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revolve around our homes much more. Making 
our homes cosy and comfortable makes us 

everyday social interactions really are to us. We 

The GET TOGETHER collection taps into this 
sense of longing and is an expression of joie 

than ever before. 

GET TOGETHERコレクションは、このような恋しい気持ちを
表現しており、生きる喜び、陽気さ、コミュニティを表わして
います。 ガーデンパーティー、家族のお祝い、一緒に過ごす
楽しい時間の日々がすぐに戻ってきますように。その時が
訪れた時、私たちはこれまで以上に人生を楽しみ、大切に
するでしょう。

GET TOGETHER  COLLECTION

世界で進行中のパンデミックの結果（それに伴うすべての
結果として）、私たちの生活は『家』を中心に考えるようにな
りました。自分たちの家を居心地の良い快適なものにする
ことで、私たち自身が充実し、調和し、安心できるようになり
ます。同時に、日常の社会的交流が私たちにとってどれほど
重要であるかを思い出しました。
親族や家族、友人、そして彼らの抱擁が恋しい気持ちにな
ります。
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SKYFALL 1182

all 20 shades in its comprehensive colour palette 
 

sophisticated interior design. The easy-care FR 
 

-
 

settings and is thus a true tour de force.

Woollen look and feel, delicate colour melange, 
textured plain fabric, light decorative fabric, translu-

NEW MOON DIMOUT 1301

shimmering satin surface gives it a particularly 
sophisticated and striking radiance. Its soft feel 

-
corative options. Available in 25 homely colour 

 
interior design. The degree of dimming changes 
depending on the colour depth. NEW MOON 

meeting rooms and hotel rooms.                                                                                                                                

SKYFALL-ナチュラルな質感の生地をめざして作られたセミ

シアーの生地です。杢調のカラーと質感で、全20色すべてが

洗練されたインテリアデザインには不可欠であるナチュラル

ウールの美しさを際立てます。 100％FRポリエステルの商

品です。

上代 ： ¥13,900/m　　20 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester FR

NEW MOON DIMOUT ‒とてもエレガントな遮光のドレープ

生地です。 その洗練されたきらめくサテンの表面は、柔らか

で印象的な輝きを放っています。ホワイトから濃色のカラー

まで全25色の配色で、誰もがインテリアに合わせて最適な

カラーを選ぶことができます。 

FRポリエステル糸を使用しているので、学校、会議室、ホテ

ルの部屋などの商業施設でも使用できます。

注意： 遮光の度合いは、カラーによって異なります。110と

200は、遮光性能はありません。

上代 ： ¥15,500/m　　25 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester CS
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BREAKING DAWN DIMOUT 1302

BREAKING DAWN DIMOUT guarantees a per-
fectly dimmed bedroom throughout the night 
and beyond. Its homely texture and colour  

inspired colour schemes are sure to enhance the 

home or in a commercial setting.

Highly structured fabric, colour melange, plain  

Sid 3441

-

-
vate or public interior design.

Mesh structure, leno wave, wool effect,  melange, 
transparent fabric, , 
fabric width

BREAKING DAWN DIMOUTは、遮光のドレープ生地です。 

ナチュラルなリネンを連想させる質感と杢調のカラーが特

徴です。柔らかな手触りとウェーブも魅力的です。全18色の

バランスの取れた配色は、自宅でも商業空間でも、どんな部

屋でもリラックスした雰囲気を高めてくれます。100％FRポリ

エステルの商品です。

上代 ： ¥16,300/m　　18 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester FR

SIDは、ウールライクなボリュームのある糸を使った絡み織り

のシアー生地です。印象的で装飾的に見えて透け感の強い

シアーになります。100％FRポリエステル糸から製造され、

公共施設でも使用できます。

上代 ： ¥11,100/m　　5 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester FR
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Diego 3442

-

single-colour design is especially pleasant and 

-
tic material.

plain fabric, transparent fabric, permanently  
 

SCRAT 3443

classic. The coarse mesh is designed as a leno 

 

Architect tulle, leno wave, coarse mesh structure, 

SCRATは、構築的なスクエア柄の絡み織で作られた粗いメ

ッシュ生地です。全5配色展開、100％FRポリエステルの商品

です。

上代 ： ¥13,400/m　　5 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester FR

DIEGOは非常に柔らかで流れるような感触が魅力的なシア

ー生地です。その縦横に重なるラインは特に魅力的で、その

シアー性と単色のデザインはインテリアのどのシーンにもよ

く合います。100％FRポリエステルの商品です。

上代 ： ¥11,900/m　　6 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester FR
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SPEED 3609

classic in interior design. The virtually translucent 

 

colours to liven up any home or commercial set-
ting.  Sometimes less really is more.

Batiste fabric, plain, transparent fabric, perma-

DAISY 3444

DAISY makes quite the entrance thanks to its  
 

design reveals the full extent of its beauty and 

-
ground and decorative fringes form a harmonious 

SPEED ‒このシンプルなシアー生地はとても滑らかでドレー

プ性が良いのが特徴です。どんなインテリアにも合うシンプ

ルなシアーは全19色のモダンな配色で、ホームユースはも

ちろん、商業施設でもご活用いただけます。100％F Rポリエ

ステルの商品です。

上代 ： ¥8,800/m　　19 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester FR

DAISYは、贅沢なフロントカットが特徴のシアー生地です。

花柄のデザインは、床に落ちる陰影の美しさやカットによる

装飾的なフリンジが魅力的です。

花柄のデザインは大きく見えますがリピートはわずか38 cm

であるため、小さな窓にも最適です。

上代 ： ¥15,000/m　　3 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester
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LEILANI 8003

-

equal measure.

 

ANTHEA 8004

-

-

light and summery decorative fabric that really 

set of curtains.

ANTHEAは、植物に満ちた水中の世界を表現しています。ガ

ーゼのような粗い生地にプリントすることで繊細な背景の輪

郭がゆったりとぼやけ、まるで水中にいるかのような感覚に

なります。水中の色の豊かさを表現しているかのような4色

展開です。

上代 ： ¥14,200/m　　4 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester

LEILANI ‒ハワイ語の「Leilani」は花を意味する「lei」と天国

を意味する「lani」を合わせた言葉です。ボトム部分にデザイ

ンされた緑豊かな花畑と広い地平線の柄は、華やかでモダ

ンな印象を与えます。柔らかく揺れるベース生地は、デザイ

ンと相まってインテリアを引き立てます。

上代 ： ¥13,400/m　　4 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester
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SAMANTHA 8005

 

thread gives the base fabric a natural texture and 

Digital print on textured voile, modern grass motif, 

3 shades

LILLIAN 9804

Its modern abstract leaf design is available in 

base fabric underscores the natural radiance of 

SAMANTHAのモダンなデザインは、スタイリッシュなスカン

ジナビアの雰囲気を感じさせます。大きな草の葉がゆったり

と揺れて、まるで風のざわめきが聞こえるかのようです。草の

葉柄のレピートはタテ300cmあり大きな柄が特徴的です。

繊細でマットな糸を使ったベース生地は、自然な風合いと

心地よい柔らかさが魅力です。

上代 ： ¥11,900/m　　3 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：100%Polyester

LILLIAN モダンで抽象的な葉のデザインは、ウールホワイト

、グリーン、トープのナチュラルな3配色で展開しています。コ

ットンライクのベース生地は、透けすぎない中間的なカーテ

ンとしてもご使用いただけます。

上代 ： ¥12,700/m　　3 colors

生地巾 ：300cm

組成 ：83%Polyester  17%Viscose
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