
中央アフリカにあるガボン共和国の部族の仮面からインスパイアさ
れています。キュビズムの絵画を思わせるデザインの細部にはカー
ビングが施され、立体的な凹凸があります。タペストリーのような
ラグです。

ADUMA

キュビズムを彷彿とさせる幾何学柄のラグです。宇宙に漂うような
立体図形のデザインは、暖色でまとめられ、アートを飾るような感
覚でご使用いただけます。

CHATEAU DE SABLE

株式会社チェルシーインターナショナル

■ Color
Nuit・Terracotta
■ Quality
Hand tufted 100% wool
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎取得済み
■ Size&Price
170 × 240  ¥206,000
　　　          (税込 ¥226,600)
200 × 300  ¥302,000
　　 　         (税込 ¥332,200)
250 × 350  ¥442,000
　 　　         (税込 ¥486,200)

■ Color
Ocres
■ Quality
Hand tufted wool and viscose
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
170 × 240  ¥259,000
　　　          (税込 ¥284,900)
200 × 300  ¥379,000
　　 　         (税込 ¥416,900)
250 × 350  ¥555,000
　 　　         (税込 ¥610,500)

Terracotta Ocres

まるで額装された絵画のようなデザインです。シンプルなライン
と面で大胆に構成されており、ライン部分には、アクセントとし
てビスコース素材が使用されています。モダンな空間によく合い
ます。

CIEL DE PYTHAGORE

マットなウール素材の中にブレンドされたメタリックな糸と、丸み
を帯びたラインのデザインが特徴です。カット＆ループの立体的な
テクスチャーからは卓越した職人技を垣間見ることができます。

MODULATION
■ Color
Bleu
■ Quality
Hand tufted wool and viscose
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
170 × 240  ¥259,000
　　　          (税込 ¥284,900)
200 × 300  ¥379,000
　　 　         (税込 ¥416,900)
250 × 350  ¥555,000
　 　　         (税込 ¥610,500)

■ Color
Ivoire・Orange
■ Quality
Hand tufted wool & viscose 
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
200 × 300  ¥343,000
　　 　         (税込 ¥377,300)
250 × 350  ¥500,000
　 　　         (税込 ¥550,000)

Orange

ライオンが描かれたこのラグは、可愛らしい顔と優しい色合いが
魅力です。サイズ展開が豊富なのでさまざまなシーンでご使用い
ただけます。暖炉の前に敷いたり、子ども部屋のラグにもおすす
めです。

LION

Jean Jacques Beauméのお気に入りのテーマである動物寓話か
らインスパイアされています。トロフィーハンティング（剥製）を
モチーフにしており、個性的なデザインのラグです。

ÉLÉPHANT
■ Color
Beige
■ Quality
Hand tufted washed wool
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎取得済み
■ Size&Price
140 × 200  ¥174,000
　　　          (税込 ¥191,400)
170 × 240  ¥254,000
　　　          (税込 ¥279,400)
200 × 300  ¥371,000
　　 　         (税込 ¥408,100)
250 × 350  ¥544,000
　 　　         (税込 ¥598,400)

■ Color
Gris
■ Quality
Hand tufted washed wool
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎取得済み
■ Size&Price
140 × 200  ¥199,000
　　　          (税込 ¥218,900)
170 × 240  ¥291,000
　　 　         (税込 ¥320,100)
200 × 300  ¥425,000
　 　　         (税込 ¥467,500)

Beige Gris

Bleu

2022 NEW COLLECTION

Laur Meyieuxの感性とスタイルは、彼の日本での長年の経験
に基づいています。このラグは日本の禅の精神からインスパイ
アされており、自然を再現した庭園がモチーフになっています。

THÉO

タイル張りのような四角いレリーフはインドの職人技によるもの
です。手作業で凹凸をつけた表面には、ウールに混ざったビスコー
スの光沢が美しい陰影を作ります。リビングだけでなくダイニン
グにもおすすめです。

BLOCK

株式会社チェルシーインターナショナル

■ Color
Anis
■ Quality
Hand knotted 100% jute
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
200 × 300  ¥371,000
　　　          (税込 ¥408,100)
250 × 350  ¥544,000
　　 　         (税込 ¥598,400)

■ Color
Blanc・Gris
■ Quality
Hand tufted wool and viscose
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
170 × 240  ¥210,000
　　　          (税込 ¥231,000)
200 × 300  ¥307,000
　　 　         (税込 ¥337,700)
250 × 350  ¥449,000
　　 　         (税込 ¥493,900)

Anis Gris

ナイロン素材を100%を使用し、 光沢感と耐久性を兼ね備えてい
ます。落ち着いたベーシックな色から、アクセントになる色の６
色展開で、どんなインテリアにも合わせることができます。

NUANCES

規則的なカット＆ループで織られた柄が美しいラグです。北欧調
の色合いが優しい印象を与えています。リーズナブルな価格帯も
魅力です。

BASKET
■ Color
Brume・Canard・Mousse・Platine
Poudre・Silver
■ Quality
Hand woven 100% nylon
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
170 × 240  ¥202,000
　　　          (税込 ¥222,200)
200 × 300  ¥295,000
　　　          (税込 ¥324,500)
250 × 350  ¥432,000
　　 　         (税込 ¥475,200)
300 × 400  ¥623,000
　 　　         (税込 ¥685,300)

■ Color
Vieux rose・Embruns
■ Quality
Hand woven wool and polyester
■ Remarks
特注サイズ可能・防炎性能なし
■ Size&Price
170 × 240  ¥158,000
　　　          (税込 ¥173,800)
200 × 300  ¥232,000
　　 　         (税込 ¥255,200)
250 × 350  ¥339,000
　　 　         (税込 ¥372,900)

EmbrunsSilver

2022 NEW COLLECTION
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