンです。

１ ウイルスの外膜と核酸を
破壊2 特定のウイルスを減少

させる3

抗ウイルス剤

カーテン:（本体）PK0000（メッシュA）PK0000（P.00参照）メディカルカーテン：PK1042　カーテン：PK1045　レース：PK1047

17



Lサイズ：巾235cm
（ヨコ使い）

7

63

165

235

制菌・抗ウイルス加工

制菌・抗ウイルス加工

制菌・抗ウイルス加工制菌加工

PK1038（制菌加工） SD5
PK1041（制菌・抗ウイルス加工） 

PK1044 SD5

PK1047 TP4

PK1040（制菌加工） SD5
PK1043（制菌・抗ウイルス加工） 

PK1046 SD5

PK1039（制菌加工） SD5
PK1042（制菌・抗ウイルス加工） 

PK1045 SD5

※ クリネスネット（PK1038～PK1040）、
クリネスネットⅤ（PK1041～PK1043）
のメッシュ部分は生地部分と同色です。

クリネスライン     標準価格　3,600円/m2（5,400円/m） 機 能  
認証番号
006SG15
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

認証番号
UK14B15
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

有 効 巾　150cm 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。

リピート　タテ ―　ヨコ 0.6cm
組　　成　 ポリエステル100％

クリネスレース     標準価格　1,950円/m 機 能  
認証番号
006SG15
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

認証番号
UK14B15
剤名：有機系（第四アンモニウム塩） ミラー

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％

クリネスネット
標準価格

6,400円/m（Lサイズ：巾235cm）
寸法変化率 水洗い タテ 0％・ヨコ -1.0％

ドライ タテ 0％・ヨコ -1.0％

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 ―

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

機    能 
認証番号
006SB98
剤名：有機系（ピリジン）

クリネスネットⅤ
標準価格

7,800円/m（Lサイズ：巾235cm）
寸法変化率 水洗い タテ 0％・ヨコ -1.0％

ドライ タテ 0％・ヨコ -1.0％

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 ―

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

機    能 
認証番号
006SG15
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

認証番号
UK14B15
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）

耐光堅牢度7級

PK1038～PK1040 PK1041～PK1043
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メディカル用メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

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：（本体）PK1063（メッシュA）PK1102（P.32参照）

PK1061 
SD6

PK1062 
SD6

PK1063 
SD6

カラフルなストライプを織り込み、シンプルカジュアルな空間におすすめ。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

アルル     標準価格　2,400円/m2（4,800円/m） 機 能  認証番号
104SA13
剤名：無機系（燐酸系・硝子）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能 寸法変化率 水洗い タテ    0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％リピート　タテ ―　ヨコ 20.5cm（ヨコ使いの場合）

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

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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メディカル用メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

カーテン：（本体）PK1065（メッシュA）PK1103（P.32参照）

PK1064 SD6 PK1065 SD5 PK1066 SD5

淡いニュートラルカラーが空間全体のまとめ役になるシンプルなデザイン。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

カーライル     標準価格　2,000円/m2（4,000円/m） 機 能  認証番号
018SC15
剤名：有機系（ピリチオン）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能 寸法変化率 水洗い タテ    0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ    0％・ヨコ 0％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％（再生糸12％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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メディカル用メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

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：（本体）PK1067（メッシュA）PK1102（P.32参照）、PK1146-2（P.42参照）

PK1067
SD6

PK1068
SD6

PK1069
SD6

スモーキーカラーのストライプデザイン。
「北欧」を意識した空間におすすめ。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

ルーレオ     標準価格　2,200円/m2（4,400円/m） 機 能  認証番号
104SA13
剤名：無機系（燐酸系・硝子）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能 寸法変化率 水洗い タテ    0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 0％リピート　タテ ―　ヨコ 2.9cm（ヨコ使いの場合）

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

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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メディカル用メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

カーテン：（本体）PK1070（メッシュA）PK1103（P.32参照）、PK1144-2（P.42参照）

PK1070 SD6

PK1071 SD6

PK1072 SD6

PK1073 SD5

優しさが感じられるペールトーンカラーが
空間を優しく包み込みます。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

アミアン     標準価格　2,000円/m2（4,000円/m） 機 能  認証番号
018SC15
剤名：有機系（ピリチオン）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能 寸法変化率 水洗い タテ    0.5％・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％（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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メディカル用
メッシュ（P.32）との
組み合わせが
可能です。

PK1077のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：（本体）PK1076（メッシュA）PK1100（P.32参照）

PK1074 SD6

PK1075 SD6

PK1076 SD6

PK1077 SD6

ソフトカラーが優しい印象の
メディカルカーテン。産科病棟などに。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

メリーランド     標準価格　2,350円/m2（4,700円/m） 機 能  認証番号
019SA99
剤名：有機系（ピリジン）

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 -0.5％
ドライ タテ 0％・ヨコ    0％リピート　タテ 8.3cm　ヨコ ６cm（ヨコ使いの場合）

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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メディカル用
メッシュ（P.32）との
組み合わせが
可能です。

PK1079のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：（本体）PK1080（メッシュA）PK1098（P.32参照）

PK1078 SD6

PK1079 SD6

PK1080 SD6

PK1081 SD6

カジュアルなチェック柄を
パステルトーンでまとめました。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

サクラメントⅡ   標準価格　2,350円/m2（4,700円/m） 機 能  認証番号
075SA09
剤名：有機系（ピリジン）

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％リピート　タテ 5.5cm　ヨコ 3.4cm（ヨコ使いの場合）

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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PK1084のパターン写真（1目盛り10cm）

パターン写真（1目盛り10cm）

メディカル用
メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

メディカル用
メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

カーテン：（本体）PK1084（メッシュB）PK1109（P.32参照）

PK1084 SD6PK1082 SD6

PK1083 SD6

PK1085 SD5

スクエアチェックと淡いトーンのカラーによる優しい風合い。

上品な光沢がおすすめのモダンパターン。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

メディポリスⅡ 機 能  認証番号
075SA09
剤名：有機系（ピリジン）

標準価格 2,450円/m2（4,900円/m）

有 効 巾 200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能

リピート タテ 8.5cm　ヨコ 8.8cm（ヨコ使いの場合）
組 成  ポリエステル100％（再生糸29％使用）

グリーン購入法適応商品
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。

オンタリオⅡ 機 能  認証番号
075SA09
剤名：有機系（ピリジン）

標準価格 2,350円/m2（4,700円/m）

有 効 巾 200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能

リピート タテ 2.8cm　ヨコ４cm（ヨコ使いの場合）
組 成  ポリエステル100％
寸法変化率 水洗い タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

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。
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PK1088のパターン写真（1目盛り10cm）

メディカル用
メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

メディカル用
メッシュ（P.32）との
組み合わせが可能です。

カーテン：PK1086

PK1088 SD5PK1086 SD5

PK1087 SD6

PK1089 SD6

可愛らしいリーフとペールカラーが、優しい雰囲気を作り出します。

透けにくく制電効果のあるシンプルな機能性カーテン。

※タテ使いの場合は写真と柄方向が変わりますのでご了承ください。

※ ミケーネ（PK1089）は導電糸を織り込んでおります。ヨコ使いの場合は縦縞、
タテ使いの場合は横縞になりますので、ご了承ください。

※ この商品はデジタルプリントカーテン（PK1091〜PK1094）、オリジナルプリントカーテンのベース生地です。
P.27〜P.28をご参照ください。

ミケーネ 機 能  認証番号
006SB98
剤名：有機系（ピリジン）

標準価格 1,650円/m2（3,300円/m）

有 効 巾 200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能

リピート ―
組 成  ポリエステル100％
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。

メルボルンⅡ 機 能  認証番号
075SA09
剤名：有機系（ピリジン）

標準価格 2,250円/m2（4,500円/m）

有 効 巾 200cm（ヨコ使い）※タテ使い可能

リピート タテ 13.5cm　ヨコ 22.7cm（ヨコ使いの場合）
組 成  ポリエステル100％（再生糸29％使用）

グリーン購入法適応商品
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％

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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デ ジ タ ル プ リ ン ト シ ス テ ム

デジタルプリントカーテン

パターン写真（1目盛り40cm）
リピート ヨコ 約346cm

カーテン：（本体）PK1091（メッシュA）PK1102（P.32参照）

PK1091〜PK1094  常備在庫品
標準価格 3,900円/m2（7,800円/m）

有 効 巾 200cm（ヨコ使い）

組 成  ポリエステル100％
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

機 能
認証番号
006SB98
剤名：有機系（ピリジン）

タンブラー乾燥は
お避けください。

ポップな動物柄を
色彩豊かにプリント
しました。

インクジェットを使用した
サンゲツオリジナルのデジタルプリントカーテンです。
色合わせしやすくコーディネート提案できるカラフルな4柄を常備在庫しております。

PK1091  常備在庫品  SD6
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パターン写真（1目盛り30cm）
リピート ヨコ 約82cm

パターン写真（1目盛り30cm）
リピート ヨコ 約50cm

カーテン：（本体）PK1092（メッシュA）PK1102（P.32参照） カーテン：（本体）PK1093（メッシュA）PK1102（P.32参照）

リズム良く並べられた
可愛らしい花柄の
プリント商品。

水彩と鉛筆タッチ、
鮮やかなグリーンの
クローバー柄。

PK1092  常備在庫品  SD6 PK1093  常備在庫品  SD6
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パターン写真（1目盛り30cm）
リピート ヨコ 約37.5cm

メディカル用メッシュ
（P.32）との組み合わせ
が可能です。

カーテン：（本体）PK1094（メッシュA）PK1102（P.32参照）　カーテン：PK1355（P.65参照）　レース：PK1047（P.18参照）

※ PK1091〜PK1094はネットなしの200cmヨコ使い商品であり、 
メッシュA・B（P.32参照）未使用の場合は、最大仕上り丈160cmになります。

※ PK1091〜PK1094のネット付仕様について柄指定のある場合は、 
別途お見積りいたします。

※ デジタルプリントカーテンのベース生地は、ミケーネ（PK1089、P.26参照） 
になります。

※ PK1091〜PK1094のデザイン寸法図は、別冊お仕立上り価格表P.19を 
ご参照ください。

カジュアルな幾何学柄と
爽やかなカラーの
コラボレーション。

PK1094  常備在庫品  SD6



約8.4cm

約
5cm

10cm

約8.4cm

吊り元

裾

受注生産品

オルトスキットの特長

シャープなヒダ形状
特殊な編組織により、折りたたみしやすい
カーテンです。洗濯後もアイロン仕上げで
シャープな形状を保ちます。 

すっきりとした納まり
約8.4cmの山谷の折返しによる仕上りです。
すっきりとした納まりで省スペース化につなが
ります。 

オルトスキット専用縫製仕様

※オルトスキット（PK1095～PK1097）はネット無の商品
です。ネット付縫製の場合は、P.32からお選びください。

※ご注文の際はレールの長さに7％以上のゆとりを加えた
　仕上りサイズにてご注文ください。仕上りサイズ（巾）の
　約1.3倍で納品させていただきます。

※詳細はP.123、または別冊お仕立上り価格表P.91を
　ご参照ください。

：専用テープ仕様
：巾100ミリの二重折り返し
：約1.3倍

吊り元
裾

プリーツ

印刷データをご指示ください。

PK1091～PK1094のベースと同じ生地：ミケーネ（PK1089、P.26参照）でお好きなデザインをご注文いただけます。

※生地はヨコ使いになります。タテ使いの場合は、デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。別途ご相談ください。
※縫製込みの発注の際は、縫製仕様をご指示ください。サイズや吊元などの縫製指示をお願いします。
※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。ベース生地には導電糸を織り込んでおり、ヨコ使いの場合は縦縞、タテ使いの場合は横縞になります。

オリジナルプリントカーテン 

ご注文方法

機 能
防　炎（イ）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）
組　  成 ポリエステル100%

※15m未満の場合は別途お見積り致します。
※上記価格はベース生地代とプリント加工代を含んだ価格です。
※縫製代、上部のメッシュ生地代は含んでおりません。

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

弱
40 エンソ

サラシ

ドライ
中

ケミカル
リサイクル

標準価格 7,800円/m２（15,600円/m）

1

15m以上で承ります

デ ジ タ ル プ リ ン ト シ ス テ ム

常備在庫品

PK1091 PK1092 PK1093 PK1094

印刷データ CD-RまたはDVDでご用意ください。
データ形式 TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
文字フォント データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
解像度 200dpi以上をお勧めします。
※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別送していただく場合があります。

印刷データの位置、大きさをご指示ください。2
プリントの位置は、右のイラストをご参照いただき
プリント位置をご指定ください。
※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を含んだ位置を
　ご指定ください。
※生地の特性上、若干のずれが生じる場合があります。  
※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な色修正は出来かねます。

試作品をご確認ください。3
注文書及び印刷データを受取後、約１０日間で試作品をご提出します。
※試作品については、A4サイズでの提出となります。データの、どの部分を印刷するか、ご指示ください。
※巾成りの試作品の場合は別途料金が発生します。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。
　著作権については、責任を負いかねますのでお客様にて必要に応じた適切な手続きをお願い致します。

決定・納品4
試作品のご承認をいただいた後、約２０日間で納品となります。
数量、状況によって変動しますので、詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

最大有効巾
200cm

（折り返し含まず）

WA

W WRWL

HU

HD

H

※それぞれのサイズをご指定ください。

タンブラー乾燥は
お避けください。

認証番号
006SB98
剤名：有機系（ピリジン）



約8.4cm

約
5cm

10cm

約8.4cm

吊り元

裾

受注生産品

オルトスキットの特長

シャープなヒダ形状
特殊な編組織により、折りたたみしやすい
カーテンです。洗濯後もアイロン仕上げで
シャープな形状を保ちます。 

すっきりとした納まり
約8.4cmの山谷の折返しによる仕上りです。
すっきりとした納まりで省スペース化につなが
ります。 

オルトスキット専用縫製仕様

※オルトスキット（PK1095～PK1097）はネット無の商品
です。ネット付縫製の場合は、P.32からお選びください。

※ご注文の際はレールの長さに7％以上のゆとりを加えた
　仕上りサイズにてご注文ください。仕上りサイズ（巾）の
　約1.3倍で納品させていただきます。

※詳細はP.123、または別冊お仕立上り価格表P.91を
　ご参照ください。

：専用テープ仕様
：巾100ミリの二重折り返し
：約1.3倍

吊り元
裾

プリーツ

印刷データをご指示ください。

PK1091～PK1094のベースと同じ生地：ミケーネ（PK1089、P.26参照）でお好きなデザインをご注文いただけます。

※生地はヨコ使いになります。タテ使いの場合は、デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。別途ご相談ください。
※縫製込みの発注の際は、縫製仕様をご指示ください。サイズや吊元などの縫製指示をお願いします。
※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。ベース生地には導電糸を織り込んでおり、ヨコ使いの場合は縦縞、タテ使いの場合は横縞になります。

オリジナルプリントカーテン 

ご注文方法

機 能
防　炎（イ）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）
組　  成 ポリエステル100%

※15m未満の場合は別途お見積り致します。
※上記価格はベース生地代とプリント加工代を含んだ価格です。
※縫製代、上部のメッシュ生地代は含んでおりません。

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

弱
40 エンソ

サラシ

ドライ
中

ケミカル
リサイクル

標準価格 7,800円/m２（15,600円/m）

1

15m以上で承ります

デ ジ タ ル プ リ ン ト シ ス テ ム

常備在庫品

PK1091 PK1092 PK1093 PK1094

印刷データ CD-RまたはDVDでご用意ください。
データ形式 TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
文字フォント データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
解像度 200dpi以上をお勧めします。
※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別送していただく場合があります。

印刷データの位置、大きさをご指示ください。2
プリントの位置は、右のイラストをご参照いただき
プリント位置をご指定ください。
※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を含んだ位置を
　ご指定ください。
※生地の特性上、若干のずれが生じる場合があります。  
※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な色修正は出来かねます。

試作品をご確認ください。3
注文書及び印刷データを受取後、約１０日間で試作品をご提出します。
※試作品については、A4サイズでの提出となります。データの、どの部分を印刷するか、ご指示ください。
※巾成りの試作品の場合は別途料金が発生します。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。
　著作権については、責任を負いかねますのでお客様にて必要に応じた適切な手続きをお願い致します。

決定・納品4
試作品のご承認をいただいた後、約２０日間で納品となります。
数量、状況によって変動しますので、詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

最大有効巾
200cm

（折り返し含まず）

WA

W WRWL

HU

HD

H

※それぞれのサイズをご指定ください。

タンブラー乾燥は
お避けください。

認証番号
006SB98
剤名：有機系（ピリジン）

カーテン：（本体）PK1095（メッシュA）PK1103（P.32参照）

PK1095 SD6 PK1096 SD6 PK1097 SD5

すっきりとした納まりで空間を広く見せるファブリック。

※生地の特性上、特殊縫製になりますのでご了承ください。

オルトスキット     標準価格　3,130円/m2（4,200円/m） 機 能  認証番号
019SA99
剤名：有機系（ピリジン）

有 効 巾　134.4cm（タテ使い）　　 寸法変化率 水洗い タテ -0.5％・ヨコ 　0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ 1.0％

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 8.4cm
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
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美しいプリーツを持続

※サンフックテープの色見本となります。

カーテンの開閉を繰り返しても美しいプリーツを保ちます。
形状記憶加工により洗濯後もシワがつきにくく、アイロンがけの必要がありません。

サンフック

サンポケットフック

●フックはマジックテープにより取り外せますので、カーテン生地だけを洗濯することができます。
●フックの下部にツメ部分がついており、ランナーに掛かりやすいです。
●フックはプラスチック製です。

●テープ1mにつき、フックは7個ついています。
●ご注文はm単位でお願いいたします。

●フック一体型のテープで、フックをポケットの中に納めることで、フックを取り外さずにそのまま洗濯することができます。
●フックはプラスチック製ですので金属製に比べ軽く、さびの心配もいりません。
●テープ1mにつき、フックは7個ついています。 
●ご注文はm単位でお願いいたします。

標準価格  500円/m（テープとフックのセット）FU3

標準価格  650円/10コ入（透明タイプのフックのみ）FU4（フックのみ）

標準価格  700円/m（テープと透明フックのセット）FU6 ～ FU9

コンパクトプリーツ  美しいプリーツを保ち、スッキリたためる形状記憶加工です。

プルック®   取り外しが簡易な、延焼防止の防災・安全カーテンフックです。

プリーツ加工で形状記憶の折り目を付けることによって、カーテンを開けた時の引きだまりをコンパクトにまとめることができます。
介護時のベッドまわりや車輌などでご利用いただきますと、カーテンが場所をとらず限られたスペースを広く活用できます。

プルックを使用したカーテンは、下方向から優しく引っ張ると簡易に外すことのできる防災カーテンです。

プレーンカーテン用フック  学校・病院・シャワールームなどのヒダをとらないカーテン用フックです。

縫製仕様（詳細は別冊お仕立上り価格表P.90をご参照ください。）

プルック説明（縫製仕様の詳細は別冊お仕立上り価格表P.92をご参照ください。）

●生地を山・谷交互に折り曲げてプリーツを形成しますので上部仕様はフラットになりますが、
　約1.5倍のヒダ倍率となります。
●仕上り巾が320cm（片開き）を越える場合、縦方向にジョイントが入りますのでお含みください。
●価格、縫製納期につきましては、弊社窓口までお問い合わせください。

●荷重がかかると爪部分が開き約90度の角度でランナーから抜け落ち、素材の弾性で元の形へ戻ります。
●1フックあたり約2.7kg程の荷重で外せます。

縫製共でご注文の場合は、テープの色とカーテン生地をコーディネートしてい
ます。（別冊に記載）その他のテープをご希望の場合は、品番をご指定ください。

POINT 1

カーテンのたまりをコンパクトに
まとめた時のヒダたまりの乱れを防ぎ、すっきりコンパクトに見えます。（折り返し巾：7cm）

POINT 2

防災推奨商品
内閣府（防災担当）・防災推進協議会に防災推奨商品として認定されています。

POINT 2

取り外しが簡易 
カーテンを下方向から優しく引っ張るだけで取り外し可能です。

POINT 1

①通常のカーテンフックと同様にレールに取り付けます。
②カーテンを下に引くとフックが開きカーテンが外れます。 
③素材の弾性で元の形に戻ります。

通常縫製品

コンパクトプリーツ加工品

FU6 FU7 FU8 FU9

（透明フック）

単位/mm

（テープ）

単位/mm

（テープ）

（取り付けイメージ図） （テープ） （フック）

マジックテープ 単位/mm

（フックを出す際は生地をたるませながらひねり出します。
容易に出し入れできます。）

プルック専用のテープを使用します。
詳細は別冊お仕立上りP.92をご参照ください。

① ② ③

2

約8.4cm

約
5cm

10cm

約8.4cm

吊り元

裾

受注生産品

オルトスキットの特長

シャープなヒダ形状
特殊な編組織により、折りたたみしやすい
カーテンです。洗濯後もアイロン仕上げで
シャープな形状を保ちます。 

すっきりとした納まり
約8.4cmの山谷の折返しによる仕上りです。
すっきりとした納まりで省スペース化につなが
ります。 

オルトスキット専用縫製仕様

※オルトスキット（PK1095～PK1097）はネット無の商品
です。ネット付縫製の場合は、P.32からお選びください。

※ご注文の際はレールの長さに7％以上のゆとりを加えた
　仕上りサイズにてご注文ください。仕上りサイズ（巾）の
　約1.3倍で納品させていただきます。

※詳細はP.123、または別冊お仕立上り価格表P.91を
　ご参照ください。

：専用テープ仕様
：巾100ミリの二重折り返し
：約1.3倍

吊り元
裾

プリーツ

印刷データをご指示ください。

PK1091～PK1094のベースと同じ生地：ミケーネ（PK1089、P.26参照）でお好きなデザインをご注文いただけます。

※生地はヨコ使いになります。タテ使いの場合は、デザインにより柄合わせなどで不具合が発生する場合があります。別途ご相談ください。
※縫製込みの発注の際は、縫製仕様をご指示ください。サイズや吊元などの縫製指示をお願いします。
※縫製の際にプリント位置が若干ずれる場合があります。ベース生地には導電糸を織り込んでおり、ヨコ使いの場合は縦縞、タテ使いの場合は横縞になります。

オリジナルプリントカーテン 

ご注文方法

機 能
防　炎（イ）

有 効 巾　200cm（ヨコ使い）
組　  成 ポリエステル100%

※15m未満の場合は別途お見積り致します。
※上記価格はベース生地代とプリント加工代を含んだ価格です。
※縫製代、上部のメッシュ生地代は含んでおりません。

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

弱
40 エンソ

サラシ

ドライ
中

ケミカル
リサイクル

標準価格 7,800円/m２（15,600円/m）

1

15m以上で承ります

デ ジ タ ル プ リ ン ト シ ス テ ム

常備在庫品

PK1091 PK1092 PK1093 PK1094

印刷データ CD-RまたはDVDでご用意ください。
データ形式 TIFF形式かEPS形式、またはJPEG形式で保存してください。
文字フォント データ内にフォントがある場合、必ずアウトライン化してください。
解像度 200dpi以上をお勧めします。
※電子メールで入稿の場合、データの不具合および破損などにより、CD-RまたはDVDを別送していただく場合があります。

印刷データの位置、大きさをご指示ください。2
プリントの位置は、右のイラストをご参照いただき
プリント位置をご指定ください。
※縫製により柄の位置・見え方が変わるので、縫製仕様を含んだ位置を
　ご指定ください。
※生地の特性上、若干のずれが生じる場合があります。  
※プリント全体の色調整は可能ですが、部分的な色修正は出来かねます。

試作品をご確認ください。3
注文書及び印刷データを受取後、約１０日間で試作品をご提出します。
※試作品については、A4サイズでの提出となります。データの、どの部分を印刷するか、ご指示ください。
※巾成りの試作品の場合は別途料金が発生します。
※著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。
　著作権については、責任を負いかねますのでお客様にて必要に応じた適切な手続きをお願い致します。

決定・納品4
試作品のご承認をいただいた後、約２０日間で納品となります。
数量、状況によって変動しますので、詳しくは弊社営業窓口にお問い合わせください。

最大有効巾
200cm

（折り返し含まず）

WA

W WRWL

HU

HD

H

※それぞれのサイズをご指定ください。

タンブラー乾燥は
お避けください。

認証番号
006SB98
剤名：有機系（ピリジン）

30



M
edical 

医
療

MM_13

ネット一体型カーテンは、様々なシーンを考慮に入れたサイズ展開です。天井高に応じてお選びください。

ネット付メディカルカーテンの特徴

ネット一体型カーテンのサイズ設定

Tサイズ：巾250cm Lサイズ：巾235cm Kサイズ：巾230cm Mサイズ：巾215cm Sサイズ：巾185cm
PK1021～PK1025（P.12） PK1001～PK1003

PK1004～PK1006
PK1009～PK1011
PK1013～PK1015
PK1016～PK1020
PK1021～PK1025

（P. 2）
（P. 4）
（P. 6）
（P. 8）
（P.10）
（P.12）

PK1029～PK1032
PK1033～PK1035
PK1036
PK1037
PK1038～PK1040
PK1041～PK1043

（P.14）
（P.15）
（P.16）
（P.16）
（P.18）
（P.18）

PK1007～PK1008
PK1026～PK1028

（P. 5）
（P.13）

PK1021～PK1025（P.12） PK1016～PK1020
PK1021～PK1025
PK1029～PK1032
PK1036
PK1037

（P.10）
（P.12）
（P.14）
（P.16）
（P.16）

光の入り口POINT 1 カーテンを閉めきった状態でも、ネット部分から外の光を感じられるため、
患者さんの閉塞感を和らげます。

空気の流れPOINT 2 エアコンや風などによる空気の流れを遮りにくいため、カーテンを閉じた状態でも空気が入れ替えられ、
快適な空気環境を保つことができます。

スプリンクラーの散水性POINT 3 「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第二号）」に基づき、
カーテンを閉じた状態での散水障害に関する試験を行い、スプリンクラーの散水性を確認しています。

ベッドの高さ目線の高さカーテンの裾は、床から
約10～35cmの高さが一般的です。

中間吊りの場合、レールの位置は
床から約200～220cmが主流です。

全点SEK（制菌加工）対応ですので、安心してお使いいただけます。
多彩なカラーバリエーションと寸法安定性の高いメッシュ形状をご用意しました。

ネット付メディカルカーテン

スプリンクラー散水障害試験
試験方法：
ネット付メディカルカーテンについて、スプリンクラーヘッドから
の放水圧力を0.4MPaとし、カーテンが無い場合及びヘッド軸芯
から100cm離れた位置にネット付メディカルカーテンを取り付け
た場合のそれぞれの散水量を測定する。スプリンクラーヘッドの
位置は採水マス上端から175cmの高さに設定し、カーテンの上
部は天井付け、裾は重りを吊って測定する。

スプリンクラー散水障害試験

120

60

175cm

100cm

スプリンクラー
ヘッド

軸芯
天井

床

ネット部

スプリンクラー中心からの距離（m）
0.33 0.66 1.0 1.33 1.66 2.0 2.33 2.66

採水量（ml/分）
3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

カーテン有りの場合の採水量

基準値

カーテン無しの場合の採水量

※記載のグラフは測定値であり、保証値ではありません。

250

173

70

7

215

163

45

7

185

148

30

7

185

148

30
7

Tサイズ

235

7

178

165
〜

63

50
〜

230

7

163

60

天井高240cm 前後

約140cm
　

160cm

約
45
cm

〜

Lサイズ Kサイズ Sサイズ Mサイズ Sサイズ

天井高270cm 前後
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組み合わせ
サイズと縫製について

メッシュの

5

65 77

7

65

4

5

50

7

62

50

4

5

35

7

47

178 178178

35

4

217
247232

縫製の仕方

1
1

2 2

1.5

表

（本体生地）

  表
（メッシュ生地）

い
縫
地

針
本
２

ヨコ使い
ヨコ使いヨコ使い

PK1061～PK1094と組み合わせた時の最大仕上り丈（cm）　
Sサイズ Mサイズ Lサイズ

Sサイズ：巾47cm Mサイズ：巾62cm Lサイズ：巾77cm

カーテン：（メッシュA）PK1102（本体）PK1067（P.21参照）

カーテン：（メッシュB）PK1109（本体）PK1084（P.25参照）

●ご注文の際は必ずサイズ（S・M・L）をご指定ください。
●特殊製法による編み組織ですので耐荷重性に優れています。
●スプリンクラーの透水性にも優れています。

引張強度（JIS法）：261N

●ご注文の際は必ずサイズ（S・M・L）をご指定ください。
●特殊製法による編み組織ですので耐荷重性に優れています。
●スプリンクラーの透水性にも優れています。

引張強度（JIS法）：268N

メッシュA（PK1098～PK1105）
標準価格 1,300円/m（Ｓサイズ：巾47cm） 

1,500円/m（Ｍサイズ：巾62cm）

1,700円/m（Ｌサイズ：巾77cm）

組 成  ポリエステル100％
（再生糸17～20％使用） 
グリーン購入法適応商品

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。

機 能
認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリチオン）

メッシュB（PK1106～PK1109）
標準価格 1,100円/m（Ｓサイズ：巾47cm） 

1,300円/m（Ｍサイズ：巾62cm）

1,500円/m（Ｌサイズ：巾77cm）

組 成  ポリエステル100％
（再生糸20～25％使用） 
グリーン購入法適応商品

寸法変化率 水洗い タテ -1.0％・ヨコ -1.0％ 
ドライ タテ -1.0％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-54

タンブラー乾燥は
お避けください。

機 能
認証番号
019SA99
剤名：有機系（ピリジン）
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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

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
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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
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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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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％
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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：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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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：PK1462　レース：PK1592（P.118参照）

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もご提案します。
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。
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カーテン：PK1462

PK1461 遮光2級 PK1462 遮光1級

高級感を感じさせる光沢と風合いの遮光カーテン。

※PK1461～PK1462は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1461～PK1462     標準価格 3,400円/m2（5,100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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シャープシェード：PK1463　シアーカーテン：PK1563 ウエイトウーリーロック（P.113参照）

PK1463 遮光3級

PK1464 遮光2級

PK1465 遮光2級

PK1466 遮光2級

モダンなカラーと光沢による、
落ちついたクールな印象のファブリック。

※PK1463～PK1466は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1463～PK1466     標準価格 3,200円/m2（4,800円/m） 機 能  
2～3級

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-56  

  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％

93



カーテン：PK1469　レース：PK1599（P.119参照）

PK1467 遮光2級

PK1468 遮光1級

PK1469 遮光1級

PK1470 遮光2級

柔らかな風合いと適度な
光沢感でモダンな空間を演出。

※PK1467～PK1470は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1467～PK1470     標準価格 3,200円/m2（4,800円/m） 機 能  
1～2級

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　―
組　　成　 ポリエステル100％
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PK1471のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1472　シャープシェード：PK1565-2（P.113参照）

PK1471 遮光3級

PK1472 遮光3級

PK1473 遮光2級

縦流れ柄をモダンにアレンジした、
ジャカード織カーテン。

※PK1471～PK1473は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1471～PK1473    標準価格 2,500円/m2（3,750円/m） 機 能  
2～3級

有 効 巾　150cm 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。リピート　タテ 35.4cm　ヨコ 15cm
組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン：PK1479　レース：PK1602（P.120参照）

PK1474 遮光2級

PK1475 遮光2級

PK1476 遮光2級

PK1477 遮光2級

PK1478 遮光2級

PK1479 遮光2級

ざっくりとした織りと深みのあるカラーの
遮光カーテン。

※PK1474～PK1479は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。
※浮き糸が多い組織のため、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

PK1474～PK1479     標準価格 2,600円/m2（3,900円/m） 機 能  
2級

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-56

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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PK1481のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン（形態安定加工）：PK1480　レース：PK1590（P.118参照）

PK1480 遮光3級

PK1481 遮光3級

PK1482 遮光2級

光沢糸によりツヤ感を感じる
ベーシックカラーのボーダー柄。

※PK1480～PK1482は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。
※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。

PK1480～PK1482   標準価格 2,600円/m2（3,900円/m） 機 能  
2～3級

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-56

タンブラー乾燥はお避けください。リピート　タテ 19cm　ヨコ ―
組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン（形態安定加工）：PK1485　レース：PK1599（P.119参照）

PK1483 遮光3級

PK1484 遮光3級

PK1485 遮光2級

さりげないストライプと
ナチュラルなカラーのファブリック。

※PK1483～PK1485は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1483～PK1485     標準価格 2,480円/m2（3,700円/m） 機 能  
2～3級

有 効 巾　149.4cm 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 0.9cm
組　　成　 ポリエステル100％
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カーテン：PK1487　レース：PK1603（P.120参照）

PK1486 遮光2級 PK1488 遮光2級 PK1490 遮光2級

PK1487 遮光2級 PK1489 遮光2級 PK1491 遮光2級

光沢感のあるスモーキーカラーでモダン空間を演出。

※PK1486～PK1491は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1486～PK1491     標準価格 3,200円/m2（4,800円/m） 機 能  
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％・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（形態安定加工）：PK1499　レース：PK1612（P.122参照）

PK1492 遮光2級 PK1494 遮光2級 PK1496 遮光2級 PK1498 遮光2級

PK1493 遮光2級 PK1495 遮光2級 PK1497 遮光2級 PK1499 遮光2級

きらめきが印象的な柔らかな表情の遮光カーテン。

※PK1492～PK1499は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1492～PK1499     標準価格 2,700円/m2（4,050円/m） 機 能  
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％・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（形態安定加工）：PK1506　レース：PK1611（P.122参照）

PK1500 遮光1級

PK1501 遮光1級

PK1502 遮光1級

PK1503 遮光1級

PK1504 遮光1級

PK1505 遮光1級

PK1506 遮光1級

PK1507 遮光1級

PK1508 遮光1級

PK1509 遮光1級

色糸の濃淡とさりげない光沢の全点遮光1級カーテン。

※PK1500～PK1509は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1500～PK1509 機 能  
１級

標準価格　2,400円/m2（3,600円/m） 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

有 効 巾　150cm 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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カーテン：PK1513　レース：PK1612（P.122参照）

PK1510 遮光2級

PK1511 遮光2級

PK1512 遮光1級

PK1513 遮光2級

PK1514 遮光2級

世代を越えて愛されるデニム調デザイン。
カジュアルな空間を演出。

※PK1510～PK1514は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。
※浮き糸が多い組織のため、表面の引きつれや糸切れにご注意ください。

PK1510～PK1514 機 能  
1～2級

標準価格　2,200円/m2（3,300円/m） 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。

有 効 巾　150cm
リピート　―

組　　成　 ポリエステル100％
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PK1516のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン（形態安定加工）：PK1517　レース：PK1609（P.122参照）　クッション：PK1517

PK1516 遮光3級 PK1517 遮光3級 PK1518 遮光3級 PK1519 遮光3級

光沢糸でデザインを浮かび上がらせた、エレガントなファブリック。

※PK1516～PK1519は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1516～PK1519     標準価格 2,700円/m2（4,050円/m） 機 能  
3級

有 効 巾　150cm 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 24.2cm　ヨコ 13.7cm
組　　成　 ポリエステル100％
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PK1520のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1521　レース：PK1608（P.122参照）

PK1520 遮光3級 PK1521 遮光3級 PK1522 遮光2級

光沢のあるリーフ柄。さりげない優しさが感じられる遮光カーテン。

※PK1520～PK1522は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1520～PK1522 標準価格 2,770円/m2（3,900円/m） 機 能
 

2～3級

有 効 巾　141cm 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 36.3cm　ヨコ 14.1cm
組　　成　 ポリエステル100％
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PK1523のパターン写真（1目盛り10cm）

カーテン：PK1524　ケースメント：PK1606（P.121参照）

PK1523 遮光2級

PK1524 遮光2級

可愛らしい小花が
全面にプリントされたファブリック。

※PK1523～PK1524は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1523～PK1524  標準価格 3,200円/m2（4,800円/m） 機 能  
2級

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-54

タンブラー乾燥はお避けください。リピート　タテ 30.5cm　ヨコ 37.5cm
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
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PK1525のパターン写真（1目盛り10cm）
カーテン（形態安定加工）：PK1527

カーテン：PK1528　レース：PK1561（P.112参照）

PK1525 遮光1級

PK1528 遮光1級

PK1526 遮光1級

PK1529 遮光1級 PK1531 遮光1級

PK1527 遮光1級

PK1530 遮光1級

※PK1525～PK1527、PK1528～PK1531は形態安定加工（LP仕様）をおすすめします。

PK1525～PK1527 標準価格 3,000円/m
有 効 巾　100cm 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 30cm　ヨコ 25cm
組　　成　 ポリエステル100％（再生糸21％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。

機 能  １級

PK1528～PK1531 標準価格 3,000円/m
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％・ヨコ 0.5％リピート　―
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
取扱絵表示

サ-54
タンブラー乾燥は
お避けください。

機 能  １級
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カーテン：PK1532

PK1532 SD6

PK1533 遮光1級

PK1534 遮光2級 PK1535 遮光2級 PK1536 遮光2級 PK1537 遮光2級

滑らかさと光沢感が魅力の
ドレープ性に優れたファブリック。

※オスロ（PK1534～PK1537）は通常裏地縫製の他、取り外しができるセパレート型裏地縫製“ワンタッチライナー"の作成も可能です。（P.124参照）
※商品データはドレープとして単体でご使用いただいた時のものです。裏地としてご使用の際のメンテナンスは、表地のデータを合わせてご参照ください。

ルナ     標準価格 1,470円/m2（2,200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％・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％

オスロ     標準価格 1,550円/m 機 能  
2級

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％

〈片面朱子暗幕裏地〉
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PK1538 遮光2級

PK1540 遮光1級  裏面

PK1543 遮光1級  裏面

PK1541 遮光1級  裏面  裏面

PK1544 遮光1級  裏面

PK1542 遮光1級

PK1539 遮光2級

※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。

※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。

※PK1538～PK1544は通常裏地縫製の他、取り外しができるセパレート型裏地縫製“ワンタッチライナー”の作成も可能です。（P.124参照）
※商品データはドレープとして単体でご使用いただいた時のものです。裏地としてご使用の際のメンテナンスは、表地のデータを合わせてご参照ください。

ハノイ     標準価格 1,770円/m2（2,650円/m） 機 能  
2級

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

レシフェ     標準価格 3,800円/m 機 能  
１級

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

ルイジアナ     標準価格 3,430円/m2（4,800円/m） 機 能  
１級

有 効 巾　  140cm リピート　― 寸法変化率  水洗い タテ   0％・ヨコ 0  ％ 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

〈両面朱子暗幕裏地〉

〈完全遮光裏地〉

〈完全遮光裏地〉

108



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

パターン写真
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117

115

115
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レース：PK1552 ウエイトウーリーロック　カーテン：PK1441（P.88参照）

PK1551 TP4

PK1552 TP4

ちょっとした目隠しにおすすめしたい
グラデーション柄のヨコ使いレース。

※中央の地厚部分は横段調に見える事がありますのでご了承ください。
※仕上り寸法については、裾を基準に縫製します。裾の標準仕様は10cmの二重折り返しです。

PK1551〜PK1552�����標準価格 1,690円/m2（5,100円/m） 機 能  
ミラー

有 効 巾　302cm（ヨコ使い） 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ 0％
ドライ タテ -0.5％・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　―
組　　成　 ポリエステル100％

ミラー調・グラデーションレース

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。
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パターン写真（1目盛り10cm）

レース：PK1554

レース：PK1556　カーテン：PK1381（P.72参照）

PK1553 TP2

PK1556 TP4

PK1555 TP2

PK1554 TP2

PK1553〜PK1555 機 能  

標準価格   1,600円/m 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％

有 効 巾   100cm 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 ―

組 成  ポリエステル100％

PK1556 機 能  
ミラー

標準価格 1,400円/m 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％

有 効 巾 99.6cm 取扱絵表示
サ-62

タンブラー乾燥は
お避けください。リピート タテ 32.4cm　ヨコ 16.6cm

組 成  ポリエステル100％
帝人フロンティア（株） 使用

ミラー調・遮熱レース

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。
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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）

パターン写真（1目盛り10cm）

レース：PK1558　カーテン：PK1351（P.63参照）

PK1557 
TP5

PK1558 
TP5

PK1559 
TP5

PK1560 
TP5

ドレープとのコーディネートも楽しめる
意匠糸使いの可愛らしいレース。

PK1557〜PK1560��標準価格 1,450円/m 機 能  
ミラー

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

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 ―　ヨコ 12.5cm
組　　成　 ポリエステル100％

帝人フロンティア（株） 使用

ミラー調・遮熱レース
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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）

レース：PK1561　カーテン：PK1413（P.80参照）

レース：PK1562

PK1562 TP3

PK1561 TP5

PK1561 機 能  
ミラー

標準価格 1,600円/m 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％

有 効 巾 99.6cm 取扱絵表示
サ-62

タンブラー乾燥は
お避けください。リピート タテ 13.2cm　ヨコ 8.3cm

組 成  ポリエステル100％
帝人フロンティア（株） 使用

PK1562 機 能  
ミラー

標準価格 1,200円/m 寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％

有 効 巾 100cm 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 46.2cm　ヨコ 33.3cm

組 成  ポリエステル100％

耐光堅牢度７級

ミラー調・遮熱レース

ミラー調・遮熱レース
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PK1564のパターン写真（1目盛り10cm）
シアーカーテン：PK1563 ウエイトウーリーロック

シャープシェード：PK1565-2　カーテン：PK1472（P.95参照）

PK1563 TP2

PK1565 -1（200cm巾） TP3
PK1565 -2（300cm巾） 

PK1564 TP2

PK1566 -1（200cm巾） TP2
PK1566 -2（300cm巾） 

※平織りで糸が滑りやすい組織のため、目寄れが起きやすいので取り扱いにご注意ください。
※�裾の標準仕様は10cmの二重折り返しです。ウエイトウーリーロック仕上げの場合は、ご指定ください。a

※�裾の標準仕様は10cmの二重折り返しです。ウエイトウーリーロック仕上げの場合は、ご指定ください。

PK1565〜PK1566 機 能  

標準価格 950円/m2（1,900円/m）　有効巾200cm

950円/m2（2,850円/m）　有効巾300cm（ヨコ使い）

 リピート ― 組 成  ポリエステル100％
（再生糸48％使用）
グリーン購入法適応商品寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

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。

PK1563〜PK1564 機 能  

標準価格 1,500円/m2（4,500円/m） 寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ 0％
ドライ タテ 0％・ヨコ 0％

有 効 巾 300cm（ヨコ使い）
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 3.8cm（ヨコ使いの場合）

組 成  ポリエステル100％
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シアーカーテン：PK1571

※�裾の標準仕様は10cmの二重折り返しです。�
ウエイトウーリーロック仕上げの場合は、ご指定ください。

PK1567〜PK1575
標準価格 1,550円/m2（4,650円/m）
有 効 巾 300cm（ヨコ使い）
 リピート ―
組 成  ポリエステル100％ 

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

機 能

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1576〜PK1579
標準価格 1,000円/m
有 効 巾 100cm
 リピート ―
組 成   ポリエステル100％ 

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -0.5％ 
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

タンブラー乾燥は
お避けください。

ミラー調レース
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PK1567 TP3 PK1572 TP3

PK1568 TP3 PK1573 TP3

PK1569 TP3 PK1574 TP3

PK1570 TP3 PK1575 TP4

PK1571 TP3

PK1576 TP4 PK1578 TP4

PK1577 TP4 PK1579 TP4



PK1572（裏面） PK1567（裏面）

PK1573（裏面） PK1568（裏面）

PK1574（裏面） PK1569（裏面）

PK1575（裏面） PK1570（裏面）

PK1571（裏面）

PK1578（裏面） PK1576（裏面）

PK1579（裏面） PK1577（裏面）

※ドレープとの色合わせ、透過性の確認にご利用ください。
※商品情報はP.114をご参照ください。



     S_10,11,12_左

PK0000 SD0 PK0000 SD0

PK0000 SD0 PK0000 SD0

PK0000 SD0

PK0000 SD0

PK0000 SD0

PK0000 SD0

PK0000 SD0 PK0000 SD0

PK0000 SD0 PK0000 SD0

PK0000 SD0

PK0000

PK0000

PK0000

PK0000

PK0000PK0000

PK0000PK0000

PK0000PK0000

PK0000PK0000

PK0000

×

照度試験（光拡散性）

各種機能性試験値

測定位置
左上
左中
左下
中上
中央
中下
右上
右中
右下
平均

試料
ブランク

286
340
682
318
376
706
291
341
650
443

PK1580
345
369
355
366
392
372
341
356
335
359

PK1581
326
351
363
346
373
379
323
342
348
350

PK1582
331
357
374
351
383
393
324
344
352
357

試験結果 単位（lx）

試験方法：JIS L 1055 A 法　　照度　100.000lx

遮光率（%）
PK1580
78.23

PK1581
76.43

PK1582
73.73

試験結果

遮光性試験（採光性）

試験方法：
窓を挟んで隣り合った部屋を用意し、片方の部屋の窓枠に試
料（110cm×110cm）を取り付ける。もう一方の部屋から投光
機による照射を行い、試料を取り付けた部屋内の照度を測定
する（測定位置は窓と反対側の壁の上下左右 9 箇所）。

遮像性試験

の光拡散性

試験方法：
窓を挟んで隣り合った部屋を用意し、片方の部屋に家具を設
置して屋内側とし、もう一方の部屋を屋外側とする。試料

（110cm×110cm）を窓枠に取り付け、屋外側から屋内側の
様子をカメラで撮影して、得られた画像を専用スケールに照ら
し合わせて、屋内の見えにくさを測定する。

遮熱性試験

紫外線遮蔽率試験（UVカット）

試験方法：
熱線受光体の約5mm上に試料、その約5mm上にガラス板を
保持し、上方50cmからランプ光を照射して熱線受光体表面
の温度をサーモカメラで測定。 

遮熱率（%）
PK1580

35.3
PK1581

33.1
PK1582

32.4

試験結果

試験方法：
紫外・可視・近赤外分光光度計UV-3600に積分球付属装置
ISR-3100を取り付けたもので測定。

遮蔽率（%）
PK1580

81.1
PK1581

85.1
PK1582

83.4

試験結果

保温性試験
試験方法：
ガラス板で仕切られた冷気室と試験室を設置し、試験室側に
約45cm×40cmの試験片を取り付け、両室の温度を約25℃
に調整する。
冷却装置を用いて冷気室内を60分間冷却し、試験室内の温
度変化を5分毎に測定、試験片を使用しない空試験と比較して
保温効果率を算出する。

保温効果率（%）
PK1580

18.9
PK1581

22.6
PK1582

23.4

試験結果

昼試験
夜試験

PK1580
4.5
2.0

PK1581
4.5
2.5

PK1582
4.5
2.5

試験結果

昼試験　屋外側：照明あり（約1600lx）屋内側：照明あり（約500lx）
夜試験　屋外側：照明なし　屋内側：照明あり（約500lx）

バンドパスフィルター使用
測定波長域：280nm～400nm

室内に自然光を採り入れながら、プライベート性も高めました。
帝人フロンティア（株）と（株）サンゲツの共同開発による多機能レースです。

レースカーテンを閉めても室内が暗くなりにくく、明るい快適な空間を提案します。
さらに家具や設備を紫外線から防ぐUVカット効果と、遮熱性能と保温性能による省エネ効果が期待できます。

多機能レース『カイテキFR』を使用した
部屋と、一般レースカーテンと比較すると、
お部屋がより明るくなっていることが分
かります。
※外、部屋内の明るさは同じ条件としてしています。

明るい快適な空間を提案！

単位（級）

保温効果率は
15％以上

保温性

空間にくまなく
光拡散

光拡散性

カット率
80％以上

UVカット

昼の遮像性4級以上の
見えにくさ

遮像性

25％以上の
遮熱性能

遮熱性

遮光率80％未満の
透過性

採光性

UV
HOT

カイテキFRのレースカーテン（PK1582） 一般のレースカーテン
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レース：PK1580　カーテン：PK1443（P.89参照）

PK1580 TP5 PK1581 TP5 PK1582 TP5

PK1582
標準価格 1,800円/m2（2,700円/m）
有 効 巾 150cm
リピート タテ 1.3cm　ヨコ 1cm
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ 0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-56

機 能
ミラー

多機能レース

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1581
標準価格 1,700円/m2（2,550円/m）
有 効 巾 150cm
リピート タテ ―　ヨコ 12.5cm
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ    0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ 0.5％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-56

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級

多機能レース

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1580
標準価格 1,830円/m2（2,700円/m）
有 効 巾 148.2  cm
リピート タテ ―　ヨコ 5.7cm
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 -1.0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

多機能レース

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1584 TP6

PK1583 TP3

PK1586 TP3

PK1585 TP3

PK1588 TP5

PK1587 TP5

PK1587�
標準価格 1,400円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

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

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株）   使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1586� 消臭・ミラー調レース

標準価格 1,250円/m
有 効 巾 96.9cm リピート タテ ―　ヨコ 1.9cm
組 成  ポリエステル100％

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-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1584�SEK・ミラー調・遮熱レース
標準価格 1,500円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
認証番号
002SH06
剤名：無機系（銀系加工物）

ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株） 使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1583� SEK・ミラー調レース

標準価格 1,300円/m
有 効 巾 100cm リピート タテ ―　ヨコ 0.5cm
組 成  ポリエステル100％

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％

取扱絵表示
サ-54

機 能
認証番号
008SA98
剤名：有機系（ピリジン）

ミラー

耐光堅牢度７級以上

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1585� 消臭・ミラー調レース

標準価格 1,150円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

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％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1588�
標準価格 1,600円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
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
ミラー

帝人フロンティア（株）  使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

花粉キャッチ
ミラー調・遮熱レース

花粉キャッチ
ミラー調・遮熱レース
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PK1590 TP6

PK1589 TP4

PK1592 TP5

PK1591 TP4

PK1594 TP4

PK1593 TP5

PK1589
標準価格 1,500円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％（再生糸12%使用）

グリーン購入法適応商品

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1590� 保温・遮熱レース

標準価格 1,500円/m
有 効 巾 98cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ 0％・ヨコ     0％

取扱絵表示
サ-54

機 能

耐光堅牢度７級以上　  使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1591�採光・ミラー調・遮熱レース
標準価格 1,500円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株） 

 使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1592� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,150円/m
有 効 巾 100.5cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ 0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ 0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級
帝人フロンティア（株）  使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1593� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,450円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
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

寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ     0％・ヨコ     0％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株）  使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1594� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,200円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級
帝人フロンティア（株） 使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

抗ウイルス
ミラー調・遮熱レース

アースプラスTM加工
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パターン写真（1目盛り10cm）PK1596 TP5

PK1595 TP5 PK1597 TP6

PK1599 TP5

PK1598 TP3

PK1595� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,250円/m
有 効 巾 99cm リピート タテ 2.5cm　ヨコ 9.9cm
組 成  ポリエステル100％（再生糸27%使用）

グリーン購入法適応商品

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％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株）  使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1596� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,250円/m
有 効 巾   100cm リピート タテ 51.5cm　ヨコ 25cm
組 成  ポリエステル100％

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％

取扱絵表示
サ-56

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株） 使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1597� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,450円/m
有 効 巾 100.5cm リピート タテ ―　ヨコ 6.7cm
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

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
ミラー

帝人フロンティア（株）  使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1598� ミラー調レース

標準価格 1,000円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -0.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -0.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1599� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,000円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

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

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株） 使用

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1601 TP4

PK1600 TP2

PK1603 TP5

PK1602 TP5

PK1605 TP3

PK1604 TP3

PK1600� ミラー調レース

標準価格 1,050円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

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-56

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1601� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,000円/m
有 効 巾 97.5cm リピート タテ ―　ヨコ 6.5cm
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

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

機 能
ミラー

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1602� ミラー調・遮熱レース

標準価格 1,300円/m
有 効 巾 100cm リピート タテ ―　ヨコ 0.8cm
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1603� ミラー調レース

標準価格 1,000円/m
有 効 巾 100.8cm リピート タテ ―　ヨコ 7.2cm
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ -1.0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ     0％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上
帝人フロンティア（株） 使用

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1604� ミラー調レース

標準価格 950円/m
有 効 巾 100cm リピート タテ ―　ヨコ 1cm
組 成  ポリエステル100％

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

機 能
ミラー

耐光堅牢度７級以上

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1605� ミラー調レース

標準価格 1,200円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％（再生糸27%使用）

グリーン購入法適応商品

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -2.0％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-54

機 能
ミラー

タンブラー乾燥は
お避けください。
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ケースメント：PK1606　カーテン：PK1524（P.105参照）

ケースメント：PK1607　カーテン：PK1409（P.79参照） PK1607 TP3

PK1606 TP3

PK1606� ケースメント

標準価格 1,450円/m
有 効 巾 99.6cm リピート タテ ―　ヨコ 8.3cm
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

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -2.0％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-54

機 能

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1607� ケースメント

標準価格 3,000円/m
有 効 巾 100cm リピート タテ ―　ヨコ 12.5cm
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

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -1.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-54

機 能

タンブラー乾燥は
お避けください。
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PK1609 TP2

PK1608 TP2

PK1611 TP2

PK1610 TP3 PK1612 TP1

PK1608
標準価格 900円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

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％

取扱絵表示
サ-54

機 能

耐光堅牢度７級以上

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1609
標準価格 900円/m
有 効 巾 100.7cm リピート タテ ―　ヨコ 5.3cm
組 成  ポリエステル100％

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

機 能

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1610
標準価格 1,100円/m
有 効 巾 100cm リピート タテ ―　ヨコ 5cm
組 成  ポリエステル100％

寸法変化率  水洗い タテ -0.5％・ヨコ -2.0％
ドライ タテ -1.0％・ヨコ -1.5％

取扱絵表示
サ-54

機 能

耐光堅牢度７級以上

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1611
標準価格 950円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％

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

機 能

耐光堅牢度７級

タンブラー乾燥は
お避けください。

PK1612
標準価格 650円/m
有 効 巾 100cm リピート ―
組 成  ポリエステル100％（再生糸68%使用）

グリーン購入法適応商品

寸法変化率  水洗い タテ -1.0％・ヨコ -1.5％
ドライ タテ -0.5％・ヨコ -1.0％

取扱絵表示
サ-54

機 能 再

生PET繊維 50％
以

上

耐光堅牢度７級以上

タンブラー乾燥は
お避けください。
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約84
mm

約84
mm

オルトスキットについて  P.29掲載品

縫い方
●本縫い
●巾継ぎ…谷部分　インターロック

梱 包
●専用化粧ケース入り
●ヒダたたみ

オルトスキット縫製仕様

ご注文方法の注意点

プリーツ
●生地を山・谷交互に折り曲げてプリーツを形成します。
●ご注文はレールの長さに7％以上のゆとりを加えた仕

上りサイズにてご注文ください。
●仕上りサイズ（巾）の約1.3倍で納品させていただきます。

●巾100ミリの二重折り返し
●本縫い

裾

100
mm

タッセル縫い付けの場合（オプション）

表面 裏面

MGテープ

タッセルの縫い付け位置

ご指定のある場合は、別途指示をお願いします。

● H100cmまで 
● H101cm～160cm
● H161cm以上

丈の中心にタッセル上部を合わせます。
裾から50cmにタッセル上部を合わせます。
丈の中心にタッセル上部を合わせます。

タッセル縫付仕様ですっきりとした納まり
（オプション）

専用テープ・フックによる専用縫製仕様

裾まで綺麗なプリーツを表現

耳（両サイド）
●巾約20ミリの二重折り返し約20mm

※上図のように、端から1山に1つずつのフックを付け、
最後の山には2つ付きます。（メッシュ部分はイメージ図です。）

フック
●上部はテープにフックを差し込む仕様です。テープ・

フックの機能上、Aフック（天付）のみになります。
●仕上り寸法1mにつき9 個フックがつきます。

40
mm

50
mm

フック

テープ

（裏面）

●ネット付縫製について　PK1098 ～ PK1109（P.32 参照）を使用したネット付カーテンも縫製可能です。ネット部分については、洗濯後アイロン仕上げを行ってもヒダが綺麗にならない場合もありますので、ご了承ください。
●寸法について　ワイド寸法は、レールの長さに7％以上のゆとりを加えた仕上りサイズにてご指示ください。仕上りサイズ（巾）の約1.3倍で納品させていただきます。
●吊元について　専用テープ・フックの機能上、Aフック（天付）仕様のみとなります。Bフック（正面付）は製作できませんので、ご了承ください。

お洗濯方法

●洗濯絵表示に従って洗濯をしてください。（フックは取り外してください）
●ヒダ山に沿ってたたみ、洗濯ネットを使用してください。乾燥機は使用しないでください。
●洗濯後、アイロン仕上げを行うことで、シャープな形状を保持することができます。

特長について
特殊な編組織により、すっきりとした納まりを実現したカーテンです。
縫製時のアイロン仕上げにより折りたたみしやすいスタイルで、継続的に美しいプリーツを保ちます。
洗濯後もアイロン仕上げでシャープな形状を保持する、新しいスタイルのカーテンです。
メッシュとの組み合わせによるネット付カーテンも縫製可能です。（P.32参照）
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SA加工3つ山
約2倍ヒダ

LP加工3つ山 
約2倍ヒダ

専用のライニングテープを用いることで、今お使いのアジャスターフックをそのまま使用できます。
裏地の脱着は、フックとテープ部分の取り外しとサイド部分のマジックテープを外すだけで簡単にできます。
収まりが美しくメンテナンス性にも優れる簡易式の裏地縫製で、コントラクト物件に最適です。

①カーテンとワンタッチライナーの側部のマジックテープを仮止めします。
②カーテンのヒダ山にあたるところに来るライニングテープの止め部にフックを上から差し込みます。
③フックをくるりと反転させます。
④カーテンのヒダへフックを差し込みます。
⑤カーテンをレールに取り付けた後マジックテープの止め位置を調整してください。

注意事項
●当見本帳では専用裏地4タイプ11アイテムからお好みのカーテンに合わせてお選びいただけます。
●ワンタッチライナー仕様での裏地はヒダなしのフラットな状態となります。
●表地のヒダが2倍より多い場合、裾が収まり難くなる事がありますのでお含みください。その際は通常裏地縫製をご利用ください。
●両側面に巾20mmのマジックテープを縫い付けることにより、裏地の表面に多少縫製跡が見受けられますのでお含みください。

② ③ ④

加工仕上り状態

SS仕様（標準縫製）

ワンタッチライナー   簡易タイプの裏地縫製です。

取り付け手順

SS加工3つ山 
約2倍ヒダ

裾のイメージ 裾のイメージ 裾のイメージ

LP仕様（ライトプリーツ・形態安定加工） SA仕様（パーマネントプリーツ・形状記憶加工）

PK1534～PK1544（P.107～P.108参照）は取り外しができるセパレート型裏地縫製が可能です。

コントラクトカーテン縫製仕様について

見本帳収録商品の標準縫製仕様はSS仕様です。
オプションでLP仕様（形態安定加工）やSA仕様（形状記憶加工）が可能です。
※LP仕様・SA仕様の対応可否や詳細な縫製仕様は別冊お仕立上り価格表をご参照ください。
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太陽の熱を反射し、
室内温度の上昇を抑え、遮熱効果があります。

人体に影響のない特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維です。
金属酸化物により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑える遮熱効果が
あります。加えて、涼しや®SEには万一の時も燃えにくい難燃性をプラスしました。

特異な断面形状（四つ山扁平断面）により、外からの視線を遮ってプライバシー
を保護しながらも、光拡散と採光性により自然光を室内の隅々まで採り入れる
ので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、特殊なポリマー
により家具やお肌を紫外線から防ぎます。

特異な断面形状（四つ山扁平断面）により光を乱反射・屈折させますので、
昼間はもちろん、夜でも一般レースまたはミラー調レースに比べ室内の様子を
外部からわかりにくくしてくれます。昼間室内から外の様子はみることが
できます。

普通ポリエステル糸のイメージ図涼しや糸のイメージ図

光

ウェーブロン糸のイメージ図

光

普通ポリエステル糸のイメージ図

赤外線
反射剤

隙間が
狭い該当商品番号 :  

PK1556、PK1557～PK1560、PK1561、PK1584、PK1591、
PK1594、PK1596、PK1599、PK1603

PK1587、PK1592、PK1593、PK1595、PK1597

PK1591該当商品番号 :  

光拡散性能により、プライバシーを守りながらお部屋を明るく。

室外からの視線をカットしてプライバシーを守ります。

遮  像
昼夜透けにくく
視線をカット！

光拡散
光を拡散させて

 隅 ま々で明るく。

遮  像
昼夜透けにくく
視線をカット！

採  光
光を良く通し

 室内を明るく。

UVカット
家具やお肌を

  紫外線から防ぐ。

光紫外線
吸収剤

 光を
拡散・反射

・屈折させる
繊維構造

機能性繊維について
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フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造。

エフコット糸のイメージ図

普通ポリエステル糸のイメージ図

細菌
ウイルス、細菌、臭いなどの有機
タンパク質を分解する材料です。

酸化チタン

細菌やウイルスなどを
吸着して離しません。

花粉など

ニオイ

ウイルス

アースプラスTM加工

外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

吸着した細菌やウイルスを分解させるアースプラスTM

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ（縮れ）があるから。
一般的なカーテン用のポリエステル素材に比べ、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。　

洗濯すると花粉が除去され、機能はそのまま。
キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、キレイに除去できます。
また、繊維の構造そのものがフィルターの役割を果たすので、洗濯を繰り返しても機能はそのままです。

該当商品番号 : PK1587、PK1588

該当商品番号 : PK1589

クリンプ（縮
み）が

ポイント！

アースプラスTM は、食品添加物に認められた材料だけで作られたセラミックス複合技術。
環境にも人にもやさしく、抗菌・抗ウイルスはもちろん、花粉などのアレル物質も抑制。
嫌なニオイ対策など多様なシーンでの効果が期待されています。

紡糸時に遠赤外線ナノ粒子を練り込み、蓄熱保温機能を実現した特殊糸です。
カーテンの生地表面が温まりやすく、蓄熱保温効果が期待できます。

該当商品番号：PK1590

遠赤外線ナノ粒子を練り込んだ蓄熱保温糸“ナノレッド”です。

試験方法　保温性試験（冷気法） 試験結果　保温性レース測定比較

冷気室 試験室

温度センサー 温度センサー

ガラス板 試料

上記の装置に約45cm×40cmの試験片を取り付け
冷気室及び試験室の温度を約25℃に調整する。冷却
装置を用いて冷気室内を60分間冷却し、試験室内の
温度変化を測定する。

試験室の大きさ（内寸）43.5×43.5×48.5cm（0.092㎥）

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。
冷却時間（分）

下降温度（℃）
PK1590
一般レース
レースなし

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

酸化チタンの電極となり、
反応スピードを向上させる。

電極ハイドロキシアパタイト

2

126



Feature

各
種
機
能

127

防汚性

グリーン購入法
適応商品

防汚性

Ⅰ

Ⅱ

（Ⅰ）は化学吸着タイプです。
（Ⅱ）は光触媒タイプです。

制　電

遮　光

再
生
PET 繊維 50％

以上

マテリアル
リサイクル

ケミカル
リサイクル

ウォッシャブル

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格し、
防炎性能を有することを示すマークです。

防　炎

NIF基準のはっ水度試験の判定基準に適合する
ことを示すマークです。

家庭用洗濯機で洗濯（洗濯ネット使用）できる
ことを示すマークです。

NIF基準の遮光性能を有することを示すマークです。
（1級、2級、3級それぞれの評価基準についてはライティング
ハンドブックの表現に準拠しています）

NIFで制定された遮熱レースの基準に適合した
シアーカーテンに表示できるマークです。

紫外線を60％以上シャットアウトする商品を示すマークです。
(公的データに基づく自主基準です。)

光をとりいれながら、プライバシーは守ります。
裏面にブライト糸を編み込むことによってミラー効果を
持たせたレースカーテンです。

NIF基準の制電性能を有することを示すマークです。

アストニッシュ（消臭）加工マーク（自主基準）です。

悪臭や、ホルムアルデヒド等のVOCに対して消臭性能を
発揮するアストニッシュ（消臭）加工を施したマークです。

サンゲツカーテンエコプロジェクト リサイクル区分マーク

リサイクル活用法でそれぞれケミカルリサイクル、
マテリアルリサイクル対応を示すマークです。

ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが
落ちやすいことを示すマークです。

洗濯などで汚れが落ちやすく、更に洗濯時の逆汚染による
黒ずみを防止する加工を施してあることを示すマークです。

（一社）繊維評価技術協議会（JTETC）の基準をみたし、黄色
ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA等の細菌の抑制に効果があり、
制菌性能を有することを示すマークです。

（一社）繊維評価技術協議会（JTETC）の基準をみたし、繊維上
の特定のウイルスを減少させる抗ウイルス加工を施した商品に
付けられるマークです。

（公財）日本環境協会エコマーク事務局にて環境保全型商品
として認定された商品であることを示すマークです。

（エコマーク）

グリーン購入法※1に適応した商品を示すマークです。

※1 正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

インテリアファブリックス性能評価協議会によって設けられた
自主基準の統一マークで、ホルムアルデヒド発散速度に応じて
３つの等級(F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆)に区別されています。

機能性・物性マーク表示説明  商品の機能・物性・加工等については、下記マークで表示しています。

※当見本帳掲載生地は全点F☆☆☆☆認定品です。

ドレープ（ミュンヘン S）、レースの掲載商品において耐光堅牢度が
7 級もしくは 7 級以上を有するものには、掲載各頁に性能数値を
表示しております。これらは一般品に比べ耐光堅牢度が優れて
いることを示すものです。

耐光堅牢度
について

制菌加工
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メリット1  優れた制菌性能
黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌及びMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）に対して増殖を抑制します。

メリット2  耐洗濯性
制菌加工品は、特殊技術で制菌成分を繊維と強力に結合させているため、耐洗濯性に優れ、
制菌効果が持続します。

メリット3  人・環境にやさしい加工剤
制菌加工品は、（一社）繊維評価技術協議会の安全性基準をすべてクリアしています。

試験方法：定量試験 菌液吸収法（JIS-L 1902）
約2.0×104個の試験菌を含む菌液0.2mLを0.4gの制菌加工繊維製品と綿標準布に接種し、
37℃下で18時間培養する。培養後の生菌数を測定し、各活性値を算出して制菌性を評価する。

基準値：
標準布の接種直後に回収した菌数の平均値   ：[A]
標準布の18時間培養後回収した菌数の平均値：[B]
加工布の18時間培養後回収した菌数の平均値：[C]
として制菌加工の場合（殺菌活性値）
(logA - logC）＞0で性能を有するものと認められる。
(ただしC≠0）。

試験方法：繊維製品の抗ウイルス性試験方法
標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、
ウイルス数の常用対数の差で抗ウイルス活性値を算出して抗ウイルス性能を評価する。

基準値： 
標準布接種直後　　　　　　：[A] 
標準布2時間放置後　　　　　：[B] 
抗ウイルス加工布2時間放置後：[C] 
(logA-logC)≧3で性能を有すると認められる。

（一社）繊維評価技術協議会

繊維上の細菌の増殖を
抑制します。

制菌加工

（一社）繊維評価技術協議会

抗ウイルス加工カーテン
一般社団法人繊維評価技術協議会（JTETC）の基準をみたし、繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

制菌加工カーテン
一般社団法人繊維評価技術協議会（JTETC）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の細菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。

メリット1  短時間で効果的
標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種し25℃で2時間放置、ウイルスが標準布
対比で99.9%以下に減少します。業務用洗濯5回後でも効果は維持されます。

メリット2  安全性
SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

メリット3  安心の評価基準を採用
繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際基準（ISO18184：2014年9月1日発行）になりました。
ISO18184では、この抗ウイルス活性値が3.0以上で十分な効果を示すと定められており、

（一社）繊維評価技術協議会の抗ウイルス加工マークでは、この数値を評価基準としています。

SEK制菌加工剤の安全性基準SEK制菌加工剤の安全性基準
急性経口毒性試験（LD50）
変 異 原 生 試 験
皮 膚刺 激性試 験
皮 膚感 作性試 験
ヒトパッチテスト

：2,000mg/kg以上
：陰性
：無刺激性・弱刺激性
：陰性
：陰性・準陰性

加 工 剤

製 　 品

SEK抗ウイルス加工剤の安全性基準SEK抗ウイルス加工剤の安全性基準
急性経口毒性試験（LD50）
変 異 原 生 試 験
皮 膚刺 激性試 験
皮 膚感 作性試 験
ヒトパッチテスト

：2,000mg/kg以上
：陰性
：無刺激性・弱刺激性
：陰性
：陰性・準陰性

加 工 剤

製 　 品

未加工品
2時間後 2時間後

SEK抗ウイルス加工品
直後

プラーク個数の変化

プラークとは
ウイルスの感染によって生体染色が行えなくなった細胞の部分であり、変性を起こした細胞は色素を保持しないので、周囲
の変性を受けていない細胞の青色をバックに色素を欠く斑点として認められます。ウイルスの感染がなくなると、斑点が見え
なくなります。

繊維上の特定の
ウイルスの数を
減少させます。

抗ウイルス加工

・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防
を目的とするものではありません。

・抗ウイルス性試 験は、ウイルス株：
ATCCVR-1679（エンベロープ有）を
25℃で2時間放置して実施しています。

・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを
抑制するものではありません。

※各ページの機能欄、SEKマークには
「繊維評価技術協議会」の表記は省略
しています。

　 注意

制菌加工

機能性マークについて
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180℃～210℃の高温でかけてください。

140℃～160℃の中温でかけてください。

80℃～120℃の低温でかけてください。

あて布をしてかけてください。
（いずれの温度にも共通です｡）

アイロンがけはできません。

30℃までの液温で､弱い手洗い（押し洗い）が
できます。(洗濯機は使用できません｡)

40℃までの液温で､洗濯機の弱水流､又は
弱い手洗い（押し洗い）ができます。

水洗いはできません。

塩素系漂白剤による漂白はできません。

塩素系漂白剤による漂白ができます。

ドライクリーニングができます。溶剤はパークロロ
エチレン又は石油系のものを使用してください。

ドライクリーニングができます。
溶剤は石油系のものを使用してください。

ドライクリーニングはできません。

日本工業規格に基づいた各々の絵表示とその説明です｡
(干し方に関しては､必ずしも表示する義務はありません｡)

洗濯絵表示の説明

洗い方(水洗い)

塩素漂白の可否

タンブラー乾燥はお避けください。
ドラム式乾燥機での乾燥は、寸法及び風合い変化が
生じる恐れがありますので使用しないでください。

〈付記事項〉

ドライクリーニング

アイロンのかけ方

カーテンの寸法変化率 測定方法について

水洗い、ドライ洗濯時の寸法変化をドレープ、レース全規格について、実用洗濯に
近い条件下で試験を実施し、表示しています。これにより、実際にそのカーテンを洗
濯された際の状態が想定でき、物性試験値及びメンテナンス表示が実勢状態に即し
たものとなりました。各頁表記の＋は伸び、－は縮みを表します。

洗　　剤：
合成洗剤（弱アルカリ性）
洗濯方法：
家庭用洗濯機で約 40℃のぬるま湯で洗濯します。

（5 分洗い、2 分すすぎを 2 回繰り返し、脱水します。）
洗濯、吊干し乾燥を 5 回繰り返し、寸法の変化を
測定します。（JIS-L 0217 準拠）

洗　　剤：
パークロロエチレン使用（チャージソープ0.3%含む）
洗濯方法：
常温で予備洗い1分、本洗い2分行い、70℃で
7分乾燥を1回後、寸法の変化を測定します。

水洗いの場合

洗濯機

ドライの場合

尚、各数値結果については上記条件下に基づくもの
で、製造ロット、製品の使用条件等によって変わるこ
とがあります。また、数値結果は保証値ではありません
のでご理解をお願いします。

寸法変化率（％）= ℓ1-ℓ0        ×100　　　　　　　 　　ℓ0

ℓ0：洗濯前
ℓ1：洗濯後

（マイナスは収縮を示し、プラスは伸びを示します。）

平成13年4月より施行されましたグリーン購入法により、国や独立行政法人等の各
機関が、物品等を調達する際には、従来の価格や品質に加え、環境保全の観点より
環境負荷の低減が可能かどうかを考慮した物品購入の推進が義務づけられました。
地方公共団体、事業者、国民等についても環境物品等の調達の推進に努めることを
推奨されています。
サンゲツでは以上の基準に準じ、組成表示箇所に再生糸比率を掲載しています。
※1 正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

● 使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする
合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用さ
れていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50％未満の場
合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10％以上、か
つ、ポリエステル繊維重量比で50％以上使用されていること。

②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10％以上使用されて
いること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10％
以上使用されていること。

④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体
重量比で25％以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10％以上
であること。

⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重
量比で10％以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4％以上で
あること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

［配慮事項］
①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。
②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低

減に配慮されていること。

環境物品等の調達の推進に関する基本方針   16.インテリア・寝装寝具  16-1  カーテン等

カーテン
布製ブラインド

※1

（1） 品目及び判断の基準等 ［判断の基準］

※1

（2016年10月現在）

試験方法：JIS-L 0217 103法　吊干し繰り返し洗濯5回後の変化
基 準 値：寸法変化率 タテ±1%以内・ヨコ±2%以内　外観が良好であること
試験方法：JIS-L 0844 A-2法
基 準 値：変退色4級以上　汚染4級以上

グリーン購入法適応商品について

※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリーをはずしてください。
　洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰吊干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をおすすめします。
※洗濯絵表示は、2016年12月1日、ISO規格と整合した新JIS（JIS-L 0001）の表示に改訂となります。

1,000 1,000

2,
00

0

吊干し

試験方法：試料の作成　巾2,000mm×丈2,000mm（2倍ヒダ）の両開きカーテンを作成します。

機能性マークについて

エコマークについて
（2016 年 10月現在）

（2016 年 10月現在）

当見本帳では、公益財団法人日本環境協会の該当基準「ポリマーリサイクル繊維も
しくは、ケミカルリサイクル繊維を使用した家庭用繊維製品」にあたる、再生ポリエ
ステル糸を重量比で50％以上使用している商品に表示しています。マーク下段表示
は、同協会が規定する選択肢に対応する環境情報表示と認定番号をそれぞれに併
記しています。当見本帳では「再生PET繊維50％以上」の商品を掲載しています。

　　　　　について

再

生PET繊維 50％
以上

インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づいた、ホルムアルデヒド
対策品として認定された商品です。見本帳収録商品は全点　　　　   対応商品です。 

ホルムアルデヒド放散速度
5μg/㎡h以下

～ 20μg/㎡h以下
～120μg/㎡h以下

区分
ホルムアルデヒド発散区分

ウォッシャブルについて
以下のJIS試験方法に独自の条件を加え、
実際の使用状態を想定してウォッシャブル判定しています。
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分光光度計による太陽光線透過率比較試験
（当社比）

一般レース

透過率（％）

波長（nm）
近赤外線領域可視光線紫外線

ミラー調レース

0
0 400 800 2500

50

90

※グラフは実際の試験データをもとに作成したイメージ図です。

ミラー

太陽光線は、主に紫外線、可視光線、赤外線に大別されます。その中の紫外線は畳などの日焼け、退色、また人間が紫外線に長時間さらされると皮膚、目、免疫系へ疾患を引き
起こす可能性があるといわれています。紫外線はその波長により近、遠、極等に分類され、また人間の健康や環境への影響の観点から、近紫外線をさらにUVA（400～
320nm）、UVB（320～280nm）、UVC（280nm未満）に分けることもあります。太陽光の中には、UVA、UVB、UVCの波長の紫外線が含まれていますが、その内UVCは通常
はオゾン層に守られている地表には到達せず、UVA、UVBが地表に到達します。
サンゲツでは紫外線（地表に到達するUVA、UVBに該当）を60％以上カットするシアーカーテン・レースについて、各商品に「UVカットマーク」を表示しました。尚、一般的にレ
ースカーテンをフラットで使用するよりもヒダを寄せることで、繊維間を光が屈折・反射し比較的遮蔽効果が高まるといわれています。

試験方法

分光光度計を用い、波長400nm～280nmの紫外線（UVA、UVBに該当）を
どれだけ遮蔽しているかを［紫外線遮蔽率％］で測定。
※１ナノメートル(nm)＝10億分の１m

紫外線遮蔽率(%)=(1-Ta/To)×100
Ta：試料挿入時の透過量
To：試料なし時の透過量

試験方法及び判定基準

熱線受光体（黒色塗料塗付銅板を設置）の約5mm上に試料を保
持し、更にその上約5mmにガラス板を設置し試験体とする。指定
側面からランプを約50cmの距離で15分間照射して、裏面の熱線
受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する。ブ
ランクとして試料なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を
行い遮熱率を算出する。試験は試験体とブランクの位置を入れ替
えて2回測定し、平均値を試験結果とする。

遮熱率25％以上
採光率0.6％以上（遮光率99.4％未満）

レフランプ

熱線受光体
試料台

（発泡スチロール製）

試料

ガラス板
50cm

判定基準

試験方法：カケンレフランプ法（インテリア法） 試験装置略図
使用ランプ：レフランプ 500W
照 射 距 離：約50cm
照　射　面 ：裏面（屋外側面）

遮熱率（％） =（ブランクの上昇温度※ - 試料の上昇温度※）
ブランクの上昇温度※

×100
※照射時間 15分

サーモカメラ

サーモ画像

試験体にレフランプを15分間照射し、生地の表面温度を
サーモカメラで撮影しています。

50.0℃

20.0℃

35.0℃

27.5℃

42.5℃

遮熱レース 遮熱レース

透過率 TP2
の試験体ボイル

遮熱レースとは、シアーカーテン（レース、ボイル、オーガンジー、エンブロイダリー、ケースメント、薄手生地のプリントカーテン）の内、下記に定める基準に適合し、
室内温度の上昇を抑制すると共に、昼間の室内に適度な明るさを採り入れ、一般のシアーカーテンと比較して節電対策上の相対的効果が認められるものです。

遮熱レースについて
一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会（NIF）で制定された遮熱レースの基準に適合したシアーカーテンに表示できるマークです。

紫外線遮蔽（UVカット）のメカニズム

●紫外線、可視光線、赤外線など太陽光線を、一般レースに比べ10～20％多く遮ります。
  （波長の短い光線（UV）に対し、より高い効果が認められます。）
●昼間、外部からの視界はほとんど認められません。
●ご家庭での省エネルギー対策として、家具、畳などの日焼けの軽減として、またプライバシーの保護などに効果があります。

ミラー調レースについて
光をとりいれながら、プライバシーは守ります。裏面にブライト糸を編み込むことによってミラー効果を持たせたレースカーテンです。

紫外線遮蔽（UVカット）について
紫外線（UV）を60％以上カットするシアーカーテン・レースに表示しました。

機能繊維（ブライト糸又は偏平糸）
による紫外線の吸収と反射
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防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、
燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

消防法の規制を受ける防炎防火対象物（特定防火対象物 抜粋版）

イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ　公会堂又は集会場

分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」とい
う。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定
する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（5）において「短期入所
等施設」という。）

ハ　次に掲げる防火対象物
　   （1）老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援セ

ンター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス
事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その
他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

　   （2）更生施設
　   （3）助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的
保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

　   （4）児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達
支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。）

　   （5）身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム
又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8
項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に
規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）

ニ　幼稚園又は特別支援学校

イ　待合、料理店その他これらに類するもの
ロ　飲食店

　　複合用途防火対象物で、(1) 項から (4) 項まで、(5) 項イ、(6) 項、(9) 項イ又は (12) 項（ロ）に掲げる防火対象
物の用途に供されている部分

　　建築物の地階（16 の 2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該
地下道とを合わせたもの ((1) 項から (4) 項まで、(5) 項イ、(6) 項又は (9) 項イに掲げる防火対象物の用途に
供される部分が存するものに限る。）

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

イ　病院、診療所又は助産所
ロ　次に掲げる防火対象物
　   （1）老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成9年法律第123

号）第 7 条第 1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当
する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な
要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の
2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施
設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生
活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

　   （2）救護施設
　   （3）乳児院
　   （4）障害児入所施設
　   （5）障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区

ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ

イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ　遊技場又はダンスホール
ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ( 昭和 23 年法律第 122 号 ) 第 2 条第 5 項に規定する

性風俗関連特殊営業を営む店舗 ( ニ並びに (1) 項イ、(4) 項、(5) 項イ及び (9) 項イに掲げる防火対象物の用
途に供されているものを除く。) その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

ニ　カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室 ( これに類する施設を含む｡) において客に利用
させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

（1）

（2）

（3）

（4）

イ　公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

（6）

（12）

（16）

（16
の3）

（9）

（5）

（6）

防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように変化するかを基準に6種類に分けられます。

1  消防法第８条の３第１項により、防炎物品を使用しなければならない場所　高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）、地下街
2  政令で指定されたもの（消防法施行令別表 第1より）

登録確認機関名
公益財団法人

1. カーテン　暗幕

水洗い洗濯及び
ドライクリーニングについて

基準に適合するもの

水洗い洗濯について
基準に適合するもの

ドライクリーニングについて
基準に適合するもの

洗濯後は再防炎処理の
必要があるもの 洗濯後再防炎処理したもの

（イ）縫付 （ロ）縫付

登録確認機関名
公益財団法人

水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防炎処理

（ハ）縫付 （ニ）ちょう付 （ホ）ちょう付 （ヘ）ちょう付

登録確認機関名
公益財団法人

ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防炎処理

登録確認機関名
公益財団法人

洗濯をした場合は要防炎処理

登録確認機関名
公益財団法人

洗濯をした場合は要防炎処理

処理　　　　　　年　　　　月

登録確認機関名
公益財団法人

洗濯をした場合は要防炎処理

【ＰＥＴ１００％】　　　　処理　　　年　　月

防
炎
物
品
の
種
類

物
品
ラ
ベ
ル
の
様
式

※防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。
※防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫い付け、ちょう付けなどで見やすい箇所に取り付けることになっています。

※上記の表は防炎防火対象物の特定防火対象物 抜粋版です。詳しくは、消防法施行令別表第 1をご参照ください。

防炎性能・防炎物品ラベルについて
消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格し、防炎性能を有することを示すマークです。

機能性マークについて

2016年10月
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ドレープ全点に対して表示しました。（教育・公共の一部商品は除く）

SD1・SD2・SD3はそれぞれNIF（一般社団法人日本インテリアファブリックス
協会）が定めるカ－テン遮光性能1級、2級、3級に対応しており、以降遮光数値に
従って自社基準で下表のようにSD4・SD5・SD6・SD7とランク分けしました。

シアーカーテン・レース全点に対して表示しました。
薄地カ－テンがひかれた窓を外から見た時、室内のプライバシ－がどの程度守られて
いるのかについて、透過性の低いものからTP6・TP5・TP4…TP1と下表の様にランク
を付けました。透過率（％）はそのカ－テンの遮光率（％）を100から引いた値としてい
ます。(100-遮光率＝透過率）

100.00～99.99

99.98～99.80

99.79～99.40

99.39～98.00

97.99～95.00

94.99～92.00

91.99～89.00

遮光率（%）
（JIS-L1055A法）

遮光等級
（NIF基準）

遮光性評価
（当社基準）

遮光1級

遮光2級

遮光3級

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

SD6

SD7

↑
光
を
通
し
に
く
い

光
を
通
し
や
す
い
↓

11.01～15.00

15.01～25.00

25.01～35.00

35.01～45.00

45.01～55.00

55.01～80.00

透過率（%）
（100-遮光率）

遮光等級
（NIF基準）

透過性評価
（当社基準）

TP6

TP5

TP4

TP3

TP2

TP1

↑
光
を
通
し
に
く
い

光
を
通
し
や
す
い
↓

夜を想定した場合のドレープの遮光性の違い 昼を想定した場合のレースの透過性の違い

実験内容 実験内容
掃き出し窓のある部屋を想定した
模型に、人形と観葉植物を置き、
夜の光の具合を再現しました。

掃き出し窓のある部屋を想定した
模型に、人形と観葉植物を置き、
昼の光の具合を再現しました。

カーテンを吊らない場合 カーテンを吊らない場合

90cm

90
cm

85cm
5cm

90cm

90cm

90
cm

85cm
5cm

90cm

遮光性 透過性

遮光1級 遮光率 100.00～99.99%

遮光3級 遮光率 99.79～99.40%

SD5 遮光率 97.99～95.00% TP2 ボイル

TP5 普通品

TP5 ミラー調

透過率 45.01～55.00%

透過率 15.01～25.00%

透過率 15.01～25.00%

●各照度と状態表現の関連性については､照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。
●本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取り付け方法によって室内の照度は変わ

りますのでご注意ください。特に1級の生地を使用する場合には、上部下部・サイド・合わせ目・ピンホール等による光
の漏れが気になりますのでご注意ください。

●カーテンは機能上、窓との間にある程度の間隔が必要です。そのため、カーテンの上部、下部、サイドから光が漏れます。
遮光効果をできるだけ発揮させるためには、カーテンボックスを使用し、サイドをリターン式にし、丈も床に十分つく長
さにしてください。この際、カーテンボックスに上飾りを用いれば、更に効果がアップします。尚、両開きカーテンには
交叉レールの使用をおすすめします。また、本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、シェードの場合は、窓に対す
る生地の大きさや本体の取付け方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。

●下記の「遮光性・透過性」も併せてご参照ください。

99.99%以上

1級NIF基準遮光等級 2級 3級

99.80%以上
99.99%未満

遮光率
（JIS-L1055A法）

99.40%以上
99.80%未満

10ルクス超
200ルクス以下

0ルクス超
10ルクス以下

照度
(受光部照度)

200ルクス超
600ルクス以下

人の顔の表情が
識別できないレベル

人の顔あるいは
表情がわかるレベル

人の表情はわかるが、
事務作業には暗いレベル

照度に関する
状態表現

遮光性能説明

遮光率（％）=（1-　　）×100ι1

ι0

ι1：試験片を装着したときの照度（lx）
ι0：試験片を装着しないときの照度（lx）

試験方法：JIS-L 1055A法　照度10万ルクス
　　　　  基準値／下記表参照
　　　　  遮光マークは1～3級に対応する商品に掲載されています。

SD値が1～3の商品については、遮光カーテンとして
寝室などに推奨しています。

SD1（遮光1級） ： 人の顔の表情が識別できない
  レベル
SD2（遮光2級） ： 人の顔あるいは表情がわかる
  レベル
SD3（遮光3級） ： 人の表情はわかるが事務作業には
  暗いレベル

（完全遮光品でも取り付け方によって、レールの隙間
などから光がもれてくることがあります。）

遮光性・透過性について
独自の遮光性・透過性基準を設けました。

132



Feature

各
種
機
能

133

自然光が入りにくい北側の窓辺などに。 日当たりの良い窓辺などに。
Ⅰ（化学吸着タイプ） Ⅱ（光触媒タイプ）

暮らしの中で発生する四大生活悪臭と言われる不快な臭い、その他汗臭、加齢臭を
吸着して分解・消臭し化学的に無害な成分にする、安全性の高い高機能消臭加工です。
シックハウス症候群の原因物質と言われているホルムアルデヒドにも効果があります。
即効性のある消臭性能が期待できます。

光が当たることにより、酸化チタン内部で電子(e-)と正孔(h+)が生成されます。電子は酸
化チタンの表面の酸素と反応しスーパーオキサイドアニオン(O2-)を、正孔は酸化チタンの
表面の水と反応しOHラジカル(・OH)といった活性酸素を生成します。その活性酸素を利
用して悪臭を分解します。活性酸素は光と水・酸素が供給される限り発生し続けます。

消 臭消　臭消　臭 消　臭消　臭

はっ水性について
浴室など水回りの簡易的な間仕切りや目隠しにご使用いただけます。

下記の基準をみたし、はっ水性能があることを表すマークです。
試験方法：JIS-L 1092法　はっ水度試験（スプレー試験）
基 準 値：湿潤状態　初期：3以上・洗濯5回後：2以上
洗濯方法：JIS-L 0217 103法（吊干し）

制電効果

ナイロン
アクリル
ナイロン
アクリル
ナイロン
アクリル

5.7
5.3
4.4
6.4
3.7
1.0

PK1027

PK1030

PK1023

試料
（5回洗濯後） 摩擦布 摩擦帯電電荷量（μC/m2）

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

制電基準値
 （7μC/m2以下）↓

試験方法／JIS-L 1094 摩擦帯電電荷量測定法　
洗濯処理／JIS-L 0217-103法　5回繰り返し（注水すすぎ20分）
試験条件／試験室の湿温度　20±2℃・40±2％RH
※記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

機能性マークについて

消臭機能について
アストニッシュ《消臭》加工は、光触媒・化学吸着の力で室内の悪臭及びVOCを軽減します。
サンゲツでは、カーテンをご利用いただく際のさまざまな環境に於いても消臭機能が発揮されるよう2タイプの消臭加工を取り揃えました。

光触媒消臭のメカニズム

光触媒
酸化チタン 悪臭

分解

カ
ー
テ
ン

H2O

e-

h+

・OH

O2 O2

化学吸着消臭のメカニズム
層状化合物

ホルムアルデヒド
HCHO

アンモニア
NH3

硫化水素
H2S

SiO2

NH2

ZnO

カ
ー
テ
ン

層状化合物

H2O

NH4+　　

イオン結合

H2O

SiO2

NCH2

ZnS

カ
ー
テ
ン

消臭剤に、イオン結合により吸着した悪臭（アンモニア等）は、洗剤でとれるため
洗濯することで消臭性能が回復します。

※消臭メカニズムは、消臭機能を模式化したものです。使用環境によって、消臭分解する成分や、
　消臭時間に違いが生じます。

消臭メカニズム

臭気の種類と成分表

ホルムアルデヒド
トルエン
アンモニア
硫化水素
酢　酸
メチルメルカプタン
トリメチルアミン
アセトアルデヒド

○
○

建　材
接着剤

○
○

○
○

トイレの
臭い

○
○

○
○

生ゴミの
臭い

○

○

汗の
臭い

○

○

加齢臭

○
○
○

○

タバコの
臭い

※臭気成分は、各種臭いの代表成分ですべてを示すものではありません。

【測定条件】
試料：234g/m2カーテン　30cm×20cm
容器：テドラーバッグ
ガス：3Ｌ
測定：検知管法、ブラックライト照射後測定

空試験
初期
洗濯5回後

四大生活悪臭

その他、汗臭、加齢臭等VOC

※記載数値は測定値であり、保証値ではありません。
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制電性について
カーテンに織り込まれている導電糸の働きで不快な静電気の発生を低減し、汚れやほこりの付着を抑えます。
病院をはじめとした各種施設をより清潔に保つとともに、精密医療機器を使用する場所にもおすすめします。

優れた制電性能
●水洗い・ドライともに洗濯を繰り返しても、制電効果はほとんど変わりません。
●静電気によるホコリなどを付きにくくします。
●制電性マークを記載している商品はすべて、以下のどちらかに該当するJIS試験の判定でNIF基準に
　適合しています。
試験方法：JIS-L 1094（5.2摩擦帯電圧測定法）
　　　　  試験条件／温度20±2℃、相対湿度40±2％、摩擦布 毛及び綿 
　　　　  基準値／3,000V 以下　
試験方法：JIS-L 1094（5.3摩擦帯電電荷量測定法）
　　　　  試験条件／温度20±2℃、相対湿度40±2％、摩擦布 ナイロン及びアクリルの編地
　　　　  基準値／7μC／m2以下　

消 臭消　臭消　臭
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回収の手順

注）リサイクル活用法については、技術革新その他の理由で変更になる場合があります。

弊社カーテンに、｢サンゲツカーテン・リサイクルシステム｣のタグラベルが付いている事をご確認ください。
弊社ホームページより、エコプロジェクトへ申し込みをしてください。（お電話の場合は、タグラベルに記載している電話番号へご連絡ください。）
弊社指定の運送会社に依頼して、「サンゲツ中部支社 エコプロジェクト宛」に発送してください。
●縫製カーテン（メカニックレールが付いていないもの）の場合
　フック・ウエイト（ウエイトテープ等の金属部分）については、お住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。
●シェード類（メカニックレールが付いているもの）の場合
　カーテン生地をメカニックレールから取りはずします。チェーンやウエイト、レールやブラケット、バー等の金属部品につきましては、

お客様がお住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようお願いいたします。
弊社に届いたカーテンにつきましては、責任を持ってリサイクルしてまいります。

①
②
③

④

免責事項
●｢サンゲツカーテン・リサイクルシステム｣のタグラベルの無いカーテンについては受取りいたしかねます。

カーテンの繊維素材が不明の場合、リサイクル時の分別ができませんのでご理解の程、宜しくお願いいたし
ます。2000年10月以降にご注文を頂きました弊社カーテンにつきましては、全てこのラベルを縫い付けてお
届けしております。

●メカニックレール等の金属部品の廃棄方法につきましては、地方自治体により取り扱いが異なる場合があり
ますので、お客様がお住まいの地域の処理方法に基づき、別途廃棄いただきますようにお願いいたします。

回収したカーテンの再利用について

Recycle

フックとコーナーウエイト
は取り外す

※詳しくは弊社ホームページをご確認ください。
http://www.sangetsu.co.jp/eco/

ご不要になりました弊社カーテンの回収をいたします。
サンゲツではお客様にお届けします全てのカーテンにつき、右記のようなタグラベルをお付けしております。
このラベルが付いているカーテンについては弊社が責任を持って回収し、

「自然環境の保護」の観点から、なるべくゴミを増やさない処理を行っていきます。

①タグラベルがある事を確認 ③梱包 ④発送 → サンゲツ着②弊社ホームページまたは電話で申し込み

タグラベル（表面）

商品名/
組　成/ ポリエステル1 0 0 ％

PK1143

PK1143

Sangetsu Curtain Recycle Systems
 コントラクトVol.9

商品名/
組　成/ ポリエステル1 0 0 ％

タンブラー乾燥は
お避けください。

 コントラクトVol.9

サ-54

リサイクル

リサイクル

（裏面）
カーテンの回収
サンゲツカーテン・リサイクルシステム

※リサイクル活用法

回収したカーテンを固形
燃料化して熱エネルギー
にします。

回収したカーテンを他の
繊維製品（フェルト、ウェ
ス等）に加工します。

回収したカーテンを
繊維原料に戻します。

繊維 フェルトなど 発電燃料
（固形燃料）等

支社

回収させていただきましたカーテンのリサイクル活用につきましては、そのカーテンの素材や加工、状態の違い
によって方法が異なります。現在のリサイクル活用法は大別して右記の3通りに分けられますが、弊社では今後
ともケミカルリサイクルによるリサイクル活用を第一に考えて回収・リサイクルに取り組んでまいります。

「使用済みのカーテンがまた新しいカーテンに生まれ変わる」、とても素敵なことだと考えます。

弱 中40
ドライ

エンソ
サラシ

カーテンが不要になりましたらお引き
取り致します。タグラベルはその時の
引換証となります。上記に記載してお
ります弊社各店までご連絡ください。
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●医療
旭川赤十字病院	 北海道
ＫＫＲ札幌医療センター	 北海道
木古内町国民健康保険病院	 北海道
徳洲会　札幌徳洲会病院	 北海道
滝川市立病院	 北海道
函館五稜郭病院	 北海道
地域医療機能推進機構　北海道病院	 北海道
JA北海道厚生連　遠軽厚生病院	 北海道
JA北海道厚生連　札幌厚生病院	 北海道
北海道社会事業協会函館病院	 北海道
北海道大学病院	 北海道
JA北海道厚生連　網走厚生病院	 北海道
禎心会　札幌禎心会病院	 北海道
渓仁会　手稲渓仁会病院	 北海道
道北勤医協一条通病院	 北海道
北見赤十字病院	 北海道
徳洲会　札幌東徳洲会病院	 北海道
●教育
函館市立　昭和小学校	 北海道
室蘭市立　星蘭中学校	 北海道
室蘭市立　地球岬小学校	 北海道
釧路公立大学	 北海道
北海学園大学	 北海道
北海道釧路湖陵高等学校	 北海道
北星学園大学	 北海道
●福祉
介護付有料老人ホーム　楽居館	 北海道
禎心会　介護老人保健施設　ら・ぱーす	 北海道
救護施設　明和園	 北海道
ふれんど　高齢者複合施設	 北海道
介護老人保健施設　ゆあみーる	 北海道
特別養護老人ホーム　神愛園手稲	 北海道
●宿泊
知床第一ホテル	 北海道
ホテルオークラ札幌	 北海道
プレミアホテル-CABIN-札幌	 北海道
あかん遊久の里　鶴雅	 北海道
知床グランドホテル北こぶし	 北海道
●各種施設
やわらぎ斎場　清田	 北海道
陸上自衛隊　釧路駐屯地	 北海道
月形刑務所	 北海道

●医療
十和田市立中央病院	 青森
寶樹会　仙塩総合病院	 宮城
JA秋田厚生連　由利組合総合病院	 秋田
盛岡市立病院	 岩手
山形大学医学部附属病院	 山形
北村山公立病院	 山形
温知会　会津中央病院	 福島
福島県立医科大学附属病院	 福島
JA福島厚生連　白河厚生総合病院	 福島
慈繁会付属　土屋病院	 福島
●教育
青森県立　三本木高等学校	 青森
田面木保育園	 青森
国際教養大学	 秋田
寒河江学園	 山形
九里学園高等学校	 山形
福島大学	 福島
田村市立　大越小学校	 福島
●福祉
ネクサスコート泉中央	 宮城
平成会　健康倶楽部館　ファンコート郡山	 福島
●宿泊
ホテルリステル猪苗代	 福島
●各種施設
陸上自衛隊　船岡駐屯地	 宮城
岩手県立美術館	 岩手
岩手県立総合教育センター	 岩手

●医療
ＪＲ東京総合病院	 東京
都立駒込病院	 東京
東京都立　多摩総合医療センター	 東京
研精会　稲城台病院	 東京
永生会　永生病院	 東京
慶應義塾大学病院	 東京
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院	 東京
順和会　山王メディカルセンター	 東京
国立精神・神経医療研究センター	 東京
三井記念病院	 東京
昭島病院	 東京
上智クリニック	 東京
明芳会　イムス記念病院	 東京
青梅慶友病院	 東京
青梅市立総合病院	 東京
大和会　多摩川病院	 東京
神栄会　滝野川病院	 東京
松和会　池上総合病院	 東京

北海道

東北

関東・甲信越

町田市民病院	 東京
地域医療機能推進機構　東京新宿メディカルセンター	 東京
徳洲会　東京西徳洲会病院	 東京
明芳会　板橋中央総合病院	 東京
大和会　武蔵村山病院	 東京
慈生会　野村病院	 東京
帝京大学医学部附属病院	 東京
横浜市立市民病院	 神奈川
横浜市立みなと赤十字病院	 神奈川
横浜市立大学附属病院	 神奈川
横浜柏堤会　戸塚共立第２病院	 神奈川
哺育会　さがみリハビリテーション病院	 神奈川
博慈会　青葉さわい病院	 神奈川
川崎医療生活協同組合　川崎協同病院	 神奈川
興生会　相模台病院	 神奈川
愛仁会　太田総合病院	 神奈川
大和市立病院	 神奈川
相模原赤十字病院	 神奈川
三喜会　鶴巻温泉病院	 神奈川
明理会　東戸塚記念病院	 神奈川
積善会　日向台病院	 神奈川
のう救会　脳神経外科東横浜病院	 神奈川
明芳会　北小田原病院	 神奈川
藤沢市民病院	 神奈川
新生会　大宮共立病院	 埼玉
至仁会　圏央所沢病院	 埼玉
青葉会　狭山神経内科病院	 埼玉
医療生協さいたま　熊谷生協病院	 埼玉
東光会　戸田中央リハビリテーション病院	 埼玉
埼玉県立総合リハビリテーションセンター	 埼玉
明理会　春日部中央総合病院	 埼玉
所沢慈光病院	 埼玉
東光会　東所沢病院	 埼玉
くすのき会　南飯能病院	 埼玉
協友会　八潮中央総合病院	 埼玉
国立病院機構　埼玉病院	 埼玉
巨樹の会　新久喜総合病院	 埼玉
松戸市立病院	 千葉
成田赤十字病院	 千葉
千葉大学医学部附属病院	 千葉
東京慈恵会医科大学附属柏病院	 千葉
日本医科大学　千葉北総病院	 千葉
東京ベイ・浦安市川医療センター	 千葉
誠仁会　みはま病院	 千葉
群馬県立小児医療センター	 群馬
群馬大学医学部附属病院	 群馬
原町赤十字病院	 群馬
前橋赤十字病院	 群馬
富士重工健康保険組合　太田記念病院	 群馬
群馬県医師会　群馬リハビリテーション病院	 群馬
三思会　くすの木病院	 群馬
三思会　東邦病院	 群馬
利根保健生活協同組合　利根中央病院	 群馬
茨城県厚生連　JAとりで総合医療センター	 茨城
土浦協同病院　なめがた地域医療センター	 茨城
竜仁会　牛尾病院	 茨城
同樹会　結城病院	 茨城
国立病院機構　水戸医療センター	 茨城
青洲会　神立病院	 茨城
茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院	 茨城
水戸赤十字病院	 茨城
筑波大学附属病院	 茨城
筑波麓仁会　筑波学園病院	 茨城
あしかがの森足利病院	 栃木
地域医療機能推進機構　うつのみや病院	 栃木
北斗会　宇都宮東病院	 栃木
とちぎメディカルセンター　しもつが	 栃木
国立病院機構　宇都宮病院	 栃木
山梨県立北病院		 山梨
富士吉田市立病院	 山梨
山梨大学医学部附属病院	 山梨
山角会　山角病院	 山梨
伊那中央病院	 長野
抱生会　丸の内病院	 長野
輝山会記念病院	 長野
栗田病院	 長野
長野県厚生農業協同組合連合会　鹿教湯病院	 長野
中信勤労者医療協会　松本協立病院	 長野
諏訪中央病院	 長野
長野市民病院	 長野
飯山赤十字病院	 長野
仁成会　とやの中央病院	 新潟
JA新潟厚生連　佐渡総合病院	 新潟
新潟市民病院	 新潟
●教育
東京都立　園芸高等学校	 東京
東京都立　科学技術高等学校	 東京
東京都立　桐ヶ丘高等学校	 東京
東京都立　新宿高等学校	 東京
東京都立　青山高等学校	 東京
東京都立　大江戸高等学校	 東京
東京都立　豊島高等学校	 東京
東京都立　北園高等学校	 東京
東京都立　立川養護学校	 東京
東京都立　大塚ろう学校	 東京
東京都立　田無特別支援学校	 東京
法政大学中学高等学校	 東京
一橋大学	 東京
東京都立　永福学園	 東京
学習院女子大学	 東京

警察大学校	 東京
港区立　高輪台小学校	 東京
国士舘大学	 東京
桜華女学院高等学校	 東京
芝学園	 東京
小野学園	 東京
城北学園	 東京
世田谷区立　駒沢小学校	 東京
世田谷区立　船橋中学校	 東京
足立区立　第一中学校	 東京
大成高等学校	 東京
拓殖大学第一高等学校	 東京
中小企業大学校　東京校	 東京
東海大学付属高輪台中等部	 東京
東京工業大学附属科学技術高等学校	 東京
東京藝術大学	 東京
東洋高等学校	 東京
東洋大学	 東京
日本女子大学	 東京
武蔵野市立　第四中学校	 東京
明治学院大学　	 東京
明星大学	 東京
立教大学	 東京
東京都立　両国高等学校附属中学校	 東京
成城中学校・高等学校	 東京
聖学院小学校	 東京
東洋大学京北中学高等学校	 東京
鶴川女子短期大学	 東京
神奈川歯科大学	 神奈川
しらかば幼稚園	 神奈川
桐光学園	 神奈川
大谷学園　秀英高等学校	 神奈川
防衛大学校	 神奈川
川崎市立　子母口小学校	 神奈川
武蔵野学院大学	 埼玉
埼玉医科大学	 埼玉
埼玉県警察学校		 埼玉
秋草学園短期大学	 埼玉
獨協大学	 埼玉
千葉県立　国府台高等学校	 千葉
千葉県立　市川工業高等学校	 千葉
千葉県立　沼南高等学校	 千葉
千葉県立　船橋二和高等学校	 千葉
浦安市立　明海南小学校	 千葉
横芝光町立　光中学校	 千葉
芝浦工業大学柏中学高等学校	 千葉
拓殖大学紅陵高等学校	 千葉
東海大学付属浦安高等学校	 千葉
八千代松陰学園	 千葉
流通経済大学	 千葉
群馬県警察学校	 群馬
群馬県立　前橋東高等学校	 群馬
群馬県立　渋川女子高等学校	 群馬
群馬県立　勢多農林高等学校	 群馬
群馬県立　前橋商業高等学校	 群馬
群馬大学	 群馬
高崎商科大学	 群馬
群馬育英学園　前橋育英高等学校	 群馬
前橋市立　大胡東小学校	 群馬
前橋市立　前橋特別支援学校	 群馬
東京福祉大学	 群馬
ひたちなか市立　那珂湊中学校	 茨城
茨城キリスト教大学	 茨城
筑西市立　関城中学校	 茨城
那珂市立　第一中学校	 茨城
日立市立　河原子中学校	 茨城
日立市立　多賀中学校	 茨城
土浦日本大学高等学校	 茨城
栃木県立　黒磯高等学校	 栃木
那須塩原市立　大山小学校	 栃木
那須塩原市立　鍋掛小学校	 栃木
宇都宮市立　泉が丘小学校	 栃木
国立宇都宮大学教育学部附属小・中学校	 栃木
文星芸術大学	 栃木
山梨県立大学	 山梨
北杜市立　長坂小学校	 山梨
山梨県消防学校	 山梨
長野市立　共和小学校	 長野
佐久市立　泉小学校	 長野
須坂市立　相森中学校	 長野
長野市立　篠ノ井東中学校	 長野
長野日本大学学園　長野小学校	 長野
安曇野市立　穂高西中学校	 長野
長野県松本蟻ヶ崎高等学校	 長野
信州大学	 長野
飯綱町立　飯綱中学校	 長野
上田市立　上田第二中学校	 長野
新潟県立　高田高等学校	 新潟
北越高等学校	 新潟
●福祉
日本赤十字社広尾総合福祉センター　レクロス広尾	 東京
介護付有料老人ホーム　イリーゼ蒲田・悠生苑	 東京
介護老人福祉施設　さくら野杜	 東京
介護老人保健施設　サルビア	 東京
介護老人保健施設　ハウスグリーンパーク	 東京
介護老人保健施設　保生の森	 東京
特別養護老人ホーム　ひらお苑	 東京
介護老人保健施設　カトレア	 東京
介護老人保健施設　ケア東久留米	 東京
特別養護老人ホーム　青梅療育院	 東京

特別養護老人ホーム　大洋園	 東京
関町特別養護老人ホーム	 東京
特別養護老人ホーム　清雅苑	 東京
特別介護老人ホーム　救世軍恵泉ホーム	 東京
母子生活支援センター　グリーンヒル能見台	 神奈川
特別養護老人ホーム　シャローム横浜	 神奈川
特別養護老人ホーム　ベルホーム	 神奈川
介護老人保健施設　よみうりランドケアセンター	 神奈川
介護老人保健施設　神奈川苑	 神奈川
特別養護老人ホーム　しなの森のさと	 神奈川
特別養護老人ホーム　すずかけの郷	 神奈川
特別養護老人ホーム　りんどう麻溝	 神奈川
介護老人保健施設　ふるさと	 神奈川
介護老人保健施設　あさひの郷	 神奈川
ハートフルコミュニティ	 埼玉
ゆいの里福祉会	 埼玉
介護老人福祉施設　川口しあわせの里	 埼玉
介護老人保健施設　グリーンヴィレッジ朝霞台	 埼玉
介護老人保健施設　春日部ロイヤルケアセンター	 埼玉
介護老人保健施設　雪見野ケアセンター	 埼玉
介護老人保健施設　虹の園	 埼玉
介護老人保健施設　はなみずき	 埼玉
特別養護老人ホーム　草加キングス・ガーデン	 埼玉
特別養護老人ホーム　こころ三芳	 埼玉
老人保健施設　さんとめ	 埼玉
社会福祉法人　佑啓会　ふる里学舎	 千葉
介護老人保健施設　アーネスト	 千葉
特別養護老人ホーム　東総あやめ苑	 千葉
浦安市特別養護老人ホーム	 千葉
介護老人保健施設　まつど徳洲苑	 千葉
介護老人保健施設　船橋ケアセンター	 千葉
介護老人保健施設　二川苑	 千葉
特別養護老人ホーム　恵光園	 千葉
特別養護老人ホーム　市川あさひ荘	 千葉
特別養護老人ホーム　辰巳萬緑苑	 千葉
特別養護老人ホーム　八幡苑	 千葉
介護老人保健施設　赤城苑	 群馬
特別養護老人ホーム　東野の家	 茨城
介護付有料老人ホーム　阿見長寿館	 茨城
特別養護老人ホーム　ひだまりの家	 茨城
介護老人保健施設　マロニエ苑	 栃木
ふるさとホーム那須	 栃木
障害者支援施設　清風園	 栃木
つがの里	 栃木
特別養護老人ホーム　うづま荘	 栃木
特別養護老人ホーム　トータスホーム	 栃木
老人保健施設　ナーシングホーム青葉	 栃木
スローライフ山梨	 山梨
特別養護老人ホーム　和楽	 山梨
特別養護老人ホーム　フランセーズ悠とみたけ	 長野
介護老人保健施設　フランセーズ悠とぐら	 長野
長野県木曽介護老人保健施設　アイライフ木曽	 長野
ケアハウス　あずみの里	 長野
●宿泊
ホテルメッツ赤羽	 東京
ホテルメッツ高円寺	 東京
ホテルウィングインターナショナル横浜関内	 神奈川
ホテルエピナール那須	 栃木
ホテル内藤　甲府昭和	 山梨
●各種施設
大田区総合体育館	 東京
味の素ナショナルトレーニングセンター　アスリートヴィレッジ	 東京
警視庁　練馬寮	 東京
聖ヨハネ布教修道会　小金井修道院	 東京
日中友好会館	 東京
日立電子サービス社員寮	 東京
ソニーテクノロジーセンター	 神奈川
横浜市青少年相談センター	 神奈川
メディア教育開発センター	 千葉
市原市役所	 千葉
群馬県青少年会館	 群馬
群馬県立産業技術センター	 群馬
前橋警察署	 群馬
つくば市役所	 茨城

●医療
杏嶺会　一宮西病院	 愛知
JA愛知厚生連　渥美病院	 愛知
宇野病院	 愛知
岡崎整形外科	 愛知
豊腎会　加茂クリニック	 愛知
蒲郡市民病院	 愛知
豊田会　刈谷豊田総合病院	 愛知
光生会　光生会病院	 愛知
JA愛知厚生連　江南厚生病院	 愛知
国立病院機構　東尾張病院	 愛知
国立病院機構　豊橋医療センター	 愛知
済衆館　済衆館病院	 愛知
春日井市民病院	 愛知
メディライフ　知多リハビリテーション病院	 愛知
中部ろうさい病院	 愛知
津島市民病院	 愛知
喜峰会　東海記念病院	 愛知
共生会　南知多病院	 愛知
寿光会中央病院		 愛知
藤田保健衛生大学病院	 愛知
碧南市民病院	 愛知

東海・北陸

名古屋第一赤十字病院	 愛知
名古屋第二赤十字病院	 愛知
名古屋市立西部医療センター	 愛知
南医療生活協同組合　総合病院　南生協病院	 愛知
名鉄病院	 愛知
名南会　名南ふれあい病院	 愛知
明陽会　成田記念病院	 愛知
愛知県精神医療センター	 愛知
積善会　第二積善病院	 愛知
岩屋会　岩屋病院	 愛知
坂文種報徳會病院	 愛知
大真会　大隅病院	 愛知
愛知県三河青い鳥医療療育センター	 愛知
主体会　小山田記念温泉病院	 三重
村瀬病院	 三重
社団橘会　多度あやめ病院	 三重
岐阜市民病院	 岐阜
岐阜病院	 岐阜
JA岐阜厚生連　久美愛厚生病院	 岐阜
国立病院機構　長良医療センター	 岐阜
朝日大学歯学部附属　村上記念病院	 岐阜
市立恵那病院	 岐阜
共立蒲原総合病院	 静岡
国立病院機構　静岡医療センター	 静岡
静岡県立病院機構　静岡県立こころの医療センター	 静岡
静岡赤十字病院	 静岡
静岡県済生会　静岡済生会総合病院	 静岡
沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院	 静岡
清明会　静岡富沢病院	 静岡
すずかけセントラル病院	 静岡
和恵会　湖東病院	 静岡
沖縄徳洲会　榛原総合病院	 静岡
恵愛会　聖隷吉原病院	 静岡
清仁会　日本平病院	 静岡
盛翔会　浜松北病院	 静岡
労働者健康安全機構　浜松労災病院	 静岡
綾和会　掛川東病院	 静岡
浅ノ川総合病院	 石川
かみいち総合病院	 富山
黒部市民病院	 富山
市立砺波総合病院	 富山
厚生連滑川病院		 富山
厚生連高岡病院		 富山
真生会　真生会富山病院	 富山
富山県立中央病院	 富山
富山市立富山市民病院	 富山
富山大学附属病院	 富山
富山県リハビリテーション病院	 富山
深川病院	 富山
富山赤十字病院	 富山
国立病院機構　富山病院	 富山
福井総合クリニック	 福井
福仁会　福仁会病院	 福井
●教育
東郷町立　兵庫小学校	 愛知
愛西市立　佐織中学校	 愛知
安城市立　桜井小学校	 愛知
安城市立　梨の里小学校	 愛知
西尾市立　西尾中学校	 愛知
西尾市立　鶴城中学校	 愛知
星城高等学校	 愛知
暁学園　名古屋あかつき幼稚園	 愛知
中部大学	 愛知
名古屋モード学園	 愛知
名古屋経済大学	 愛知
名古屋商科大学	 愛知
金城学院大学	 愛知
亀山市立　関中学校	 三重
鈴鹿市立　神戸中学校	 三重
三重県立　桑名北高等学校	 三重
鳥羽市立　鳥羽東中学校	 三重
度会町立　度会中学校	 三重
岐阜医療科学大学	 岐阜
恵那市立　恵那西中学校	 岐阜
高山市立　丹生川小学校	 岐阜
山県市立　高富中学校	 岐阜
伊豆の国市立　大仁中学校	 静岡
嬰育会　月坂保育園	 静岡
沼津市立　第三中学校屋内運動場	 静岡
沼津市立　第四小学校	 静岡
浜松市立　南の星小学校	 静岡
浜松市立　浦川小学校	 静岡
藤枝明誠高等学校	 静岡
掛川市立　上内田小学校	 静岡
掛川市立　北中学校	 静岡
常葉学園　中学校・高等学校	 静岡
静岡県立　静岡商業高等学校	 静岡
静岡県立　藤枝北高等学校	 静岡
静岡県立東部特別支援学校川奈分校	 静岡
静岡産業大学	 静岡
静岡学園高等学校	 静岡
浜松市立　東部中学校	 静岡
浜松市立　雄踏小学校	 静岡
金沢市立　浅野川小学校	 石川
金城大学	 石川
金沢学院高等学校	 石川
金沢市立　粟崎小学校	 石川
金沢市立　十一屋小学校	 石川
金沢市立　泉中学校	 石川
金沢市立　長坂台小学校	 石川

納入実績　当社のコントラクトカーテンは、ここで紹介しております物件だけでなく、数多くの物件にご採用いただいております。
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穴水町立　穴水小学校	 石川
石川県立　金沢錦丘高等学校	 石川
津幡町立　津幡中学校	 石川
白山市立　鳥越中学校	 石川
金沢高等学校	 石川
野々市市立　富陽小学校	 石川
加賀市立　橋立小・中学校	 石川
黒部市立　宇奈月小学校	 富山
高岡市立　戸出西部小学校	 富山
高岡第一学園　福岡ひばり園	 富山
射水市立　大門小学校	 富山
砺波市立　出町中学校	 富山
富山市立　岩瀬小学校	 富山
富山市立　光陽小学校	 富山
富山市立　中央小学校	 富山
富山市立　蜷川小学校	 富山
富山大学人間発達科学部附属中学校	 富山
片山学園中学校・高等学校	 富山
あわら市立　芦原中学校	 福井
仁愛女子高等学校	 福井
おおい町立　本郷小学校	 福井
坂井市立　丸岡中学校	 福井
福井医療短期大学	 福井
敦賀市立看護大学	 福井
坂井市立　三国中学校	 福井
春江ゆり保育園	 福井
坂井市立　兵庫小学校	 福井
●福祉
長寿会　児童養護施設オリーブ	 愛知
特別養護老人ホーム　なごやかハウス丸池	 愛知
豊田介護老人保健施設		 愛知
介護老人保健施設　鳳来ケアセンター	 愛知
老人保健施設　鳥羽豊和苑	 三重
こもはら福祉会　第２はなの里	 三重
特別養護老人ホーム　羽鳥の森	 静岡
グループホーム　豊田長藤の家	 静岡
介護老人保健施設　葵の里	 静岡
特別養護老人ホーム　みどりが丘ホーム	 静岡
特別養護老人ホーム　羽衣の園	 静岡
特別養護老人ホーム　吉津園	 静岡
特別養護老人ホーム　小坂の郷	 静岡
ケアハウスゆりの里	 石川
特別養護老人ホーム　明峰の里	 石川
養護老人ホーム　向陽苑　木曳野	 石川
特別養護老人ホーム　ゆうけあ相河	 石川
サンシャイン神宮寺	 石川
特別養護老人ホーム　のとじま悠々ホーム	 石川
ファミリーケア城南	 石川
特別養護老人ホーム　つるべ荘	 石川
シニアライフもなみ	 富山
リゾートビラ雨晴	 富山
特別養護老人ホーム　三寿苑	 富山
特別養護老人ホーム　ほのぼの苑	 富山
特別養護老人ホーム　二上万葉苑	 富山
特別養護老人ホーム　有磯苑	 富山
特別養護老人ホーム　やすらぎ荘	 富山
介護老人保健施設　仁泉メディケア	 富山
特別養護老人ホーム　ガーデンハイツ春江	 福井
ケアハウス藤島園	 福井
介護老人保健施設　ヴィラ岩井	 福井
●宿泊
瀬戸パークホテル	 愛知
ホテルザ・ビー　名古屋	 愛知
希望荘	 三重
かんぽの宿　焼津	 静岡
ルートイン輪島	 石川
●各種施設
航空自衛隊　小牧基地	 愛知
岩倉市役所	 愛知
碧南市役所	 愛知
豊橋市公会堂	 愛知
名古屋市消防局　北消防署	 愛知
北名古屋市役所　西庁舎	 愛知
株式会社デンソー　大安製作所	 三重
新湊アイシン軽金属スポーツセンター	 富山

●医療
相愛会　相原第二病院	 大阪
大阪市立十三市民病院	 大阪
大阪府済生会　野江病院	 大阪
弘道会　萱島生野病院	 大阪
関西医科大学香里病院	 大阪
高槻赤十字病院	 大阪
杏和会　阪南病院	 大阪
錦秀会　阪和第一泉北病院	 大阪
育生会　三好病院	 大阪
市立柏原病院	 大阪
恒昭会　青葉丘病院	 大阪
藤井会　石切生喜病院	 大阪
浅香山病院	 大阪
協和会　加納総合病院	 大阪
互恵会　大阪回生病院	 大阪
日本海員掖済会　大阪掖済会病院	 大阪
大野記念病院	 大阪
信愛会　畷生会脳神経外科病院	 大阪
頌徳会　日野病院	 大阪
明生記念病院	 大阪

近畿

徳洲会　野崎徳洲会病院	 大阪
友絋会総合病院		 大阪
景岳会　南大阪病院	 大阪
大阪市民病院機構　大阪市立十三市民病院	 大阪
錦秀会　阪和記念病院	 大阪
樫本会　樫本病院	 大阪
野崎徳洲会病院	 大阪
大阪暁明館病院	 大阪
大阪府済生会　野江病院	 大阪
市立ひらかた病院	 大阪
成和会　ほうせんか病院	 大阪
清風会　香良病院	 兵庫
加東市民病院	 兵庫
国立病院機構　姫路医療センター	 兵庫
西脇市立西脇病院	 兵庫
加古川中央市民病院	 兵庫
公立豊岡病院組合立　豊岡病院	 兵庫
甲南会　甲南病院	 兵庫
兵庫医科大学病院	 兵庫
五仁会　住吉川病院　	 兵庫
製鉄記念広畑病院	 兵庫
神戸市立中央市民病院	 兵庫
神戸大学医学部附属病院	 兵庫
西宮市立中央病院	 兵庫
赤穂市民病院	 兵庫
伯鳳会　赤穂中央病院	 兵庫
川崎病院	 兵庫
神戸健康共和会　東神戸病院	 兵庫
中央会　尼崎中央病院	 兵庫
姫路赤十字病院	 兵庫
国家公務員共済組合連合会　六甲病院	 兵庫
甲風会　有馬温泉病院　	 兵庫
明石医療センター	 兵庫
康雄会　西記念ポートアイランドリハビリテーション病院	 兵庫
清仁会　シミズ病院	 京都
栄仁会　宇治おうばく病院	 京都
宇治武田病院	 京都
美杉会　男山病院	 京都
京都第二赤十字病院	 京都
三菱京都病院	 京都
蘇生会　蘇生会総合病院		 京都
総心会　長岡京病院	 京都
京都岡本記念病院	 京都
清仁会　洛西シミズ病院	 京都
福冨士会　京都ルネス病院	 京都
徳洲会　宇治徳洲会病院	 京都
奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター	 奈良
新仁会　奈良春日病院	 奈良
青心会　郡山青藍病院	 奈良
北林厚生会　五条山病院	 奈良
新生会　高の原中央病院		 奈良
国立病院機構　奈良医療センター	 奈良
徳洲会　生駒市立病院	 奈良
近畿大学医学部附属病院	 奈良
近江八幡市立総合医療センター	 滋賀
済生会　滋賀県病院	 滋賀
誠光会　草津総合病院	 滋賀
大津赤十字病院	 滋賀
弘英会　琵琶湖大橋病院	 滋賀
紀南病院	 和歌山
スミヤ　角谷リハビリテーション病院	 和歌山
南労会　紀和病院	 和歌山
橋本市民病院	 和歌山
三車会　那賀リハビリテーション病院	 和歌山
国保　野上厚生総合病院	 和歌山
曙会　和歌浦中央病院	 和歌山
国立病院機構　和歌山病院	 和歌山
●教育
大阪市立　松之宮小学校	 大阪
大阪府立　布施北高等学校	 大阪
大阪市立　池島小学校	 大阪
大阪市立　生野特別支援学校	 大阪
大阪市消防学校	 大阪
大阪大学　国際交流会館	 大阪
関西大学	 大阪
常翔学園	 大阪
堺市立　堺高等学校	 大阪
吹田市立　吹田保育園	 大阪
清風南海学園	 大阪
阪南市立　鳥取中学校	 大阪
大阪大学	 大阪
開明中学校	 大阪
神戸市立　灘小学校	 兵庫
関西学院初等部	 兵庫
甲南大学	 兵庫
城北学園	 兵庫
神戸市立　井吹東小学校	 兵庫
神戸市立　塩屋中学校	 兵庫
神戸市立　高羽小学校	 兵庫
神戸市立　渦が森小学校	 兵庫
神戸市立　夢野の丘小学校	 兵庫
兵庫県立　芦屋国際中等教育学校	 兵庫
西宮市立　用海小学校	 兵庫
西宮市立　高木小学校	 兵庫
神戸市立　舞多聞小学校	 兵庫
神戸市立　上筒井小学校	 兵庫
海上保安学校	 京都
京都市立　下京渉成小学校	 京都
京都外国語大学		 京都
京都学園大学	 京都

京都造形芸術大学	 京都
京都工芸繊維大学	 京都
龍谷大学	 京都
洛陽総合高等学校	 京都
立命館中学校・高等学校	 京都
斑鳩町立　斑鳩中学校	 奈良
奈良県立　明日香養護学校	 奈良
五條市立　阪合部小学校	 奈良
奈良育英学園	 奈良
奈良教育大学附属小学校	 奈良
守山市立　守山小学校	 滋賀
栗東市立　栗東西中学校	 滋賀
ゆきはたこども園	 滋賀
田辺市立　上秋津小学校	 和歌山
印南町立　切目小学校	 和歌山
紀美野町立　野上小学校	 和歌山
国立高等専門学校機構　和歌山工業高等専門学校	 和歌山
●福祉
介護付有料老人ホーム　スローライフなかやま	 大阪
ウェルカーサのぞみ野	 大阪
グル－プホ－ム　のどか新北島	 大阪
長尾会　ねや川サナトリウム	 大阪
介護老人保健施設　エスペラル井高野	 大阪
介護老人保健施設　つるまち	 大阪
介護老人保健施設　八尾徳洲苑	 大阪
生野東養護老人ホーム　おがわ苑	 大阪
特別養護老人ホーム　ガーデン天使	 大阪
特別養護老人ホーム　菊水苑	 大阪
特別養護老人ホーム　光明荘	 大阪
特別養護老人ホーム　南郷の里	 大阪
特別養護老人ホーム　ハートフルふしお	 大阪
グループホーム　アクティブライフ神戸	 兵庫
ケアハウスしあわせ荘	 兵庫
介護老人保健施設　フェニックス垂水キュアセンター	 兵庫
介護老人保健施設　アトレーユうおざき	 兵庫
介護老人保健施設　オラージュ須磨	 兵庫
介護老人保健施設　ハーベスピア	 兵庫
西宮市立寿園	 兵庫
特別養護老人ホーム　ふじの里	 兵庫
特別養護老人ホーム　永栄園		 兵庫
特別養護老人ホーム　楽々むら	 兵庫
特別養護老人ホーム　須磨シニアコミュニティ	 兵庫
特別養護老人ホーム　長田すみれ園	 兵庫
介護老人保健施設　ローランド	 兵庫
老人保健施設　安田記念緑風苑	 兵庫
京都ひまわり園	 京都
介護老人保健施設　やましろ	 京都
十全会　京都東山老年サナトリウム	 京都
特別養護老人ホーム　ヴィラ鳳凰	 京都
特別養護老人ホーム　わらく	 京都
特別養護老人ホーム　同和園	 京都
特別養護老人ホーム　豊和園	 京都
介護老人保健施設　山科いこいの里	 京都
特別養護老人ホーム　慈光園	 奈良
特別養護老人ホーム　梅寿荘	 奈良
奈良社会福祉院	 奈良
養護老人ホーム　藤波園	 奈良
老人保健施設　マイン・レ－ベン	 奈良
介護老人保健施設　奈良ベテルホーム	 奈良
養護老人ホーム　きぬがさ	 滋賀
特別養護老人ホーム　青浄苑	 滋賀
ケアハウス山口葵園	 和歌山
特別養護老人ホーム　わかやま苑	 和歌山
特別養護老人ホーム　愛宕苑	 和歌山
特別養護老人ホーム　喜成会	 和歌山
介護老人保健施設　ライフケア有田	 和歌山
●宿泊
ホテル京阪ユニバーサル・シティ	 大阪
リーガロイヤルホテル	 大阪
コートヤード・バイ・マリオット　新大阪	 大阪
アパホテル京都駅堀川通	 京都
ウェスティン都ホテル京都	 京都
サンメンバーズ京都嵯峨	 京都
京都ホテルオークラ	 京都
●各種施設	
関西電力能力開発センター	 大阪
原池公園体育館	 大阪
日本国際教育支援協会	 大阪
大阪自彊館	 大阪
兵庫県民会館	 兵庫
三田総合文化センター郷の音ホール	 兵庫
久御山町総合体育館	 京都
京都競馬場	 京都
宇陀広域消防組合消防本部		 奈良
吉野警察署	 奈良
奈良警察署	 奈良

●医療
大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院	 岡山
岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院	 岡山
府中市病院機構　府中市民病院	 広島
沼南会　沼隈病院	 広島
広島赤十字・原爆病院	 広島
広島大学病院	 広島
マッターホルンリハビリテーション病院	 広島
鳥取県立総合療育センター	 鳥取
仁厚会　米子東病院	 鳥取

中国・四国

国立病院機構　松江医療センター	 島根
壽生会　寿生病院	 島根
仁風会　八雲病院	 島根
ひかわ医療生活協同組合　斐川生協病院	 島根
大樹会　総合病院　回生病院	 香川
高松赤十字病院	 香川
三豊総合病院	 香川
徳島大学病院西病棟	 徳島
あいざと会　藍里病院	 徳島
八幡浜医師会立　双岩病院	 愛媛
聖光会　鷹の子病院	 愛媛
天真会　南高井病院	 愛媛
防治会　いずみの病院	 高知
近森会　近森病院	 高知
青雲会　清和病院	 高知
次田会　足摺病院	 高知
公世会　野市中央病院	 高知
近森会　近森リハビリテーション病院	 高知
山口県済生会下関総合病院	 山口
●教育
岡山県立　水島工業高等学校	 岡山
岡山市立　福浜中学校	 岡山
岡山県立　井原高等学校	 岡山
広島県立　呉三津田高等学校	 広島
広島県立　広島商業高等学校	 広島
広島県立　総合技術高等学校	 広島
広島県立　呉宮原高等学校	 広島
安芸高田市立　吉田小学校	 広島
大竹市立　大竹小学校	 広島
広島女学院高等学校	 広島
ＡＩＣＪ中学・高等学校	 広島
鳥取県立　米子東高等学校	 鳥取
国立高等専門学校機構　松江工業高等専門学校	 島根
松江市立　古志原小学校	 島根
松江市立　湖南中学校	 島根
島根県立　松江農林高等学校	 島根
島根県立　隠岐水産高等学校	 島根
島根県立　大社高等学校	 島根
香川県立　高松商業高等学校	 香川
藍住町立　藍住中学校	 徳島
愛媛県立　八幡浜高等学校	 愛媛
松山市立　勝山中学校	 愛媛
松山市立　北条北中学校	 愛媛
愛南町立　平城小学校	 愛媛
四国中央市立　川之江小学校	 愛媛
東温市立　双葉保育所	 愛媛
早鞆高等学校	 山口
●福祉
高齢者総合福祉施設　あすらや荘	 広島
特別養護老人ホーム　宝樹リノ	 香川
老人保健施設　はぴねすケアセンター	 愛媛
有料老人ホーム　サンリベラル道後	 愛媛
高齢者福祉施設　ジェントルハートみつ	 愛媛
●宿泊
ビジネスイン倉敷	 岡山
国民宿舎くにびき荘	 島根
グランドエクシブ鳴門	 徳島
ホテルチェックイン松山	 愛媛
道後舘	 愛媛
●各種施設	
マツダ社員寮	 広島
東温市川内体育センター	 愛媛
四国郵政研修センター	 愛媛

●医療
労働者健康安全機構　九州労災病院	 福岡
国立病院機構　大牟田病院	 福岡
国立病院機構　小倉医療センター	 福岡
国立病院機構　福岡東医療センター	 福岡
聖マリア病院	 福岡
聖ルチア会　聖ルチア病院	 福岡
柳育会　柳病院	 福岡
久留米大学病院	 福岡
九州大学病院	 福岡
国立病院機構　福岡病院	 福岡
松岡病院	 福岡
白十字会　白十字病院	 福岡
福岡県済生会福岡総合病院	 福岡
福岡大学病院	 福岡
北九州総合病院	 福岡
国立病院機構　九州がんセンター	 福岡
地域医療機能推進機構　久留米総合病院	 福岡
同仁会　大分下郡病院	 大分
杵築市立山香病院	 大分
百善会　村橋病院	 大分
大分市医師会立　アルメイダ病院	 大分
新別府病院	 大分
大分県医療生活協同組合　大分健生病院	 大分
済生会唐津病院	 佐賀
智仁会　佐賀リハビリテーション病院	 佐賀
唐津赤十字病院	 佐賀
長崎県病院企業団　長崎県対馬病院	 長崎
長崎原爆諫早病院	 長崎
地域医療機能推進機構　諫早総合病院	 長崎
上五島病院	 長崎
長崎大学病院	 長崎
山鹿市民医療センター	 熊本

九州・沖縄

熊本市立　熊本市民病院	 熊本
自衛隊福岡病院	 熊本
熊本日赤病院こども医療センター	 熊本
宮崎大学医学部附属病院	 宮崎
三和会　池田病院	 宮崎
順養会　海老原病院	 宮崎
野尻中央病院	 宮崎
都城市郡医師会病院	 宮崎
慈愛会　今村病院	 鹿児島
天陽会　中央病院	 鹿児島
沖縄赤十字病院	 沖縄
中部徳洲会病院	 沖縄
●教育
筑陽学園中学・高等学校	 福岡
福岡大学附属大濠高等学校	 福岡
西南学院大学	 福岡
筑紫女学園	 福岡
東海大学付属福岡高等学校	 福岡
中村学園女子中学校・高等学校	 福岡
北九州市立　上津役中学校	 福岡
大分県立　大分舞鶴高等学校	 大分
大分大学	 大分
中津市立　三郷小学校		 大分
伊万里市立　国見中学校	 佐賀
佐賀市立　小中一貫校北山校	 佐賀
長崎県立　シーボルト大学	 長崎
熊本市立　必由館高等学校	 熊本
熊本学園大学付属中学校	 熊本
鵬翔高等学校	 宮崎
ラ・サール学園	 鹿児島
鹿児島大学	 鹿児島
沖縄科学技術大学院大学	 沖縄
豊見城市立　長嶺中学校	 沖縄
南城市立　大里南小学校	 沖縄
大宜味村立　大宜味小学校	 沖縄
沖縄県立　浦添高等学校	 沖縄
琉球大学教育学部附属中学校	 沖縄
うるま市立　勝連小学校	 沖縄
●福祉
介護老人保健施設　舞風台	 福岡
特別養護老人ホーム　みどり苑	 福岡
特別養護老人ホーム　鹿助荘	 福岡
介護老人福祉施設　奈多創生園	 福岡
介護付有料老人ホーム　野多目	 福岡
重症心身障害施設　久山療育園	 福岡
養護老人ホーム　徳寿園	 福岡
特別養護老人ホーム　青山荘	 長崎
特別養護老人ホーム　時津荘	 長崎
特別養護老人ホーム　さくら苑	 宮崎
介護付有料老人ホーム　ウェルケア安寿	 宮崎
介護老人保健施設　ヴィラかのや	 鹿児島
セントラル・ケアビレッジ　ユートピア沖縄	 沖縄
介護付有料老人ホーム　徳州苑かふう	 沖縄
特別養護老人ホーム　ゆがふ苑	 沖縄
●宿泊	
グランドハイアット福岡	 福岡
ホテルニューオータニ博多	 福岡
ドナルド・マクドナルド・ハウスふくおか	 福岡
杉乃井ホテル	 大分
熊本ホテルキャッスル	 熊本
ホテルニューオータニ熊本	 熊本
シティホテルプラザ延岡	 宮崎
城山観光ホテル	 鹿児島
鹿児島サンロイヤルホテル	 鹿児島
霧島いわさきホテル	 鹿児島
南西観光ホテル	 沖縄
リゾートホテルブエナビスタ今帰仁	 沖縄
●各種施設	
陸上自衛隊　目達原駐屯地	 佐賀
諫早市役所	 長崎
諫早市立　森山町スポーツ交流館	 長崎
西都市民体育館	 宮崎
鹿児島市民体育館	 鹿児島
沖縄セルラースタジアム那覇	 沖縄
久米島交流学習センター　じんぶん館	 沖縄
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●商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
●表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上1％前後の差異を生じ
る場合があります。

●極細繊維使いのレースカーテンについては、使用環境により紫外線な
どの影響で劣化が早く進むことがあります。

●ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
●スタイルカーテンは窓のサイズによって見本帳施工例写真とは形が若
干異なる場合がありますのでお含みください。

●施工例写真の縫製仕様をご希望の場合、ヒダ倍率の調整やスタイル仕
様の違いなどで別冊お仕立上り価格表とは価格の異なる場合があり
ますのでご確認ください。

●記載しております再生糸の使用比率（％）は、組織の理論上目付計算に
よるものであり、実測値ではありません。従って織物の特性上、若干の
比率の相違が生じる場合がありますのでお含みください。

●印刷の色と商品の色は多少異なる場合があります。
●掲載商品の価格及び仕様は本見本帳発行時（2016年10月）のもので
す。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更さ
せていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営
業所にご確認いただきますようお願い申し上げます。

●アクセサリー、レール等の掲載商品は室内インテリア装飾用に規格し
ていますので他の用途へのご使用はご遠慮ください。

●操作コードやボールチェーン、またはタッセル等を体に巻き付けたり、
引っ掛けるようなことはしないでください。

●記載しております商品名は、生産地又は原産地に基づくものではあり
ませんので予めご了承ください。

●掲載価格は標準価格であり、消費税等を含んでおりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」
が改正されましたので、不要となった見本帳につきましても産業廃棄物として
の取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄
物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界
では従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご
理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会　（株）サンゲツ

見本帳発行日　2016年10月　　見本帳発行所　株式会社サンゲツ

見本帳掲載商品について

見本帳の見方

当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

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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標準価格
表示価格には消費税等は
含まれておりません。

カテゴリー
推奨する施設（医療施設、教育・公
共施設、福祉・養護施設、宿泊施
設）向けに、医療、シャワーカーテン、
教育・公共、ポップ、福祉、遮光、シ
アー・レース、各種機能の各カテゴ
リーに分類しています。

パターン写真
柄物については全体のリピートを把
握しやすいよう、平面で撮影した柄
写真を掲載しています。

遮光性・透過性
カーテンの光の透け具合（遮蔽性）
をドレープ（SD）、レース（TP）それ
ぞれ7及び6段階に分けて表示して
います。（ただし、教育・公共の一部
商品は除く）

施工例写真
施工例写真についてはなるべく実際
使用可能な状態を考慮しています
が、撮影の関係上、一部架空の部分
を含む場合があります。詳しくは弊
社営業窓口にお尋ねください。

生地説明
生地の特性などを掲載しています。

機能
当該カーテンの持つ機能性を示し
ます。各マークの内容については
P.127～P.133をご参照ください。

消臭・グリーン購入法
適応商品・遮光・制菌・
ウォッシャブル
消臭・グリーン購入法適応商品・
遮光・制菌・ウォッシャブル商品
については特にわかりやすくイン
デックスを掲載しています。

（掲載頁には消臭、グリーン購入法
適応商品、遮光、制菌を表すインデ
ックスは表示しておりません。）

有効巾
使用可能な生地巾を示します。

寸法変化率
各洗濯方法での洗濯前後の寸法変化率を示します。＋は伸び、
-は縮みを表します。試験方法の詳細はP.129をご参照ください。

取扱絵表示
絵表示により洗濯時の注意事項を示しています。
各絵表示詳細はP.129をご参照ください。

リピート
柄のリピートの大きさをタテ、ヨコで表しています。

組成
生地全体における使用繊維素材のパーセンテージを示します。混用率の高い
ものから表示しています。再生糸（またはバイオPET）を使用した繊維について
は、再生糸の混用率を別に表示し、グリーン購入法適応商品であることをわか
りやすく記載しています。

商品名・品番
ご注文の際は、品番を
ご指定ください。
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