PRESS RELEASE:
ADO GOLDKANTE
COLLECTION
BE UNIQUE

BE UNIQUE –
FABRICS AS UNIQUE AS YOU ARE

appliqués and elaborate embroidery
motifs.
柔らかなカラーから光沢のあるカラー
（マットなグレーや

Marvellous on a touch of textile as well as on
haptically dense creations.
Colourful,
loud,
nature-loving,
courageous,
Design your living が使われており、
space according
to your
を表す鮮やかなカラー）
全てのテイスト
ユニークであること ｰ
fashionable, intellectual, traditional or extra- personal preferences and needs. Fabrics change
が網羅できるコレクションを提供しています。
あなたの存在と同じユニークな生地
vagant?
the room in a positive way, improve the room
Whatever you are, you are unique and individual. また、
acoustics,
give大きな植物と葉のデザインの入ったプリ
privacy, contribute to a feeling of
刺繍、織り、
Just like the fabrics of the new spring collection well-being or simply create a great atmosphere.
ト、
アニマルプリント、
エレガントなアップリケ、精巧な刺
カラフルで、
騒々しく
自然を愛し勇敢、
ッショナブル
“BE UNIQUE”
byて、
ADO
Goldkante.ファ
And
they are ン
Depending
on whether
you like “high life” at
waiting
to伝統的それとも贅沢？
bring your personality and style into 繡モチーフなど、
home, are looking
for relaxation、or
are already
表面の加工だけでなく
高い密度のテキ
で、
知的で、
your home.
completely at peace. Create your unique interior
あなたが何であれ、
あなたはユニークで個性的です。
:H RıHU D FROOHFWLRQ
WKDW KDV HYHU\WKLQJ スタイルにも驚かされます。
with the variety of ADO and our easy-care fabrics
UHDG\ IRU \RX IDEULFVョン
IURP
ĭRZLQJ
WR VLON\ これらのファ
– be unique!
ブリックは個人的な好みやニーズに応じて生
まるでADOの新春コレクシ
「BEVRIW
UNIQUE」
の生地と同
rushing. Colours from grounded grey/rose to
じように。
metallic mysticism and tropical temperament. 活空間をデザインします。部屋を明るく前向きに変え、音
Embroidered,
woven, printed – with インテリア
generous 響を改善し、
BE UNIQUE
–
プライバシーを与え、
幸福感に貢献し、素晴
「BE
UNIQUE」は、
あなたの個性とスタイルを、
plant and leaf designs, animal prints, elegant UNIQUE INTERIOR
にもたらすことを待っています。

ピンク、神秘的なメタリックカラー、
トロピカルな熱帯気候

らしいインテリアを作り出します。

BE BALANCED ーバランスをとる
,I\RXORYHWKHWURSLFDOIHHOLQJRUOLNHWRVXUURXQG\RXUVHOIZLWKĠRZHUVDQGSODQWVWKHIDEULFVIURPWKHŃ%H
トロピカルな雰囲気が好きな人や、
花や植物に囲まれたい人におすすめの、
「BE BALANCED」
コレクション。自然を感じる植物モチーフ
EDODQFHGńFROOHFWLRQDUHMXVWZKDW\RXQHHG1DWXUDOHOHPHQWVVRPHWLPHVVXEWOHDVGHYRUÒVRPHWLPHVDVD
が、
透け感のあるオパール加工と
時にはジャカード織り
として、
または印象的な色彩のプリントと
して表現され、
MDFTXDUG
ZHDYH RU DV D して、
VWULNLQJ
SULQW LQ SDOH
EDODQFHG
RU H[SUHVVLYH FRORXUV
FUHDWH インテリアに心地よ
DWPRVSKHUH DQG
KDUPRQ\LQ\RXUKRPH
さと調和を作り出します。

MOWGLI 8008
MOWGLI
takes
you to tropical regions with lively
MOWGLIは、
元気な植物が生い茂る熱帯地域を連想させるシ
leaf variations. The colouring in four colour scheアー生地です。存在感のある柄ですがエレガントでバランスの
mes range from naturally soft or nobly modest to
とれたデザインです。
expressive and contrasting. The basic AWARD
fabric
is a tactile experience
– the balanced
interナチュラルで柔らかな配色、
気高く控えめな配色、
また表現力
play of MOWGLI between impressive presence
豊かで鮮やかな配色の全４配色展開です。
and elegant restraint remains an optical phenomenon.
上代：
¥16,100/m
4 colors
Print
on
Award base
fabric, natural fabric handle,
in-between,
fabric
width:
300 cm, 4 colours,
生地巾：300cm
63% PAN; 33% PES; 4% CO
組成：63%PAN 33%PES 4%CO
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BAGHEERA 1016
“ミニマリス
ト””ナチュラル”そして”心地よさ”がこの生地のテ
BAGHEERA
– minimalist, natural and wonderfully

ーマです。
ケースメントと
してもご使用いただける厚手の生地
comfortable.
The three-dimensional
texture is re-

miniscent
of wickerwork structures and
impresで、
柔らかくしなやかなドレープ性があります。
カラーは使い
VHVZLWKLWVVRIWĭRZLQJGUDSHDQGH[FHOOHQWGUD-

やすい16色の配色展開で、
ping properties. In インテリア空間を彩ります。
16 balanced feel-good

裾はADOのオーバーロックをそのまま使用してすっきり
とした
colours, BAGHEERA conjures up a smile on your

face – and your living space. The easy-care plain
落ち感のある縫製がお勧めです。

colour fabric of the high quality and opaque version can be lined and for a cosy look we recommend the upright decoration. The clean look is
GHĬQHG
E\ D KLJKTXDOLW\
KHP DQG DQ LQODLG
上代
：¥14,800/m
16 colors
weight band.
生地巾：300cm

組成：100%PES

Three-dimensional woven structure, natural hand
woven character, plain colour, decoration fabric,
fabric width: 300 cm, 16 colours, 100% PES

RAMA 2582
立体的に盛り上がった葉の輪郭線がモダンな印象のドレープ
RAMA is full of sensuality. The noble shimmering

satin background
brings glamour. The discreet
生地です。
艶やかなサテンのベースはこの生地をより魅力的

all-over leaf design makes a timeless statement.
The raised, matt contour line gives a modern imこの生地に触れる人は誰でもう
っとりRAMA
とするようなシルキーな
pression. Whoever touches
will hear and
IHHOVLONOLNHUXVWOLQJLQĬYHFRORXUVIURPVXEWOH
質感を感じることでしょう。
ナチュラルな色から差し色になる鮮
tonal and very natural to expressive, contrasting
やかな色まで、魅力的な５配色展開です。
FRORXUV7KHGLıHUHQFHVLQZHDYHLQWKHEDVHDQG
patterning show a lively appearance, which is
maintained by best care properties.
にしています。

上代：¥15,200/m

5 colors

Three-dimensional jacquard pattern, elegant
生地巾：290cm
satin background, decoration fabric, fabric
組成
：100%PES
width:
290cm, 5 colours, 100% PES
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AKELA 3134
AKELA gives you a cosy atmosphere and
pleaAKELAは透け感のある絡み織りのシアー生地で、
居心地の良

sant privacy at the same time. The highly transSDUHQW OHQR IDEULF EHDXWLĬHV WKH YLHZ RXWVLGH
ルとコッ
トンが入った柔らかい手触りで、
床に裾を垂ら
してご
with delicate
colour gradients in
grey/rose,
linen/new orange,
eggshell/water and taupe/
使用いただく
とより寛ぎ感のある雰囲気になります。
navy/lime. Wonderfully
soft to エッグシ
the touch,
easyグレー/ローズ、
リネン/ニューオレンジ、
ェル/ウォータ
care and crease-resistant. AKELA looks particuー、
トープ/ネイビー/ライムの繊細な色のグラデーシ
larly
casual when you let long drapes fan ョンで表
out at
the bottom to create a puddle.
現された全４配色で空間を美しく
演出します。
さと適度なプライバシー空間を同時に与えてくれます。
アクリ

Dégradé, leno fabric, natural fabric handle,
transparent fabric, fabric width: 320cm, 4 co上代：¥12,600/m 4 colors
lours, 44% PES; 42% PAN; 14% CO
生地巾：315cm

組成：44%PES 42%PAN 14%CO
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HATHI 9824
HATHI masters the perfect balance between natural look and feel and graceful elegance. This is
バランスよく取り入れたシアー生地です。
ensured by the natural materialsオパール加工を用い
viscose and liQHQ
DV
ZHOO
DV
DQ
H[FLWLQJ
PL[
RI
\DUQV RI GLıHたリーフデザインが特徴です。
rent colours and strengths. Stylish noblesse in a
リネンやコットンなどの天然素材の他に、ポリエステルを配合
timelessly modern leaf design – an evergreen
するこ
とでこの質感を生み出しています。
時代を超えたモダン
already
now.
HATHIは、
ナチュラルな質感と、優雅なエレガンスさの両方を

でスタイリッシュなデザインです。

Devoré on leno base, strié background, elegant
transparent fabric, fabric width: 300cm,
3 colours, 45% PES; 40% CV; 15% LI

上代：¥17,000/m
生地巾：295cm

3 colors

組成：43%PES 32%CO 11%CV 4%LI

SHANTI 9825
SHANTI has it – your special something! The resオパール加工で葉のモチーフを表現した緑豊かな森のような

WUDLQHGGHYRUØRıHUVDORW,WVKLQHVZLWKQDWXUDOness and shows itself relaxed with its delicate
す。
柔らかで優しい風合いは、
リラックスした雰囲気をもたらし
VSXQ\DUQLQWHQVLĬHGE\WKHSULQWWKDWVHHPVWR
create
soft natural stripes just like strié. Its design
ます。
ナチュラルな３配色展開です。
is characterised by an artistic texture that looks
OLNH D ODUJH OHDI\ IRUHVW  JHQWO\ ĭRZLQJ HDV\ WR
clean and great to decorate.
デザインが特徴です。糸の縦筋が自然な光沢感を生んでいま

上代：¥15,100/m

3 colors

Devoré,
printed strié background, modern
生地巾
：290cm
transparent
組成
：80%PESfabric,
20%CVfabric width: 300cm,
3 colours, 80% PES; 20% CV
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BE RELAXED ーリラックスしましょう
)RUDOOWKRVHZKROLNHLWUHOD[HGQDWXUDODQG\HWVRSKLVWLFDWHGWKHHDV\FDUHIDEULFVRIWKHŃ%HUHOD[HGńFRO
ナチュラルでありながら洗練されたものが好きなすべての人のために＋お手入れ簡単生地。
OHFWLRQFRPELQHWKHVHTXDOLWLHVEULOOLDQWO\*UHDWWH[WXUHVDQGH[WUDRUGLQDU\VXUIDFHIHHOWUDQVIRUPHYHU\LQWHU
「Be
relaxed」
コレクションの生地は、
これらを見事に組み合わせています。素晴らしい質感と並外れたデザインが、
すべてのインテリアを
LRULQWR\RXURZQ6WDJHWKHIDEULFVDQGFRPELQHWKHPZLWKPRGHUQIXUQLWXUHEHDXWLIXODFFHVVRULHVDQG\RXU
IDYRXULWHKHLUORRPVŋIRUDKRPHZKLFKLVDVLQGLYLGXDODV\RXDUH
あなた好みに変えます。
モダンな家具、美しいアクセサリー、お気に入りの雑貨と組み合わせて、個性的なインテリアを作りましょう。

ARTUS 3012
ARTUSはナチュラルで柔らかな質感が特徴のシアー生地です。
You will love the naturalness and softness of the

transparent
drape ARTUS. Depending on the inさ
りげないヘリンボーン織がこの生地の魅力になっています。

cidence of light and colour tone, its surface surprises with sophisticated herringbone weave efできます。
ニュートラルトーンではなく色のついた生地を選んで
IHFWV 
FRORXUV RıHU HQGOHVV FRPELQDWLRQ
possibilities
for your personal furnishing
みてください。いつもと違った風景が見られるこ
とでしstyle.
ょう。
Our tip: Use colour instead of a neutral tone and
try it out to see what it does to you and to the
appearance of your room.
全24配色で様々なインテリアのスタイルに組み合わせることが

上代：¥11,700/m

24 colors

生地巾
：310cm
Delicate
yet robust fabric, slight herringbone

pattern,
plain, transparent
fabric, permanently
組成
：100%PES
FR

ĠDPHUHWDUGDQWIDEULFZLGWKFPZLWK
colours and 220 cm with 2 colours, 100% PES FR

ARCHIMEDES 3311
ARCHIMEDES –トの技術を効果的に用いてデザインさ
lovingly woven and shorn. This
この生地はバックカッ

Scherli fabric (Fil-Coupé) is a transparent and acWXDOO\VKRUQWH[WLOH$GGLWLRQDOHıHFWWKUHDGVDUH
き生地の魅力を引き立てています。
リビングでも子ども部屋な
ZRYHQLQWRWKHEDVHZKRVHĭRDWLQJHQGVDUHODWHUFXWRı7KHUHVXOWEHDXWLIXOO\IULQJHOLNHĭXWWHどのカジュアルなインテリアにもご使用いただけます。
ring at the edges of the motif – for ARCHIMEDES
even in two colours including jacquard patterning. The edging with a thick fancy yarn creates a
discreet
strip. 4 colors
上代
：¥11,700/m
れています。
モチーフの端には美しい羽のようなフリンジがで

生地巾：300cm

Scherli
(Fil coupé) stripes with jacquard pattern,
組成
：100%PES

VRIWĠRDWLQJIRQGPRGHUQFKHHVHFORWKDSSHDrance, transparent fabric, fabric width: 300cm, 4
colours, 100% PES
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HECTOR 3017
太さの違う糸で織るこ
とでテクスチャー感のある自然な陰影を
HECTOR,
the most
beautiful compromise between
curtain
and
drape
– a trueプレーンなカーテンと
in-between. So- し
作り出しています。全18配色の展開で、
mewhere between light, shadow and subtle
てどんなインテリアにもご使用いただけます。
ポリエステル100
transparency,
it unfolds its natural feel
and text％なので取り扱いしやすい生地です。
ure
in 18 shades, which undoubtedly makes it
the predestined window decoration.

Interesting textured fabric, natural look, plain
上代：¥13,500/m 18 colors
colour, in-between, fabric width: 300cm, 18
生地巾：300cm
colours,
100% PES
組成：100%PES
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PELINOR 4021
PELINOR embroideries are characterised by texPELINORは、時代を超えた美しさが特徴のシアー生地です。
tile tradition, craftsmanship and timeless beauty.
“ラベンダー”、
“草”、“トウモロコシの穂”のような愛ら
Lavender,
grasses
or ears of corn can be しいモチー
interpreted
in two embroidery colours刺繡とベース生地は
and, depenフを2色の糸を用いて刺繍されています。
ding on the colour scheme, in the natural ground.
ポリエステル100％で作られているので、お手入れが簡単で長
Both the embroidery and the base fabric are
い期間ご使用いただけます。
ナチュラルな３配色の展開です。
made
of the same material,
so that PELINOR is
easy to care for and in return gives pleasure for a
long time.
上代：¥15,200/m

3 colors

Two-coloured embroidery, natural background,
生地巾：305cm
VRIWĠRZLQJGUDSHWUDQVSDUHQWIDEULFIDEULF
組成：100%PES,
width:
300cm, 3Stickerei
colours,100%PES
100% PES

MERLIN 8006
0(5/,1LVDOLJKWKHDUWHGGHOLFDWHĭRUDOGHVLJQ
MERLINは、
難燃性のポリエステルを使用した、華やかで繊細

RQDĭDPHUHWDUGDQWEDVHIDEULF7KHKDQGSDLQWHG ZDWHUFRORXU RI ĭRZHUV LV GLJLWDOO\ SULQWHG
ジタルプリントで表現しています。
onto the transparent fabric ARTUS with artistic
brush strokes.フThe
brilliant print inspires in a fe３配色の展開で、
ェミニンさとニュートラルで男性的な雰囲
minine, neutral as well as masculine ambience
気も持ち合わせています。
created by the colours.
な花柄のデザインです。水彩画の芸術的な手描きタッチをデ

Hand-painted watercolour, digital printing,

上代
：¥15,200/m
3 colors
delicate
fabric, base
material: ARTUS, transpa-

UHQWIDEULFSHUPDQHQWO\ĠDPHUHWDUGDQWIDEULF
生地巾
：300cm
width: 300cm, 3 colours, 100% PES FR

組成：100%PES FR
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MADAME MIM 4022
0$'$0( 0,0 FRPELQHV WZR GLıHUHQW IDEULF
MADAME MIMは、2つの異なる生地の質感に、洗練された伝
textures with sophistication and traditional crafts統的な職人技を組み合わせたエバ柄の商品です。
manship.
The base design consists of a strongly
structured,
transparent in-between.
Above the
ベースの上にある花柄の刺繍と、
カットワークされた丸い刺繍
base, MADAME MIM is evocative of transparent
がエバ柄を強調しています。
ナチュラルな２配色展開です。
cheese linen. An elaborate embroidery with binding and breakthrough holes blends both materials into a light-hearted overall work that displays its beauty perfectly in a modern context.
上代：¥15,200/m
生地巾：325cm

2 colors

Base design, two transparencies, embroidery
組成：80%PES
20%LI, Stickerei
80%PESholes,
20%LItransborder,
breakthrough
and binding
parent fabric, fabric width: 300cm, 2 colours,
100% PES
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KAY 9826
KAY – with a discreet, modern and noble pattern.
The burnout (devoré) is a mixed fabric made of
います。
ナチュラルな花柄はエレガン
プレーンなドレープ
polyester
and viscose yarns. Itsトで、
secret:
after weaving, a paste is applied
to the pattern base with a
と合わせて装飾するとよ
りデザインが引き立ちます。
stencil, which etches away the cellulose, in this
ナチュラルな色と鮮やかな発色の全３配色の展開です。
case viscose. Its look and feel: a lovely and inspiring pattern with transparent and opaque surfaces,：
printed
several
times in colour for wonderful
上代
¥15,200/m
3 colors
comfort
and
cosiness
at home.
生地巾：305cm
控えめでノーブルな花柄デザインをオパール加工で表現して

組成：84%PES 16%CV

Colour-printed devoré, 7 templates, cheese cloth
background, lovely transparent fabric, fabric
width: 300cm, 3 colours, 84% PES; 16% CV
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BE SOPHISTICATED
―洗練されている
7UDQVIRUP\RXUFRPIRUW]RQHLQWRDFRPIRUWRDVLV:LWKHOHJDQWDQGKLJKTXDOLW\WH[WLOHVWKDWDUHQHYHUWKHOHVV
インテリアを快適なオアシスに変えましょう。エレガントで高品質のテキスタイルでありながら、
シンプルでお手入れも簡単です。
「BE
XQFRPSOLFDWHGDQGHDV\WRFDUHIRU7KHŃ%HVRSKLVWLFDWHGńFROOHFWLRQKDVDORWLQVWRUHIRU\RXH[SUHVVLYH
SOPHISTICATED」
コレクションには、表情豊かなアップリケ、
プリント、
シックなジャカード、
プレーンファブリックなど、たくさんの洗練
DSSOLTXÒVVWDWHPHQWSULQWVFKLFMDFTXDUGVDQGHOLWHSODLQIDEULFV

されたアイテムが揃っています。

BELLE 2628
BELLEは高貴な光沢が印象的なドレープ生地
BELLE, the beauty, keeps her

promises.
Velour
is in fashion
です。
遮光性もあり、
流れるような柔らかな質感
and makes our home cosy, elegant and warm. 20 fantastic co全20色の幻想的な配色で、
lours leave nothing to居心地の良い暖か
be desiUHG%(//(LVVRIWĭRZLQJFDQEH
な空間にします。
decorated without lining and
impresses with its noble lustre.
The pile shifts, which create different
shades, are
particularly
上代
：¥15,700/m
20 colors
attractive.

でエレガントな表情が特徴です。

生地巾：300cm

組成：100%PES

9HORXUFPVRIWĠRZLQJQR
OLQLQJQHFHVVDU\VRIWĠRZLQJ
decoration fabric, fabric width:
300 cm, 20 colours, 100 % PES

GASTON 2580
GASTON inspires with a modern interpreted damask design. The background of the fabric
プ生地です。
リネンのようなナチュラルな風合いのベースに、
shows a natural
texture in linen look, the jacquard
pattern stands out from the
background with a
光沢のある綾織で柄を表現するこ
とでより際立たせたデザイ
shiny
twill
weave.
If
you
prefer
a more matte look,
ンになっています。よりマットな表情がお好みの方には、生地
simply use the back of the fabric in one of eight
の裏側を使用するこ
とも可能です。全8配色です。
marvellous colours.
GASTONは、
ダマスクデザインをモダンにアレンジしたドレー

上代
：¥16,000/m
8 colorsof classic damask, jacModern
interpretation

quard：fabric,
生地巾
320cm background in linen look, decoration fabric, fabric width: 300cm, 8 colours,
100% PES

組成：100%PES
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LUMIERE DIMOUT 1359
LUMIERE DIMOUTは難燃性のある遮光のドレープ生地です。
LUMIERE
DIMOUT is twice as beautiful. Because
the
faux-uni is トが両面異なるカラーで施されており、
printed on both sides, sometimes
きめ細かいプリン
さま
harmoniously in similar colours, sometimes rich
ざまな使い方が可能な商品です。
in
contrast. Both colour schemes invite for creati全44配色でどの配色もク
ve
decoration. What リエイテ
a “pity”ィブに空間を装飾します。
that you cannot always enjoy them – because LUMIERE DIMOUT
also ensures your carefree sleep through perfect
darkening. Still you can simply dream about the
上代：¥17,500/m
38 colors
ĬQHO\
SULQWHG WH[WXUH
WKH SOHDVDQW IHHO DQG WKH
VRIWIDOORIWKHSHUPDQHQWO\ĭDPHUHVLVWDQW\DUQ
生地巾：300cm
組成：100%PES FR

7ZRFRORXUHGGLPRXWVRIWĠRZLQJIDX[XQL
GHFRUDWLRQIDEULFSHUPDQHQWO\ĠDPHUHWDUGDQW
fabric width: 300cm with 38 colours and 150cm
with 6 colours, 100% PES FR
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CHIP 3310
細番手の糸を使ったオーガンジーに、
トカットの技法を
The
modern Scherli fabric CHIPフロン
will capture
your
senses.
A
coarse
and
striped
net
in
trendy
seer用いたシアサッカー地の縞模様が特徴的なデザインです。
sucker technique, made on a highly transparent
透け感のコントラストや柄部分の立体的な質感により、特別な
organza ground. The vivid contrast between
アイテムとなっています。
transparency
and density as well as smooth and
three-dimensional
wavy structure makes CHIP a
メタリックなカラーの全５配色です。
YHU\VSHFLDOWH[WLOHLQĬYHQDWXUDODQGGHOLFDWHO\
metallic-looking basic colours.
上代
：¥11,300/m
5 colors
Fil
coupé,
seersucker
effect, cut-off threads on
the
back,
transparent
fabric, fabric width: 290cm,
生地巾：290cm
5 colours, 100% PES
組成：100%PES

TASSILO 3510
TASSILO, the surfer. Five wave-like
lines run dy波のような揺らめく３本のラインが、
流れるように刺繍され

namically in a horizontal line across the trendy

た印象的なシアー生地です。
transparent fabric. Theベース生地は、
sweeping 繊細で非常に柔
design is ap-

らかな風合いです。
縦使いにして縦ラインの柄と
してもご使
plied to the fabric
from three printed
ribbons

each. TASSILO can also be easily toppled and
用いただけます。

processed as a vertical wave. Its base fabric re-

全２配色です。
mains sensually soft, semi-transparent and full of

ĬQHVVH
Printed
band applied,
horizontal wave design,
上代
：¥17,000/m
2 colors
transparent fabric, fabric width: 300cm, 2 colours, 57% PES; 43% PAN

生地巾：300cm

組成：57% PES 43% PAN
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CADENZA 3509
CADENZAはいく
Sophisticated,つもの工程を得て作られた精巧なシアー生
elaborate, extraordinary: CADEN-

ZA is manufactured
in countless
steps, which un地です。
刺繍技術とレーザーカッ
トを駆使して柄を表現してお

derlines the beauty of the fabric. The delicately
iridescent background is embroidered several
シックな3配色で、
高品質さとエレガン
トさを兼ね備えた商品
WLPHV DQG DSSOLHG
ZLWK D WUDQVOXFHQW
ĬQHO\ VWULSHGWDıHWDIDEULF7KLVFUHDWHVDSHUIHFWV\PELRです。
sis of textile art, high quality and elegance.

りとても手間のかかった製法で作られています。

Elaborate appliqué with embroidery, elegant

上代
：¥20,600/m
3 colors
iridescent
background,
transparent fabric, fabric

width:：
300cm,
生地巾
320cm 3 colours, 100% PES
組成：100%PES
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PLUMETTE 8007
PLUMETTE makes your interior cosy and inviting.
The design, lively and grounded at the same
す。
高品質のスパン糸を使用し、
柔らかな質感でドレープ性も
time,
is inspired by a feather
boa. However, the
original
and lively animal print is easy to tame:
よく
、お手入れが簡単なポリエステル100％のシアー生地です。
Washable, easy-care and very simple to drape,
全3色展開です。
WKH VRIWO\ ĭRZLQJ WH[WLOH ZLWK KLJKTXDOLW\ VSXQ
yarn emphasises the natural character.
PLUMETTEはフェザーボアから着想されてデザインされていま

Feather
boa print 3design,
上代
：¥13,500/m
colors animal print, soft

ĠRZLQJWUDQVSDUHQWIDEULFIDEULFZLGWKFP
3 colours, 100% PES

生地巾：300cm

組成：100%PES
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BE EXTRAORDINARY
ー並外れた
5HFHLYHWKHH[WUDRUGLQDU\LQH[FKDQJHIRUEDQDOLW\5HO\RQŃXQSUHFHGHQWHGńLQVWHDGRIŃDOUHDG\NQRZQń7U\
つまらないものと引き換えに特別なものを受け取ります。
「既知」
ではなく
「前例のない」に準じます。新しくて特別で贅沢なものを試して
VRPHWKLQJ QHZ VSHFLDO DQG H[WUDYDJDQW +RZ DERXW D KLJKTXDOLW\ YHORXU MDFTXDUG LQ FRPELQDWLRQ ZLWK D
みてください。たとえば、時代を超えたモアレジャカードと高品質のベロアジャカードの組み合わせはいかがでしょうか。手織り風の無地
WLPHOHVVPRLUÒMDFTXDUGIRUH[DPSOH"$SODLQFRORXUHG'XSLRQVLONZLWKDKDQGFUDIWHGORRN"2URQHRIRXU
のデュピオンシルクは？
それとも勇ましい鮮やかなプリン
トは？勇気を出して、
巾140 cmの革新的アイテムと
贅沢な人生の喜びを
VSLULWHG OLYHO\ SULQWV"
%H FRXUDJHRXV DQG EULQJ
KRPH WKH H[WUDYDJDQW
MR\ RI OLIH ŋして、
DV DQ
LQQRYDWLYH VKHHW
ぜひインテリアに取り入れてく
ださい。
PDWHULDOLQFPZLGWK

KIANA 1225
Are you modern, trend-conscious,
colourful and
水彩タッチのボーダー柄のグラデーシ
ョンが特徴的なドレープ

anything but boring? Then KIANA is just like you.
Depending on the ambience and colour scheさせるエスニックなものなど、
配色によってさまざまな雰囲気を
me, the horizontal stripe
print appears sometimes elegant,
sometimes modern,
and someti楽しめます。
全６配色の展開です。
アートを飾る感覚でインテリ
mes even in Mallorcan or Asian style. Its variety
アに取り入れてみてはいかがでしょうか。
of colours makes it a harmonious partner for every cushion. Its colour gradients are reminiscent
of batik, watercolour or chain printing. Hang real
art on your window with KIANA.
生地です。
エレガントやモダンなもの、
アジアンスタイルを想像

上代：¥10,900/m
生地巾：140cm

6 colors

Print on Tussah silk look fabric, modern multico-

組成
100%PES stripes, batik effects, decoration
lour：
horizontal

fabric, fabric width: 138cm, 6 colours, 100% PES

PALILA 1226
PALILA celebrates the fascination of an enchan水彩画の絵画のように美しいデザインのドレープ生地です。

ted forest of とグラデーシ
leaves in the
middle of your four
レイヤーの重なり
ョンで鮮やかに彩られたデザ
walls. Impressive and unobtrusive, it lets your

インが目を惹きます。
タッサーシルクのような質感が魅力の、
eyes wander through
the picturesque waterco-

lour-like design, vividly arranged with overlays
ポリエステル100%の商品です。

and gradients. The easy-care decoration fabric in
柔らかく優しい印象の全5配色展開です。

WKHQREOHORRNRI7XVVDKVLONURXQGVRıWKHPXOWL
coloured potpourri of leaves in dark, warm shades of clay.

上代：¥10,900/m

5 colors

Print ：
on138cm
Tussah silk look fabric, multi-coloured
生地巾
leave design in dark shades of clay, watercolour
組成：100%PES
effects, decoration fabric, fabric width: 138cm,
5 colours, 100% PES
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VASCO 1222
When velour is in vogue, VASCO is even more

バランスのいいコン
トラストで輪郭線を際立たせた、
シックなベ
so! As a chic jacquard
design with harmoniously

contrasting
contour lines.カッ
Impressive
softness,
ルベッ
トジャカードの生地です。
トパイルの凹凸感が高級

pronounced three-dimensionality, elegant sheen
and right at the front: the metallic-looking and
特徴的な全５配色です。
contrasting fond. The light backing makes VASCO the perfect cover fabric. Lined in
a plain coマーチンデール55000回なので椅子張地と
してもご使用いた
lour, it becomes the highlight of every window.

感を演出しています。
エレガントな光沢感とメタリックな質感が

だけます。

Velour, three-dimensional, contrasting contour
line, multipurpose, darkening, decoration fabric,
上代
：¥19,800/m
5 colors
suitable
for furniture,
fabric width: 140cm,
5
colours,
100%
PES
生地巾：140cm
組成：100%PES

VEGA 1223
Mega VEGA. Sand dunes, wood grains or water精巧なジャカード織りで作られたモアレデザインのドレープ

marks – what do you see in the artfully woven
moiré design? In any case, the charming matt
柄を表現しており、
より魅力的な商品になっています。
gloss and chiaroscuro
play that develops全12色
pure
elegance on the voluminous jacquard. In conの展開でポリエステル100％の商品です。
trast to real moiré, the chic VEGA can be washed
and ironed very easily.
生地です。マットと光沢感の差をつけることにより立体的に

上代：¥13,200/m

12 colors
Moiré design, Jacquard
fabric, washable, perma生地巾
140cm
nent,：decoration
fabric, fabric width: 137cm,
12 ：
colours,
100% PES
組成
100%PES

Press release: ADO Goldkante collection BE UNIQUE
www.ado-goldkante.de

SANTO 1224
SANTOは、
手織りされたデュピオンシルク
（2つ以上の繭から巻
SANTO
combines
the traditional
hand-woven
look
of
a
Dupion
silk
with
stylish
aesthetics.
The
き取った不均一糸を使用して作られるシルク）のような美しいド
LUUHJXODULWLHV LQ WKH \DUQ DQG VPDOO ĬEUH NQRWV
レープ生地です。糸の凹凸やスラブによって、本物のシルクのよう
perfectly
imitate original silk. However, SANTO is
な風合いを持つ商品です。
ナチュラルな全26色の展開でどんな
washable,
lightfast and
pleasantly uncomplicaWHGDVLWLVPDGHIURPDV\QWKHWLFĬEUH,IWKHIDインテリアにもよく合います。
bric is not dense enough for your application,
※透け感が気になる場合は裏地をつけることを推奨いたします。
you
can line it. This will give you an even higher
quality look.

Dupioni,
hand-woven
look, plain colour, semi上代：¥11,400/m
26 colors
transparent decoration fabric, fabric width:
生地巾：145cm
137cm, 26 colours, 100% PES
組成：100%PES
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BE COMFORTABLE
ー快適に
$OOIRURQH2QHIRUDOO)(//2:LVWKHSHUIHFWFKRLFHIRUDQ\XSKROVWHUHGIXUQLWXUHŋZKHWKHUFKDLUVFRUQHU
みんなは一人のために 一人はみんなのために。
EHQFKHVDUPFKDLUVVRIDVVROLWDLUHVRUFXVKLRQV7KHXSKROVWHU\IDEULFLVXQFRPSOLFDWHGHDV\WRFDUHIRUDQG
椅子、
コーナーベンチ、
アームチェア、
ソファ、
クッションなど、
あらゆる家具に最適です。70色のカジュアルなカラーでどんなインテリアで
LQFDVXDOKRPHFRORXUVDOZD\VUHDG\IRUOLIHŋDQGIRUHYHU\VWDLQWKDWGLVDSSHDUVTXLFNO\ZLWKFOHDUZDWHU
:KDWUHPDLQVDJRRGORRNLQJ)(//2:WKDW\RXFDQUHO\RQDWDQ\WLPHDQGDQ\ZKHUH
もご使用いただけます。

FELLOW 1585
高性能ファブリックFELLOWは、ADOが開発した SmartClean機能

The high-performance fabric FELLOW convinces
がついています。
SmartCleanは、
繊維自体に撥水機能があるため
with
its ADO Smart
Clean with
optimal cleaning
properties.
The
cuddly
feel
and
an emotional
汚れを吸収しにくく、汚れがついても落としやすいのが特徴です。
two-tone look provide the right high-fashion fee2種類の糸を使ったツートンカラーで、
ファッション性も兼ね備えて
OLQJ ,Q LQĬQLWHO\ JUHDW FRORXUV )(//2: RıHUV D
います。
lot of scope for one or the other highlight. A fabric
for all cases, for
all furniture and
for every
全70色の多色展開で、
すべてのインテリア、
すべての家具に対応
furnishing style!

できるファブリックです。

Two-coloured furniture cover fabric, salt &
上代：¥12,300/m
70 colors
pepper
look, chenille,
hard-wearing, washable,
生地巾：140cm
easy-care,
ADO Smart Clean, stain protection,
fabric
width: 140cm, 70 colours, 100% PES
組成：100%PES

Press release: ADO Goldkante collection BE UNIQUE
www.ado-goldkante.de

TEXTS AND IMAGES
CAN BE DOWNLOADED AT

www.ado-goldkante.de/en-gb/press

Keep up to date
The company
In 1954, ADO, which is named after its location in Aschendorf, Germany, was founded by Hubert and
Marianna Wulf as a supplier of premium quality curtains and decorative textiles. The ‘Goldkante’, or
golden thread, became a symbol for the quality of this internationally respected German textile specialist.
Since 1 January 2013, ADO has been a part of the ZIMMER + ROHDE Group.
ADO Goldkante – for rooms that come to life
ADO brings textile harmony, a feeling of lightness and pure joie de vivre into your home. Exceptional
GHWDLOVDQDWXUDOIHHODQGFRXQWOHVVWUDQVSDUHQWHıHFWVEUHDWKHOLIHLQWR\RXUKRPHDQGPDNH\RXU
dream living space a reality. The wide range of patterns – from urban to natural, elegant to playful –
RıHUVWKHULJKWPDWHULDOIRUHYHU\WDVWH7KHWH[WLOHVDOVRPHHWWKHGHPDQGLQJQHHGVRIHYHU\GD\OLIHDV
WKH\DUHHDV\WRFOHDQDQGFDQEHFRPELQHGLQFRXQWOHVVGLıHUHQWZD\VŸQRWIRUJHWWLQJWKHĬYH\HDU
warranty. ADO fabrics are therefore the perfect design partners, in any room and at any stage of life.
For your manufacturer directory:
ADO Goldkante GmbH & Co KG
Tel: +49(0) 6171-632 103
Fax: +49 (0) 6171-632 108
presse@ado-goldkante.de
www.ado-goldkante.de
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