
割れ無し 2つ割れ 3つ割れ

生地について

アコーディオンカーテンの特徴

割れの入っていないのれんです。
ハサミで切ってもほつれないカッ
トラインが真ん中にあるので、お
好みで切ってご利用頂けます。

最初から真ん中に割れ目が入っ
ているのれんです。

最初から 3つに割れているのれ
んです。

製品の特徴として縦横に、約 10cm間隔に
入っているカットラインに沿ってハサミで切
ることができます。ライン部分は切りっぱな
しでもほつれません。横に切って丈を調節し
たり、縦に切り込みを入れたりすることが可
能です。

割
れ
の
表
記
に
つ
い
て

ポリエステル 100％

市松模様が入っている程よい透け感が特徴の
レース生地です。軽くて柔らかく、圧迫感が
少ないのれんに仕上がります。

【透け感】光を通すレース生地で暗くなりに
くく、向こう側が透けて見えます。

市松柄レース 

ドット柄がさりげなく入っている編みレース
生地です。程よい透け感が特徴です。

【透け感】さりげなく視線を遮る標準的な生
地で、特に向こう側が明るいと透けて見えま
す。　

ドットレース

ポリエステル 100％ポリエステル 100％

縦にストライプ状のレース編模様があるのが
特徴の編みレース生地です。レース生地の中
でもしっかりとした生地です。

【透け感】ボリュームがあるため透けにくい
生地ですが、向こう側が特に明るいと影が透
けて見えます。

ピエゾ縦ストライプ

のれんの仕様について

のれんの生地について アコーディオンカーテンについて

薄くて軽い生地感で格子柄が入っているのが
特徴です。サラサラとした肌触りでくぐる時
に邪魔になりません。
【透け感】透けにくい生地ですが、向こう側
が明るいと影が透けて見えます。

ポリエステル 100％

格子柄

厚手で柔らかい織生地です。綿100%で生地
感もあり、より高級感があります。肌触りが
やさしいのも特徴です。
【透け感】 透けにくい生地で、目隠しに最適
です。( 遮光ではありません )

綿 100％

ニューバッキンガム

ポリエステル製のレース編みの生地を使用
しており、薄さと軽さを兼ね備えつつ、ハ
リがあってしっかりした生地です。
【透け感】厚めの生地ですが、縦横のカッ
トラインが透けます。遮光カーテンではあ
りません。

使
用
で
き
る
棒
の
サ
イ
ズ 掲載しているのれんの竿通しに通る棒の直径

は約 20mm以内までです。

約20mm

綿カス ( 葉や茎の破片 ) が見える、素材の風合
いを生かした生地です。やさしい肌触りとナ
チュラルな風合いがお部屋によく馴染みます。
【透け感】透けにくい生地で、目隠しに最適
です。( 遮光ではありません )

綿 100％

ツイル ( 生成り )

素材：ポリエステル 100%

ライセンス商品カタログ
Vol.1

ライセンス商品カタログ
Vol.1

CURTAIN

生地廃盤
在庫なくなり次第

ピエゾ縦ストライプへ移行





アコーディオンカーテン 

ハトメカーテン 
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No.11230
『 チューリップとトトロ 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741003366

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×90cm

割れ：無し

No.11232
『 ひまわりとトトロ 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741003373

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×90cm

割れ：無し

No.11236
『 秋桜とトトロ 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741003380

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×90cm

割れ：無し

No.11237
『 スノードロップとトトロ 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741003397

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×90cm

割れ：無し

No.11275
『 藤トトロ 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741705383

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×90cm

割れ：無し

No.9372
『 TOTORO 』

）別税（-089,2￥代上
JAN 4943741004004

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.11227
『 ぶらさがりトトロ 』

）別税（-089,2￥代上
JAN 4943741003403

サイズ：88×140cm

No.9327
『 のれんパイルトトロ 』

）別税（-089,2￥代上
JAN 4943741001720

サイズ：85×150cm

割れ：無し 生地：パイル

No.11540
『 3連のれん となりのトトロ 』

）別税（-099,3￥代上
JAN 4943741903550

生地：格子柄 生地：パイル
サイズ：85×170cm

割れ：三つ割れ

●印刷の都合上、色彩が実際の商品と若干異なる場合があります

No.11334
『 ADトトロ ツートン 』

）別税（-005,3￥代上
JAN 4943741704294

サイズ：100×200cm

No.9729
『 ハトメカーテン 
　　　かくれんぼトトロ 』

）別税（-089,3￥代上
JAN 4943741401179

サイズ：145×175cm

アコーディオンカーテン、ハトメカーテンはパタパタと開け
閉めできるのが大きな特徴です。突っ張り棒で簡単に取り付
けることができ、間仕切りなどにとても便利な商品です。

素材：ポリエステル 100％

素材：ポリエステル 100％
生産国：中国

廃番
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No.10690
『 トトロソファーカバー
　　　　　　　（2人掛け用）』

）別税（-008,8￥代上
JAN 4943741002987

サイズ：105×170cm

No.10691
『 トトロソファーカバー
　　　　　　　（3人掛け用）』

）別税（-008,9￥代上
JAN 4943741002994

サイズ：155×170cm

No.10093
『 水の流れ 』

）別税（-084,2￥代上
JAN 4943741401278

生地：市松柄レース
サイズ：43×60cm

No.10094
『 秋の風 』

）別税（-084,2￥代上
JAN 4943741401285

生地：市松柄レース
サイズ：43×60cm

No.10092
『 暖かな日 』

）別税（-084,2￥代上
JAN 4943741401261

生地：市松柄レース
サイズ：43×60cm

No.10095
『 松竹梅 』

）別税（-084,2￥代上
JAN 4943741401292

生地：市松柄レース
サイズ：43×60cm

No.10407
『 カフェカーテン どんぐりの森 』

）別税（-008,1￥代上
JAN 4943741001867

サイズ：120×47cm

No.11285
『 カフェカーテン 藤トトロ 』

）別税（-008,1￥代上
JAN 4943741705406

サイズ：120×47cm

No.10408
『 カフェカーテン 森のお散歩 』

）別税（-008,1￥代上
JAN 4943741003663

サイズ：120×47cm

●印刷の都合上、色彩が実際の商品と若干異なる場合があります

No.9328
『 カフェカーテン パイルトトロ 』

）別税（-000,2￥代上
JAN 4943741003243

サイズ：150×45cm

ソファーカバー
素材：ポリエステル 100％

付属品

タペストリー
素材：ポリエステル 100％

ソファーカバーとしてはもちろん、床に敷
いたり、家具にかけたり、ベッドに敷くな
どマルチカバーとしてご使用頂けます！

四季を彩るトトロのタペストリー。
お部屋や玄関に掛けるだけで和のテイ
ストなかわいいトトロが彩りのある空
間を演出します。

２サイズ展開
※商品サイズをご確認の上
ご購入下さい。

・タペ棒 … ２本
・　紐　 … １本

No.10092 使用イメージ

No.10691 使用イメージ
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No.10546
『 千と千尋 RE 』

）別税（-089,2￥代上
JAN 4943741001515

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.10547
『 千と千尋 BL 』

）別税（-089,2￥代上
JAN 4943741001508

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.1107
『 コリコの街から 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741003458

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×90cm

割れ：無し

●印刷の都合上、色彩が実際の商品と若干異なる場合があります

『千と千尋の神隠し』に登場する「油屋」をイメージしたのれんです。
お部屋に掛けるだけであっという間に千と千尋の神隠しの世界に！

No.1104
『 カフェカーテン お花がいっぱい 』

）別税（-000,2￥代上
JAN 4943741003687

サイズ：150×45cm

No.11112
『 カフェカーテン アンフルール 』

）別税（-008,1￥代上
JAN 4943741003694

サイズ：120×47cm

No.1105
『 カフェカーテン ジジのお散歩 』

）別税（-000,2￥代上
JAN 4943741003670

サイズ：150×45cm

カフェカーテン
素材：ポリエステル 100％

カフェカーテンとは小窓や出窓などに取り付ける
丈の短いカーテンのこと。カフェテリアでよく使
われていたことからこの名前がつきました。

窓の目隠しの高さに取り付けたり、収納棚の目隠
しに使ったり。使い方次第で驚くほど変わります！

No.1104

No.1105

No.11112

■ 商品ラインナップ

のれん カフェ
カーテン

『魔女の宅急便』に登場する黒猫のジジが可愛いの
れんとカフェカーテンです。
お部屋の間仕切りや小窓に掛けたり、壁に飾ったり
しても楽しめるインテリア商品です。
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No.11216
『 みんな大好き 』

）別税（-0000,3￥代上
JAN 4943741003335

生地：ドットレース
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.11214
『 Oh! Friends. 』

）別税（-000,3￥代上
JAN 4943741003342

生地：ドットレース
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.11215
『 Good Job!. 』

）別税（-000,3￥代上
JAN 4943741003359

生地：ドットレース
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.11541
『 3連のれん Sun Flower 』

）別税（-000,4￥代上
JAN 4943741903512

生地：格子柄
サイズ：85×170cm

割れ：三つ割れ

No.11414
『 SURF 』

）別税（-000,5￥代上
JAN 4943741004486

生地：ツイル(生成り)
サイズ：85×150cm

割れ：二つ割れ

No.11413
『 Let’s Eat 』

）別税（-00　0,5￥代上
JAN 4943741004479

生地：ツイル(生成り)
サイズ：85×150cm

割れ：二つ割れ

No.11484
『 ハンモックリーフ 』

）別税（-000,3￥代上
JAN 4943741903529

生地：市松柄レース
サイズ：85×150cm

割れ：無し

No.11410
『 桜咲く 』

）別税（-000,3￥代上
JAN 4943741705314

生地：ピエゾ縦ストライプ
サイズ：85×150cm

割れ：無し

●印刷の都合上、色彩が実際の商品と若干異なる場合があります

■商品ラインナップ

のれん
P.8

カフェ
カーテン
P.9

アコーディオン
カーテン 

P.9

ソファー
カバー
P.9

カーテン
P.10

廃番







No.9348
『 ぐんまちゃん 』

）別税（-089,1￥代上
JAN 4943741401858

生地：ドットレース
サイズ：85×150cm

割れ：無し

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」
許諾第25-031661号

ぐんまちゃんぐんまちゃん

群馬県の人気ご当地キャラ「ぐんまちゃん」がの
れんになりました。
可愛らしいぐんまちゃんがお部屋でお出迎えして
くれます！

2014年 
『 ゆるキャラグランプリ 』
＼ 第1位獲得！／
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●印刷の都合上、色彩が実際の商品と若干異なる場合があります

〒376-0013
群馬県桐生市広沢町4丁目2280
TEL. 0277-52-8655
FAX. 0277-53-8695

カタログ有効期限：次号発行日まで有効

● 商品無断転写・無断記載等を固く禁じます。

● 弊社商品の類似品の製作は固くお断りいたします。

● 商品改良などにより、形状や材質、寸法などが変更になる場合があります。また、生産の都合により、予告無く製造中止になることや、経済情勢、商品改良などにより価格を改定する場合があります。

● 色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。

● また、縫製の都合上サイズに多少の誤差があります。あらかじめご了承ください。

掲載商品に関する注意とお願い

発行日 ２０２３年１月


