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Dolly
www.camirafabrics.com 
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Camiraから2021年に発売されたの新作をご紹介いたします。

下記 の商品は不継続となりました.。

Oceanic

Sumi & Kyoto

Dolly

Deca

Regent

Craggan Flax

・Craggan 

Deca はポリウレタン製の非常に柔らかいビニールレザーです。漂白
剤洗浄が可能なため、除菌が必要なエリアにも積極的にご使用いた
だけます。フタル酸エステル不使用の商品です。

Oceanic は、海洋プラスチックゴミから作られた「Seaqual Yarn」を
使用した、新しいリサイクルファブリックです。「Seaqual Yarn」は、
マドリッドの海洋保護団体、Seaqual Initiative と、スペインの大手繊
維メーカー ANTEX が共同で開発したリサイクル糸です。この
Oceanic が 4m 使用されるごとに、1 キログラムの海洋ゴミが取り除
かれる計算になります。

温かみのあるテクスチャーが特徴の Craggan Flax は、ウールと亜麻
を使用した、サスティナブルなファブリックの一つです。太くざっ
くりとした印象を与える糸と織に、素材感を活かした自然なカラー
や目を惹くビビットなカラーは、ナチュラルな家具にはもちろんモ
ダンは家具にも馴染み、素材の魅力が引き立ちます。

Sumi と Kyoto は日本のミニマルなデザインからインスピレーション
を受けて作られたファブリックです。Sumi は日本の水墨画をイメー
ジしてデザインされました。Kyotoは染め分けした糸を使った日本の
伝統的な絣織をイメージし、グリッド調のデザインに仕上げられて
います。

Regent はモダンな空間をラグジュアリーに装飾する、マットな質感
のベルベットです。高い磨耗強度を持ち合わせており、様々な空間
にご使用いただけます。

100% ブリティッシュウールで作られたフリース素材の椅子張地で
す。非常に柔らかく、天然のウール色を活かしたカラーリングとボ
リューム感は、他に類を見ない商品です。大胆でユニーク、空間の象
徴にもなる家具を作り出します。

New ranges added in 2020
Whilst last year provided many challenges, our team worked tirelessly to ensure we 
continued to launch new fabrics to offer even more choice, value and performance.

Deca

Oceanic

Sumi & KyotoRegent

A super soft, bleach cleanable polyurethane 
(PU) for task and soft seating designed to 
withstand intense heat and moisture whilst also 
boasting phthalate and DMF free composition.

marine plastic waste, using SEAQUAL 
YARN to create a 100% post-consumer 
recycled polyester with a purpose.

directionless pile and high durability suitable 
for task seating, soft seating and curtains. 

Embodying simplicity of style with high performance 
and versatility, these beautiful worsted wool 
fabrics are made for multi-applications across 
seating, panel, acoustics and curtains.

Product Update: January 2021
After a year where we’ve all had to cope with so much change, the last thing you need right now are any major 
changes to the Camira product portfolio. So this year, we’ve kept it very simple – the only product range to be 
phased out is Craggan, to be replaced by an upgraded version Craggan Flax. Everything else stays the same, plus 
there will be new products being introduced throughout the year on the back of those we launched during 2020.

Kork

Blending the authentic properties of sheepskin 

a daringly fun 100% wool upholstery option.

Crafted from sustainably and responsibly 
sourced cork, this innovative panel material 
truly encapsulates designing with nature.

Dolly




