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#CONNECTED ‒ CONNECTED WITH LIFE

As individuals, we like to be in exchange ‒ with 
life, with nature, with other people, with ourselves. 
This puts us in a positive mood and makes us 
happy. The new ADO collection #CONNECTED 
is inspired by this motivation and looks forward 
to bringing you into harmony with everything 
that surrounds you. In your home. Reduced to 
the essentials, it shows you that it doesn‘t take 
much for the beautiful things in life.

The collection combines contemporary design 
with perfect function: natural tones, intense 

convince with easy-care, thermal and acoustic 
 

and recycled materials.

#CONNECTED combines decorative pleasure 
with sustainable quality, fuses modern looks with 
a cosy feel and grounds dynamic vibrancy in 
soothing calm. Discover your personal balance 
with the balanced and stylish fabrics of the 
new ADO collection and design your home: 
according to your nature. Get connected!

私たちは、自分の人生や生活を、より良くしたいと常に考
えています。この思いは私たちを前向きな気分にさせ、幸
せに導きます。新しいADOコレクション『CONNECTED』は
この前向きな気持ちにインスパイアされており、暮らしの
中の全てのアイテムと調和することに期待しています。 

このコレクションは、モダンなデザインと高い機能性を兼
ね備えています。サスティナブルな素材を取り入れている
ことも特徴の一つです。ナチュラルトーンの色調、力強い

CONNECTED   - 暮らしとつながる - 

アクセントカラー、柔らかな質感、フラワーモチーフ、グ
ラフィックプリントなど、全ての商品はお手入れが簡単
で、さらに抗ウイルス仕上げ、難燃性やリサイクル糸を
使用した品揃えになっています。

バランスの取れた新しいADOコレクションで、あなた
の好みに合った生地を選んであなたらしいお家をデ
ザインしてください！

株式会社チェルシーインターナショナル
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SUSTAINABLY BEAUTIFUL ‒ fabrics with modern designs, colourful vibrancy, soft feel and recycled poly-  
 

REVIN RE 8009 

REVIN transports your eyes to a mystical forest of 

three-dimensionality of the lively base fabric 
REVAL. Bold branches interplay with delicate  
shadows to create a fascinatingly beautiful depth. 
With 39 % recycled material, REVIN thanks its  
natural role model from real life with more sustai-
nability.

room height, weight tape, fabric width: 300 cm, 
3 colours, 100% PES - 39% is recycled PES

REVAL RE 3119 

REVAL shows itself to be thoroughly close to  
nature in a lively graininess: with an organically 
soft feel, a naturalistic linen look in a handcrafted 
raised crochet style and of course as the perfect 
base fabric for the enchanting REVIN print.

Transparent fabric, plain fabric, contrast fabric to 
REVIN RE 8009, recycling, room height, weight tape, 
fabric width: 300 cm, 1 colour, 100% PES - 39% is 
recycled PES

リサイクルポリエステルを使用したこのシリーズは、モダンなデザイン、カラフルな色合い、柔らかな質感の商品で構成されています。耐
久性もよく、使うことでサスティナブルな喜びを感じられます。素材の一部は使用済みのリサイクル素材から作られています。

REVINは霧がかった神秘的な森の中にいるような気分にさ
せてくれる商品です。北欧スタイルの大きなレピートの草花
柄とバックにシルエットで入った輪郭が相まって、美しく魅力
的な深みを作り出しています。
REVINは、39％のリサイクル素材を使用しています。　

上代 ： ¥14,800m　 3colors
生地巾 ： 300cm
組成 ： 100%PES (39% recycled PES)

REVALは、とてもしなやかで柔らかな手触りのシアー生地で
す。リネン調のナチュラルな風合いで、かぎ針編みを思わせ
るテクスチャーはクラフト感があります。

上代 ： ¥12,200m　 1color
生地巾 ： 295cm
組成 ： 100%PES (39% recycled PES)
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REMO RE 3107

REMO, the multi-tasking talent. This pleasing uni -
que specimen with a balanced texture remains 
pleasantly quiet on request, but is also happy to 
get loud for you in 16 lively shades. Look forward 
to your favourite shade with a wonderfully soft 
feel and drape ‒ and to staging the 50 % recycled 
polyester fabric just the way you like it.

Transparent fabric, plain colour, 2 heights, recycling, 
room height, weight tape, fabric width: 300 cm with 
16 colours and 220 cm with 2 colours, 
50% PES - 50% is recycled PES

REMOは、とても柔らかい質感の麻ライクなシアー生地です。
全16色展開でさまざまなドレープ生地に合わせることが可
能です。50％はリサイクルポリエステルを使用しており、今回
のコレクションの中でも特にサスティナブルな商品です。

上代 ： ¥11,000m　 16colors
生地巾 ： 320cm   
組成 ： 100%PES (50% recycled PES)

※110,111の2色のみ220cm巾がございます。
上代 ： ¥９,600/m
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RELUS RE 8010 

 
RELUS base design presents itself in your home 
in a completely nature-inspired way. An additional 
eye-catcher: the striking colour gradient on the 
upper edge of the fabric, which slowly fades  
towards the bottom. The lattice structure of the 
gauze-like fabric made of 63 % recycled polyester 
is charming too, granting a lot of light and setting 
the right tone.

 
recycling, room height, weight tape, fabric width: 
300 cm, 3 colours, 100% PES - 63% is recycled PES

REMUS RE 3120 

New look. Same fabric. As a harmonious counterpart  
to REMUS, REMO adds modern, three-colour 

 
shades, the pretty transparent fabric can be per -
fectly combined with REMO.

Transparent fabric, stripes, recycling, 
room height, weight tape, fabric width: 300 cm,  5 
colours, 50% PES - 50% is recycled PES

REMUSは、3色の太めのストライプで構成されたデザインが
特徴です。 全5配色の上品な色合いで、無地の商品「REMO」
との組み合わせがおすすめです。

上代 ： ¥12,500m　 5colors
生地巾 ： 325cm   
組成 ： 100%PES (50% recycled PES)

可愛らしいフラワーモチーフのRELUSは、インテリアに
ナチュラルな雰囲気をもたらします。生地の上部から下
へ向けて広がるきれいな色のグラデーションが、夕暮れ
や朝焼けのような時の経過を連想させます。63％リサ
イクルポリエステルで作られたガーゼのような質感も
魅力の1つです。

上代 ： ¥13,800m　 3colors
生地巾 ： 300cm   
組成 ： 100%PES (63% recycled PES)
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RELON RE 3122

Perfectly harmonised with RELUS and therefore a 
beautiful combination partner to radiate even 
more peace together. The gauze-like UNI made 
of 63 % recycled polyester also provides sensual 
tranquillity in your interior as a soloist. Easy-care, 
sustainable and cosy.

Transparent fabric, plain colour, contrast fabric to 
RELUS RE 8010, recycling, room height, weight tape, 
fabric width: 300 cm, 1 colour, 100% PES - 63% is 
recycled PES

「RELUS」のベースでもあるこの生地は、手触りのよいガーゼ
素材のような質感で、インテリアに静けさを与えます。
63％がリサイクルポリエステル素材で作られています。

上代 ： ¥10,400m　 1color
生地巾 ： 300cm   
組成 ： 100%PES (63% recycled PES)
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REI FR 3123 

It‘s cosy, it‘s cool, it‘s casual ‒ the it-piece REI. The 
semi-transparent and minimally striped woven 
fabric enchants with its attractive crashing, soft feel 
and colours in a light melange. It‘s good to know: 

washing, by steaming over when hanging.

 
room height, fabric width: 300 cm, 8 colours, 
100 % PES FR

DESIGN MEETS FUNCTIONALITY
-

MIK FR 1023 

Simplify your life. MIK embellishes your home 
with ease and according to your taste. In naturalistic 
colours, it takes a relaxed back seat; in strong  

your ambience beyond your window. Permanent-
-

cated. Simply MIK.

 
room height, 2 heights, weight tape, 
fabric width: 330 cm with 25 colours and 220 cm 
with 2 colours, 100 % PES FR

難燃性の糸、抗ウイルス仕上げ、遮熱機能、そしてイージーケア。装飾性の裏に隠れた機能性は、目には見えませんが重要な要素です。グ
ラフィカルで魅力的なモチーフで、ご自宅はもちろん、ホテルやオフィスなど、あらゆる空間を引き立てます。

REIは、クラッシュ加工、柔らかな質感、そして少しメランジの
入ったカラーが魅力のシアー生地です。難燃性は半永久的
に持続します。

上代 ： ¥14,700m　 8colors
生地巾 ： 315cm   
組成 ： 100%PES FR

全25色展開のMIKは、よりナチュラルでリラックスしたトーン
のカラーバリエーションです。多色展開なのでどんなインテ
リアにもご使用いただけます。半永久的な難燃性を持ち、お
手入れが簡単です。

上代 ： ¥15,200m　 25colors
生地巾 ： 330cm   
組成 ： 100%PES FR



Press release: ADO Goldkante collection #CONNECTED
www.ado-goldkante.de

PER DIMOUT FR 1304 

PER enlivens your home with dynamism. Its stri-
king, horizontally spotted design is reminiscent of 
crashing waves in shades of blue, becomes a  
natural stone wall in earthy tones and a winter 
landscape in white. A chameleon-like character 
with enduring properties: whether soft touch, 

Dim-out, print, moving geometry, thermal fabric, 
 

fabric width: 300 cm, 5 colours, 100 % PES FR

LIO FR 3002 

LIO is the symbiosis of aesthetic design and per -
fect functionality. The delicate plain weave with its 
natural texture and soft feel creates a homely 

viruses, bacteria, micro-organisms, mould and 
fungi. Permanently resistant, even after dry cleaning. 
The top performer also feels at home in larger 
properties!

Transparent fabric, plain colour, antimicrobial, 
 

weight tape, fabric width: 330 cm with 14 colours 
and 220 cm with 2 colours, 100 % PES FR

LIOは、高いデザイン性と機能性を持った商品です。繊細な平
織りで、自然な風合いとやわらかな質感が特徴です。また、抗
ウイルス仕上げにより、ウイルス、バクテリア、微生物、カビ、
真菌から生地を保護します。 ドライクリーニング後も恒久的
に耐性があります。コントラクト案件にもおすすめです。

上代 ： ¥11,200m　 14colors
生地巾 ： 330cm   
組成 ： 100%PES FR

※110, 200の2色のみ220cm巾がございます。
上代 ： ¥９,200/m

PER DIMOUTはダイナミックな柄が特徴です。印象的なまだ
ら模様のデザインは、砕ける波を彷彿とさせ、天然石のような
アースカラーと相まってインテリアを華やかに彩ります。イー
ジーケア、難燃性、遮光機能、など多数の機能があります。

上代 ： ¥18,400m　 5olors
生地巾 ： 300cm   
組成 ： 100%PES FR
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LUI FR 8011 

Lightness and transparency characterise LUI.  
A graphic print in artistic lines, almost as if painted 
with chalk, adorns the easy-care and antiviral- 

-

Transparent fabric, print, graphical design, 
 

room height, weight tape, fabric width:  
300 cm, 4 colours, 100 % PES FR

軽さと透明性がLUIの特徴です。手描きされたようなアーティ
スティックなラインのグラフィックプリントは、モダンテイスト
やカジュアルテイストのインテリアによく合います。抗ウイル
ス仕上げが施されています。

上代 ： ¥12,200m　4colors
生地巾 ： 300cm   
組成 ： 100%PES FR
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EASY COVERED  
 

EASY 1547 

Relaxed, easy and soft meets robust and insensitive.  
On your sofa, armchair or cushion. This is EASY, 
the uniquely beautiful upholstery fabric in a natural 
linen look. With a visually and technically brilliant 
performance. In 29 trendy furnishing colours: 
from subtle Scandinavian to impulsive Italian.

Upholstery fabric, plain colour, linen look, 
stain protection, fabric width: 140 cm, 
29 colours, 95 % PES; 5 % CO

EASYは、心からくつろぎ安らげるように作られた椅子張地です。柔らかくソフトな質感でリラックスでき、防汚加工が施されているので、
汚れを気にせずご使用いただけます。

ナチュラルな雰囲気の、とてもソフトな質感の椅子張地です。
ソファ、アームチェア、クッションなどさまざまな使い方が可
能です。全29色のトレンドを押さえた色バリエーションで、北
欧の家具からイタリアの家具まで、マルチにご使用いただけ
ます。

上代 ： ¥13,000m　29colors
生地巾 ： 145cm   
組成 ： 95%PES 5%CO
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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 Gr oup.

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  

 
dream living space a reality. The wide range of patterns ‒ from urban to natural, elegant to playful ‒ 

 
 

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) 4962-505-70  
Fax: +49(0) 4962-505-250  
presse@ado-goldkante.de  
www.ado-goldkante.de

Keep up to date

TEXTS AND IMAGES
CAN BE DOWNLOADED AT  
www.ado-goldkante.de/en-gb/press


