
オンラインセミナー商品リスト 

APIDEA

素材： ウール,ビスコース
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥242,000
   200×300 / ¥354,000
   250×350 / ¥520,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by SAMUEL ACCOCEBERRY

SONIA

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥227,000
   200×300 / ¥334,000
   250×350 / ¥486,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by FLORENCE BOUREL

ESCALA

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥229,000
   200×300 / ¥335,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by SERGE BENSIMON

CINETIC

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥259,000
   200×300 / ¥379,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by SERGE BENSIMON

PROFIL NOCTURNE

素材： ウール,ビスコース
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥238,000
   200×300 / ¥348,000
   250×350 / ¥511,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by VINCENT DARRÉ

ALLIANCES

素材： ウール,ビスコース
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥228,000
   200×300 / ¥335,000
   250×350 / ¥488,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by GÉRALDINE PRIEUR

ÉDEN

素材： オーガニックウール100％
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥288,000
   200×300 / ¥422,000
   250×350 / ¥618,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

ORGANIC 

PRISME

素材： オーガニック
           ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥275,000
   200×300 / ¥402,000
   250×350 / ¥589,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

ORGANIC 
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NOVA

素材： オーガニック
　　　ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥275,000
   200×300 / ¥402,000
   250×350 / ¥589,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

ORGANIC 

TARTAN

素材： オーガニックウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥288,000
   200×300 / ¥422,000
   250×350 / ¥618,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

ORGANIC

ATELIER

素材： ジュート100%
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   200×300 / ¥428,000
   250×350 / ¥628,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by ÉRIC GIZARD

WORKS

素材： ヘンプ100％
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥215,000
   200×300 / ¥317,000
   250×350 / ¥461,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by ÉRIC GIZARD

ARCADES

素材： ジュート100％
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   230×230 / ¥215,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by ÉRIC GIZARD

CLAIR OBSCUR

素材： ヘンプ100%
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥215,000
   200×300 / ¥317,000
   250×350 / ¥461,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by ÉRIC GIZARD

LOFT

素材： ウール100％
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   200×300 / ¥398,000
   250×350 / ¥584,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by PASCALE RISBOURG

POMPEI

素材： リサイクルポリエステル100％
技法： 手織り
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥124,000
   200×300 / ¥181,000

ACCESS

POLIA

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥229,000
   200×300 / ¥335,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by FLORENCE BOUREL

POLIA SHAPE

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   180×270 / ¥287,000
   250×350 / ¥514,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by FLORENCE BOUREL
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SILVA

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   180×270 / ¥276,000
   250×350 / ¥495,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by JEAN-JACQUES BEAUMÉ

PUZZLE NUAGEUX

素材： ウール,ビスコース
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥238,000
   200×300 / ¥348,000
   250×350 / ¥511,000
　※特注カスタムサイズ可

DESIGNERS  by VINCENT DARRÉ

 VELVET

素材： バンブー
　　　ビスコース100%
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   180×270 /    ¥586,000
   250×350 / ¥1,052,000
　※特注カスタムサイズ可

EXCLUSIV

CÉRAMIQUE

素材： ウール,コットン(シルケット加工）
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   200×300 / ¥1,266,000
   250×350 / ¥1,845,000
　※特注カスタムサイズ可

EXCLUSIV

VERSAILLES & VERSAILLES RELIEF 

素材： VERSAILLES
                 ウール, バンブービスコース
               VERSAILLES RELIEF
                 ウール, バンブービスコース,
                 イラクサ
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   1８0×2７0 /   ¥761,000
   250×350 / ¥1,366,000
　※特注カスタムサイズ可

EXCLUSIV

ORIGINES

素材： ヘンプ100%
技法： ハンドノット
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥323,000
   200×300 / ¥474,000
   250×350 / ¥691,000
　※特注カスタムサイズ可

LINEA

TOISON

素材： ウール100%
技法： 手織り
サイズ/価格(税抜）：
   140×200 / ¥217,000
   170×240 / ¥317,000
   200×300 / ¥463,000
   250×350 / ¥679,000
　※特注カスタムサイズ可

LINEA

COCO

素材： ビスコース, ウール, ポリエステル
技法： 手織り
サイズ/価格(税抜）：
   140×200 / ¥136,000
   170×240 / ¥197,000
   200×300 / ¥290,000
   250×350 / ¥422,000
　※特注カスタムサイズ可

ACCESS

BUBBLES

素材： ウール100%
技法： 手織り
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥234,000
   200×300 / ¥341,000
   250×350 / ¥501,000
　※特注カスタムサイズ可

LINEA
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VERSAILLES
RELIEF

VERSAILLES



INTRECCIO

素材： ウール100%
技法： ハンドタフト
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥185,000
   200×300 / ¥270,000
   φ230　   / ¥230,000
　※特注カスタムサイズ可
防炎試験番号： E1130210

DESIGNERS  by EMMANUEL GALLINA

MIRAGE

素材： ビスコース100%
技法： ニット
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥158,000
   200×300 / ¥231,000

ACCESS

LINEA

TORSADE

素材： ポリプロピレン
技法： ブレードラグ
サイズ/価格(税抜）：
   170×240 / ¥170,000
   200×300 / ¥249,000
   250×350 / ¥364,000

ACCESS
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建築家やファッションデザイナー、様々な分野のアーティストを起用して制作されたデザインラグです。カラーや
デザインがとても個性的な、現代的でモダンなラグのコレクションです。

エシカルで高いデザイン性を兼ね備えたラグコレクションです。素材、諸材料、生産過程、労働環境において自然
や環境に配慮した一定のルールの中で管理されており、素材及び製品について、認証機関「OneCert」によって、
オーガニックの世界基準である「GOTS」の認定を受けています。

素材感とテクスチャーにこだわった、無地・無地調のラグコレクションです。ウールやビスコースなど、素材を組み
合わせたテクスャーのあるラグや、無地で光沢感のある美しいラグ、ジュートなどのナチュラルで質感にこだわっ
たラグを取り揃えています。

トゥールモンドボシャールの自社スタジオによるオリジナルのデザインで、幾何柄やグラデーションなど、様々な
シーンで使用できるデザイン性の高いラグコレクションです。

上質なクオリティとデザイン性を求めるお客様のために作られたラグコレクションです。独特の輝きのあるチベット
ウール、光沢の美しいシルケット加工のコットンやバンブー繊維、イラクサ繊維など上質な素材を使用し、高度な
ハンドノットテクニックによって織り上げられています。

DESIGNERS

ORGANIC

LINEA

ACCESS

EXCLUSIV

ー COLLECTION ー

IRISH

素材： ウール100%
技法： 手織り
サイズ/価格(税抜）：
   140×200 / ¥140,000
   170×240 / ¥205,000
   200×300 / ¥300,000
　※特注カスタムサイズ可


