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SNAPSHOT – 3, 2, 1...GORGEOUS

「SNAPSHOT」- 3, 2, 1...GORGEOUS

装飾的なテキスタイルや機能的なテキスタイル、
自然から

Green today, multi-coloured tomorrow, striped the
day after
that. Give
in to3,2,1
your
ideas
and desire
for
スナップシ
ョット
・・・
ゴージャス
！
change and beautify your home whenever you want.
SNAPSHOT from ADO unlocks this kind of spontaneity
and enables
you to have the satisfaction of acting
今日はグリーン、明日はマルチカラー、明後日はストライプ。
VXVWDLQDEO\FRQĬGHQWO\DQGUHVSHFWIXOO\61$36+27LV
あなたのアイデア次第で、
好きなときに、
好きなように装飾
a collection
in the here and now
– fresh, dynamic,
young
and fullでき、
of optimism.
This
easy-to-maintain,
easy-to-use,
好きなようにインテリアを美しくする。ADOの春夏コ
high-quality collection made from recycled materials
レクション
「SNAPSHOT」
は、
このような自由な発想を解き
will keep
you happy
for a long
time
to come.

インスピレーシ
ョンを得たプリン
トやグラフ
ィックデザイン、
woven,
delicately
transparent
or soft
and woollen,
IURP
JDX]H
WR
VWULØ
HıHFW
FRORXUIXOO\
QDWXUHWKHPHG
高密度に織られたもの、繊細な透明感のあるもの、
ナチュ
to courageously impulsive, SNAPSHOT offers cosy
ラルな素材やストライプ柄、
looks
for every interior –カラフルな自然をテーマにし
elegant, natural, minimalistic.
Our
chemical-free,
high-performance
upholstery fabrics
たものなど、SNAPSHOTはあらゆるインテリアに心地よさ
are a sight to behold as well and are sure to bring joy
を提供します。
エレガント、
ナチュラル、
ミニマルなどあらゆ
HYHQWRWKRVHZKRGRQŔWVXıHUIURPDOOHUJLHV
るインテリアにマッチします。

The new spring/summer collection from ADO makes
また、
化学物質を含まない高性能の椅子張り生地は、
アレfabrics
you
want
to break out the Polaroid – just do it! Our
will
come along for the ride. Make each one of your
ルギーをお持ちの方にも安心してお使いいただけます。
放ちます。
Whether it’s decorative or functional textiles, nature- interior design ideas a reality throughout your home or
思わずポラロイド写真を撮りたくなるような、
inspired
prints or graphic designs, be theyフレッシュで
densely let us inspire you to create new ones. Snap your style!
ダイナミックで、若々しく爽快なラインナップです。

このコレクションは、インテリアのアイデアの新たなインス

リサイクル素材を使用したアイテムや、お手入れが簡単で

ピレーションを与えてくれることでしょう。

使いやすく高品質なこのコレクションは、
これからも長くあ

ぜひ、
あなたのスタイルをカタチにしてください！

なたをハッピーにしてくれるでしょう。
チェルシーインターナショナル

INTUITIVELY BEAUTIFUL
BEAUTIFUL – the new fabrics from the ADO collection invite you to unleash your spontaneous
INTUITIVELY

side. Create, change
and
beautify your home on your柔らかな質感、
own terms,滑らかな質感、
no matter if
your した質感、
passion 不透明な質感、
is for soft, smooth,
ADOの新しいコレクシ
ョンは、
あなたの自由な発想を解き放ちます。
ざらざら
ある
URXJKRURSDTXHWH[WXUHVRULI\RXSUHIHUDPRUHĠRUDOJHRPHWULFFRORXUIXORUQDWXUDOORRN

いは、
花柄、
幾何学模様、
カラフルな色彩、
自然な風合いなど、
お好みに合わせてインテリアを創造し、
変化させ、
美化することができます。

BLOGGER FR 1043
%/2**(5ŝ$VXFFHVVIXOLQĭXHQFHUIRUEHDXWLIXOOLYLQJIURPORRNWRIHHO:LWKDFDVXDOVDOWDQGSHSSHUWH[WXUHWKLV
BLOGGER - スタイリッシュな暮らしを提案するドレープ生地です。
カジュアルなテクスチャーと、20色のカラーバリエーショ
fabric boasts a palette ranging from naturally homey to easy-to-match colours that are sure to impress. The thermal
ンが魅力です。保温性や遮音機能もあり、インテリア全般で幅広くご利用いただけます。
and acoustic properties provided by its chenille yarn and the wide range of overall interior design options that
this decorative upholstery fabric proffers make it a top-notch performer.

1RCSWG%JGPKNNG
上代：¥20,900/m 20colors
VYQVQPGFNQQMƃCOGTGVCTFCPV
生地巾：300cm
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成：100 % PES FR
2'5(4

SUNDAY FR 1049
SUNDAYのウーリータッチな質感は、
一年中暖かさを感じさせます。
トレンドのブロックストライプは、
SUNDAY’s
woolly touch radiates
warmth seven days a week.
Trendy block stripes inコントラストが美しく
harmoniously contrasting
colours
give
this
classic
a
modern
twist.
Narrow
stripe
detailing,
a
natural
weave
texture
andリネンのよう
a linen-like character
、クラシックなパターンにモダンなひねりを加えています。細いストライプのディテール、
自然な織りの質感、
provide a casual look and a relaxed hominess – for any type of property.
な風合いが特徴です。
カジュアルな印象とリラックスした雰囲気で、
どんなインテリアにも調和します。

Stripes, opaque fabric,
上代：¥17,600/m 7colors
ƃCOGTGVCTFCPVTQQOJGKIJV
YGKIJVVCRG
生地巾：280cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成：100 % PES FR
2'5(4

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

TOUCH 1050
ATOUCHは、
TOUCHよりナチュラルな質感を目指して作られたドレープ生地です。
more nature! Handcrafted character, multi-colouredトーンオントーンの多色糸やラフな織り組織によ
tone-on-tone yarn and a rough structure make this
fabric
a
highlight
in
the
world
of
single-colours
and
textures.
The
voluminous
drape and soft textureコッ
of the thick
るテクスチャーが、
ナチュラル感を強調しています。地厚でボリューム感のあるドレープと、
ソフトな風合いが特徴です。
FRWWRQURXQGVRıLWVSURĬOHZLWKDQDWXUDOORRNDQGIHHO
トンを使用し、
ナチュラルな質感に仕上げています。

6JKEMFGEQTCVKXGHCDTKE
TGXGTUKDNGTQQOJGKIJV
上代：¥15,700/m 11colors
YGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'5%1
組成：79% PES 21% CO
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FLANEUR 1051
FLANEUR
–庭園のスナップショッ
A snapshot of anト。
idyllic
garden. Floral design and fresh colours
invite you to take a stroll within your
FLANEURは、
大きなフラワーデザインとフレッシュな色彩が、
4つの異なる庭園の中を散歩してい
RZQIRXUZDOOV(QMR\WKLVPRGHUQDPELHQFHLQĭRUDODTXDOREVWHUDJDLQVWDVWULNLQJGDUNSHWUROEDFNJURXQG
るような気分にさせてくれます。背景色とモチーフのコントラストが印象的な4配色の展開で、インテリアの主役になるアイ
orange/blue against a fascinating sage green, turquois/terracotta against an elegant silver-grey or green/yellow
テムです。
against
a pure white background.

(NQTCNRTKPVTQQOJGKIJV
上代：¥19,400/m 4colors
YGKIJVVCRG
生地巾：280cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'5
組成：100% PES
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HARVEST 1052
Welcome,
harvest season! A charming, tone-on-tone print on a naturally textured
polyester base fabric, HARVEST
ナチュラルな風合いのポリエステルのベースに同系色のプリントを施したHARVESTは、
お部屋を快適な空間に変えてくれ
WUDQVIRUPV\RXUKRPHLQWRDSODFHRIFRPIRUW7KHWKUHHGLPHQVLRQDOLW\RIWKLVPRGHUQLQWHUSUHWDWLRQRIĭRUDO
ます。
カラフルな背景に描かれた立体的でモダンな花柄は、デザインに深みと活気をもたらし、色によってさまざまな印象
elements set against a colourful background brings depth and liveliness to the design – and ‘harvests’ all kinds
を与えてくれます。
of
excitement.
.KIJVFGEQTCVKXGHCDTKE
ƃQTCNXKPVCIGRTKPV
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'5

5JGGTHCDTKEUKPINGEQNQWT
TGE[ENGFƃCOGTGVCTFCPV
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
HCDTKEYKFVJEO
上代：¥17,600/m 5colors
EQNQWTU2'5(4
生地巾：280cm
2'5
TGE[ENGF2'5 
組成：100% PES

AIR FR RE 3003
/RYHLVLQWKH$,57KLVĭRZLQJJRUJHRXVOLQHQORRNLQJWH[WLOHLVDV\PELRVLVRIPRGHUQLW\DQGWUDGLWLRQQDWXUDO
この流れるような華やかなリネンのようなシアー生地は、現代性と伝統、
ナチュラルな外観とそれを作りだす技術が共生し
appearance and technical functionality as well as sensual transparency and perfect privacy. Available in 20 brilliant
ています。
ブルー系、
レッド系、
グリーン系、
トレンドのナチュラル系など、20種類の鮮やかで多彩な色調を揃えています。
hues ranging from variations of blue to tones of red and green all the way to trendy natural colours.

上代：¥13,900/m

20colors

生地巾：300cm
組成：52 %PES FR 48 % PES ( 48 % recycled
PES)
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MOONRISE BLACKOUT FR 1305
$KLJKOLJKWE\PRRQOLJKW:KHQLWFRPHVWRVRSKLVWLFDWHGVROXWLRQVWKHIXOOEODFNRXWHıHFWRIWKLVIDEULFPDNHV
MOONRISE BLACKOUTは、完全遮光性能があり、住宅でも公共スペースでも最高のパフォーマンスを発揮してくれるドレープ生地で
MOONRISE BLACKOUT a top performer at home as well as in public spaces. Its soft feel and voluminous drape is
す。
リネンのようなソフトな手触りとボリュームのある質感が特徴です。21色の豊富なバリエーションは、あらゆるインテリアを豊かに
just as impressive as its gentle spectrum of 21 neutral colours. This linen-like texture is available in a wide range of
してくれる商品です。
colours and is guaranteed to enrich any interior. Natural, comfortable, casual.

上代：¥22,100/m

21colors

5VTWEVWTGFDNCEMQWVHCDTKE
生地巾：290cm
ƃCOGTGVCTFCPVTQQOJGKIJV
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成：100%PES FR
2'5(4

LOMO 2509
/202LVDĬUHZRUNIRUWKHVHQVHV([WUDYDJDQW$GHFRUDWLYHGHVLJQPDGHXVLQJWKHVRSKLVWLFDWHGœ6FKHUOLŔWHFKQLTXH
LOMOは五感を刺激するファブリックです。
フロントカットの技法を用いて作られた装飾的なデザインがとても印象的です。
Impressive. A frayed, colour-accented fabric in three-dimensional grandeur. Exciting. Textured, graphic patches of
グラフィカルで立体的なパッチワーク柄は、３色展開のマルチカラーのラインアップです。
colour in three harmonious multi-colours. From minimalistic grey/anthracite, extroverted blue/brown to lively
turquoise/rose. Regardless of the countless adjectives, LOMO remains one thing: indescribably beautiful!

&GEQTCVKXGHCDTKEQRCSWGRTKPV
ITCRJKEFGUKIPTQQOJGKIJV
上代：¥25,600/m 3colors
YGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成：100%PES
2'5
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POEM FR RE 2510
A
fabric that’s in tune with the times. Made from 100 per cent recycled
raw
materials
from post-consumer waste, this
消費者から回収された廃棄物を100％リサイクルして作られたシアー生地
「POEM」
は、
サスティナブルの観点から時代にあったファブ
VHPLWUDQVSDUHQWEDWLVWH32(0IXOĬOVHYHU\WKLQJWKHVXVWDLQDEOHKHDUWGHVLUHV,WŔVHDV\WRFOHDQZDVKDEOHDWXSWR
リックと言えます。お手入れも簡単で、
しわになりにくく、難燃性を兼ね備えています。柔らかな質感で、24色の豊富なカラーバリエーシ
ƄWHQGVQRWWRFUHDVHRUZULQNOHDQGĭDPHUHWDUGDQW:LWKLWVH[WUHPHO\VRIWWRXFKHDFKRQHRIWKHFRORXUV
ョンです。
that this fabric comes in promises lasting delight in trusted ADO quality.

5GOKVTCPURCTGPVHCDTKE
上代：¥14,800/m 24colors
UKPINGEQNQWTTGE[ENGF
ƃCOGTGVCTFCPVTQQOJGKIJV
生地巾：300cm
YGKIJVVCRGHCDTKEYKFVJ
組成：100% PES FR(100% recycled PES)
EOEQNQWTU
2'5(4 TGE[ENGF2'5 

AWAKE 3004
AWAKE
makes its debut in thrilling serenity.
The soft feeling
of cotton extends
from the feel to the drape all the way
コッ
トンが入った柔らかな感触が特徴です。
微妙な色差のある糸や、
異なる糸の太さが、
多様な質感と表情を生み出していま
to the look. Its subtle variation of shades and playful thread thickness create textural diversity and add variety to
your interior. The only thing lacking now is your favourite colour, which you can choose from a rich palette of
elegant, contemporary and homey colours.

す。エレガントでコンテンポラリー、そして温かみのあるカラーバリエーションです。

5GOKVTCPURCTGPVUKPINGEQNQWT
上代：¥13,900/m 16colors
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'5%1
組成：91% PES 9% CO
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TRAVELLER 3005
TRAVELLER
is well received in any home! This
semi-transparent base ミニマルなコンクリート使いのインテリアにも
fabric integrates just as playfully into a
Travelerはどんなインテリアにも合うシアー生地です。
カントリーコテージスタイルや、
modern country cottage style as it does into a minimalistic interior with exposed concrete. Look forward to natural
マッチします。
ナチュラルな質感とカラー、手触り、全てにおいて使いやすいファブリックです。
purity in colour, look and feel in your own personal ambience.

5GOKVTCPURCTGPVUKPINGEQNQWT

上代
：¥15,700m
1color
EQPVTCUVHCDTKEVQ

,1740';TQQOJGKIJV
生地巾
：300cm

HCDTKEYKFVJEOEQNQWT
2'5.+%8

組成：50 % PES 40 % LI 10 % CV

ELSEWHERE 3006
For people who love an atmosphere that is bathed
in light and easy-to-clean
authenticity. This earthy, permeable
程よい透け感で光の透過が美しいこのシアー生地は、
たてよこにスラブ糸を使用し、
ナチュラルな質感を持たせています。

IDEULFLVDYDLODEOHLQQDWXUHLQVSLUHGFRORXUV,WVVRIWIHHOLQFRPELQDWLRQZLWKHıHFW\DUQDQGLQWHUPLWWHQWYHUWLFDO
and horizontal bulges characterise the appearance of ELSEWHERE.

ソフトな手触りで、
アースカラーをイメージした15色の展開です。

5JGGTHCDTKETQQOJGKIJV
15colors
YGKIJVVCRG
生地巾
：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'5
組成：100% PES
上代：¥13,900m
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SNAP 3212
61$3ORYHVHOHJDQFHDQGQDWXUHLQWDQGHP$FRPSRVLWLRQRIGLVWLQFWLYHO\DUUDQJHGSDUDOOHORJUDPVUHĭHFWHGLQD
SNAPは、
エレガントでナチュラルなシアー生地です。平行四辺形のデザインとモノトーンの配色が印象的です。軽いクラッシュのかか
vivid diversity of texture and a monochromatic colour scheme. This graphic design comes in a meticulous Jacquard
Scherli weave with a light crash and creates a lively three-dimensionality with its frayed edges.

ったジャカード織にフロントカットを施し、エッジ部分を際立たせています。エッジ部分の糸が生き生きとした立体感を生み出してい
ます。

上代：¥19,400m 3colors
5GOKVTCPURCTGPV
ITCRJKEFGUKIPTQQOJGKIJV
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成： 85% PES 15%CO
2'5%1

MOMENTUM 3313
Your
MOMENTUM
when it comes to outstanding
quality, grace and clarity. Surrounded by a large pattern
卓越した品質と、
優美さを兼ね備えたMOMENTUMは、
大きなストライプから作り出される正方形のパターンがインパク
ト of stripes
and squares that perfectly complement the natural background in texture and thickness. A drapery that makes a
を与えています。モダンでありながらナチュラルな質感を持っています。生地の厚みがありドレープ性が良いので１枚吊り
stunning impact and a statement – and tastefully adds an understated note to your overall ambience.

での使用もおすすめです。

4QQOJGKIJVYGKIJVVCRG
上代：¥22,000m 3colors
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
生地巾：290cm
2'52#0.+
%8
組成：57% PES 29% PAN 9% LI 5% CV
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BREATH 3445
BREATH
meets
us with a delicate robustness. Thin threads
steadily weave through this transparent fabricリネン
like a
BREATHは、
非常に繊細な細い糸が織り込まれたシアー生地です。
その格子デザインはモダンでナチュラルな印象を与えます。
gentle breath. Its mesh structure is modern and natural, its feel is rough-hewn and linen. A noble companion that
混なので質感もナチュラルです。モダンなインテリアと居心地の良い雰囲気を組み合わすことができるファブリックです。
HıRUWOHVVO\NQRZVKRZWRFRPELQHDFRQWHPSRUDU\LQWHULRUZLWKDFRV\DWPRVSKHUH

上代：¥15,700m 4colors
5JGGTHCDTKETQQOJGKIJV
YGKIJVVCRG
生地巾：305cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成： 70% PES 30% LI
2'5.+

SPEED FR 3609
Sage, slate and steel
blue
– this season, three fabulous
new
hues スチールブルーの3つの色が新色と
enhance successful base fabric SPEED.
今回のコレクションの
「DRIFT
FR」
とコーディネーションできるよう、
セージ、
スレート、

7UDQVSDUHQWWLPHOHVVO\PRGHUQVRIWO\ĭRZLQJZDVKDEOHHDV\WRFOHDQDQGSHUPDQHQWO\ĭDPHUHWDUGDQWWKHVHDUH
the distinctive traits that yield such success. You’ll be awed by SPEED in the blink of an eye!

して加わりました。モダンで柔らかな手触り、
ウォッシャブル、お手入れのしやすさ、難燃性など、多くの機能を合わせ持っ
ています。

5JGGTHCDTKEUKPINGEQNQWT
上代：¥9,900m 3colors追加
ƃCOGTGVCTFCPVTQQOJGKIJV
YGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成：100% PES FR
2'5(4
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DRIFT FR 3610
/HW
'5,)7 FDUU\ \RX DZD\ RQ LWV PDJQLĬFHQW LQWHUPLWWHQWO\
ZRYHQ VWULSHV ZLWK WKUHHGLPHQVLRQDO
HıHFW \DUQ
ベースファブリックのSPEEDからインスピレーションを得た、
非常に柔らかい平織りのシアー生地です。
立体感のある糸で断続的に織
embedded in elaborate transparent sections. Inspired by our base fabric SPEED, an immensely soft batiste available
られた壮大なストライプは15色のカラーバリエーションがあり、
自由に組み合わせることができます。
in 15 perfectly coordinated colours that invites you to mix and match.

5JGGTHCDTKEUVTKRGU
上代：¥12,100m 15colors
ƃCOGTGVCTFCPVTQQOJGKIJV
YGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成： 100% PES FR
2'5(4

ODE FR RE 8000
2'(DSRHPRIFRORXUVDQGVKDSHVWKDWHODERUDWHO\RYHUODSDQGOHDYHURRPIRULQWHUSUHWDWLRQŝIURPĭRUDOWR
花や小石のようなモチーフが、
水彩タッチのグラデーションで描かれた心地よい色合いのシアー生地です。インテリアを優

pebble-shaped. Watercolour gradients and a pleasant variation of shades make ODE an ideal companion for
mixing and matching in any interior. Add-ons: ODE is sustainably made from 100 per cent recycled raw material
and is especially gorgeous as a complement to the coloured base fabric POEM.

しくやわらかな印象にしてくれます。100%リサイクルポリエステルを使用したサスティナブルな商品です。

5GOKVTCPURCTGPVHCDTKERTKPV
上代：¥17,300m 3colors
TGE[ENGFƃCOGTGVCTFCPV
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成：100 % PES FR ( 100 % recycled PES)
2'5(4 TGE[ENGF2'5 
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PIC FR 8012
Simple,
casual, trendy. PIC boasts graphics without rigour. Artful freehand lines
condense into a vivacious
ensemble.
手描き風のラフなフリーハンドのラインはグラフィカルで洗練された印象を与えます。
長年愛されてきた3105
LINTO（リント）
にプリ
,WVQDWXUDOORRNSULQWHGRQWKHORQJVWDQGLQJVXFFHVVIXO/,172IDEULFRıHUVXQOLPLWHGGHVLJQRSWLRQVDQGFDQEH
ントされた、
ナチュラルな動きのあるデザインは、
カジュアルやモダンなインテリアにもよく合うアイテムです。
superbly combined with base tones.

5JGGTHCDTKERTKPV
上代：¥15,700m 3colors
ITCRJKEFGUKIPƃCOGTGVCTFCPV
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
生地巾：300cm
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成： 100% PES FR
2'5(4

JOURNEY 9802
Jungle
JOURNEY. This cool burn out transports you into a world 上部に向けてゆっく
of huge, decorative
leaves and
white outlines that
オパール加工で表現された大きく装飾的な葉のモチーフのパネル柄です。
りと消えていく
グラデーショ
appear to secretly dissolve into nothing. The dramatic staging of colours on the base design leaves nothing to be
ンの柄も印象的です。ベースデザインに施されたカラーがよりドラマチックに演出します。厚手のベース生地「TRAVELLER」
desired. Its combination with the thick base fabric TRAVELLER extends a sense of calm.
にプリントすることで、柔らかな落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

5JGGTHCDTKEOCVEJKPIUKPING
上代：¥17,600m 3colors
EQNQWT64#8'..'4YKVJ
生地巾：300cm
YGKIJVVCRGDCUGFGUKIP
TQQOJGKIJVYGKIJVVCRG
組成：69% PES 24% LI 7% CV
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'5.+%8
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SLIT 9803
SLIT is it! Elegant, modern minimalism. This architecturally inspired
burn out is highly transparent
and displays a
構築的なストライプデザインがエレガントでモダン印象のシアー生地です。
オパールの技法を使っているので、
透け感の差がストライ

VXEWOH 6WULØ HıHFW LQ LWV WKLFNZRYHQ EDFNJURXQG7KLV ZHOFRPH DGGLWLRQ WR DQ\ OLYLQJ URRP LV DYDLODEOH LQ WKUHH
PDJQLĬFHQWFRORXUV

プ柄をさらに強調しています。
リビングのアクセントになるような3配色展開です。

5JGGTHCDTKEDWTPQWV
上代：¥17,600m 3colors
ITCRJKEFGUKIPTQQOJGKIJV
生地巾：300cm
YGKIJVVCRG
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
組成： 55% PES 45% CV
2'5%8
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HIGH-TECH FOR THE HIGH LIFE – our demand for HIGH quality, high performance, HIGH colour fastness and
HIGH colour selection has done more than just inspire four sensational upholstery fabrics; it has inspired the name
高品質、
高い染色堅牢度、
そして高い耐久性を持った椅子張地の
「HI」
シリーズは、
デザイン性の高い美しい配色の4
RI
WKHLU高性能、
VHULHV
Ł+,ł7KHVH IDEULFV
JXDUDQWHH D ZRQGHUIXO ORRN
DQG
IHHO IURP
WKH GHVLJQ WR WKH FRORXU VFKHPH
(DFKRQHRIWKHVHIDEULFVLVFKHPLFDOIUHHVXSHUHDV\WRFOHDQDQGPDLQWDLQVXVWDLQDEO\SURGXFHGVNLQIULHQGO\
アイテムのラインアップです。
これらのファブリックはいずれも化学物質を含まず、お手入れが簡単で、
アウトドアでも使用でき
and 100 per cent made in Germany.
るコレクションです。全てドイツで生産されています。

HI VELVET 1507
HI
VELVET. Hi colour explosion.
This cosy,
fully synthetic, single-colour
velour is available in colours
ranging from
この手触りの良いベルベッ
トの椅子張地は、
爽やかで発色の良い色合いから、
濃厚でエレガントな色合いまで、
40色の豊
fresh, brilliant ones through to intense, elegant tones that are sure to catch your eye. A further highlight: its modern,
富なカラーバリエーションが魅力です。吸湿性に優れたHITEX繊維は、肌触りがよく、優れた技術性能を誇ります。
また、化
PRLVWXUHZLFNLQJ+,7(;ĬEUHVWKDWDUHVRIWWRWKHWRXFKDQGERDVWVXSHUEWHFKQLFDOSHUIRUPDQFHZKHQLWFRPHVWR
学物質を含まないのでアレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。
cleaning
and maintenance. Chemical-free, skin-friendly and made in Germany – ideal for everyone, especially for
those with allergies!

7RJQNUVGT[HCDTKEUKPINGEQNQWT
上代：¥22,200m 40colors
XGNQWTUMKPHTKGPFN[UVCKPIWCTF
UWKVCDNGHQTQWVFQQTWUG
生地巾：140cm
OCFGKP)GTOCP[
組成：Ground 100 % PES, Pile100%PAN
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
Martindale：100,000
ITQWPF2'5RKNG2#0
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HI TEX 1508
起伏のあるリブの質感が特徴で、
ダークトーンのカラーは特に立体感を感じられます。23色のカラーバリエーションも魅力
+,7(;WKHWRSSHUIRUPHUĬUVWUDWHGHVLJQLQFUHGLEO\HDV\WRFOHDQDQGPDLQWDLQDQGKLJKO\VXLWDEOHIRUWKRVHZLWK
allergies.
With
its
slightly
undulating
rib texture, high three-dimensionality resulting from the dark tones in its base
のひとつです。お気に入りのソファで過ごすひとときにおすすめの商品です。
IDEULFDQGFRORXUVFKHPHVUDQJLQJIURPSURJUHVVLYHDQGHOHJDQWWRPLQLPDOLVWLF+,7(;LQYLWHV\RXWRDFDVXDO
get-together on your favourite sofa.

7RJQNUVGT[HCDTKEƃCVYQXGP
上代：¥20,400m 23colors
HCDTKEUMKPHTKGPFN[UVCKPIWCTF
生地巾：140cm
UWKVCDNGHQTQWVFQQTWUG
OCFGKP)GTOCP[
組成：62% PAN 38% PES
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
Martindale：25,000
2#02'5

HI FIVE 1509
AHIHI
FIVE for this
upholstery fabric: its multi-colour design
is compact
and modern and echoes 椅子張地
the rib-like texture
FIVEはコンパク
トでモダンなマルチカラーのデザインで、
インテリアや、
フローリングの色合いに調和します。
RIWKHVLQJOHFRORXU,WKDUPRQLVHVSHUIHFWO\ZLWKDODUJHVHOHFWLRQRIIDEULFFROOHFWLRQVFRORXUVDQGZRRGHQĭRRUV
としての強度に非常に優れており、
また化学物質を含んでいないので安心してご使用いただけます。
It is completely free of chemicals and boasts outstanding technical properties. Made in Germany according to
ADO’s usual high quality standards.

7RJQNUVGT[HCDTKEOWNVKEQNQWTGF
上代：¥20,400m 21colors
UMKPHTKGPFN[UVCKPIWCTF
UWKVCDNGHQTQWVFQQTWUG
生地巾：140cm
OCFGKP)GTOCP[
組成：65% PAN 35% PES
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
Martindale：30,000
2#02'5
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HI STRIPE 1510
ダイナミックな色彩のストライプ柄が特徴のHI STRIPEは、他のアイテム（HI VELVET、HI TEX、HI FIVE）
との相性も抜群です。
'\QDPLFVWULSHVWKDWĬW\RXUPRRG+,675,3(LVDQLPSUHVVLYHVRORDUWLVWEXWDOVRDVW\OLVKWHDPSOD\HUWKDWPL[HV
well
with
HI
VELVET,
HI
TEX
or
HI
FIVE.
Natural,
high-tech
quality
–
sustainable,
highly
resistant お手入れ
and easy to clean.
4色の鮮やかな配色で展開されるデザインは、一年を通していつでも楽しむことができます。高い耐久性を持ち、
Its decorative design, available in four lively colour schemes, is a pleasure at any time of the year and brings life to
も簡単です。
クッションなどのアクセントとしてもおすすめです。
your
pillows,
sofas and the rest of your home.

7RJQNUVGT[HCDTKEUVTKRGU
UMKPHTKGPFN[UVCKPIWCTF
上代：¥22,200m 4colors
UWKVCDNGHQTQWVFQQTWUG
生地巾：140cm
OCFGKP)GTOCP[
組成：87% PES 13% PAN
HCDTKEYKFVJEOEQNQWTU
2'52#0
Martindale：100,000
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TEXTS AND IMAGES
CAN BE DOWNLOADED AT

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

Keep up to date

The company
,Q$'2ZKLFKLVQDPHGDIWHULWVORFDWLRQLQ$VFKHQ'2UI*HUPDQ\ZDVIRXQGHGE\+XEHUWDQG
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
7HO  
)D[  
presse@ado-goldkante.de
www.ado-goldkante.de
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