
GrisNoir

Réda Amalouの芸術作品は、彼のクリエイティブなプロセスにおい
て様々な角度から実験し、探究することを重要視しています。ウォー
ルアートから生まれたこのデザインは、黒いベースの上にデザイナー
の自由なラインが表現されています。

AMALGAME

ナチュラルでラフなATLASは、手紡ぎのウールを手織りして作られ
ています。シンプルな構成の幾何学模様で、凸凹としたレリーフと
グレーやナチュラルな色調により、リラックスした雰囲気を醸し出
します。ホームユースに適したこのラグは、ボヘミアンシックなイ
ンテリアにぴったりです。

ATLAS

株式会社チェルシーインターナショナル

■ Color
Noir
■ Quality
Hand tufted wool and Viscose
■ Size&Price
200 × 300  ¥354,000
　　　          (税込 ¥389,400)
250 × 350  ¥518,000
　　 　         (税込 ¥569,800)

■ Color
Ecru・Gris
■ Quality
Hand woven 100% natural wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥233,000
　　　          (税込 ¥256,300)
200 × 300  ¥341,000
　　 　         (税込 ¥375,100)
250 × 350  ¥499,000
　 　　         (税込 ¥548,900)

CROCOは動物の皮膚のようなデザイン。シックな色合いのコンテ
ンポラリーなラグです。光沢のある繊維はEcoseと呼ばれる新世代
のポリエステルファイバーで、上品な光沢感と耐久性があります。
お手入れが簡単で耐久性に優れている商品です。

CROCO

彫刻や陶芸の作品を製作するPascale Risbourgらしい、深い黒色の
レリーフを活かしたマットと光沢の差による美しいラグです。ミニ
マリズムの世界にも、装飾的なインテリアにもマッチします。

DEEP

■ Color
Encre・Platine
■ Quality
Hand tufted 75% Ecose
(polyester) and 25% wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥256,000
　　　          (税込 ¥281,600)
200 × 300  ¥374,000
　　 　         (税込 ¥411,400)

■ Color
Noir
■ Quality
Hand tufted wool and Viscose
■ Size&Price
170 × 240  ¥264,000
　　　          (税込 ¥290,400)
200 × 300  ¥386,000
　　　          (税込 ¥424,600)
250 × 350  ¥566,000
　　 　         (税込 ¥622,600)

Noir

FEZは、伝統的なペルシャノットの技法が用いられています。この
技法はウールの結び目が非常に丈夫なため、ラグを傷めることなく、
しっかりと洗うことができます。3回に分けて洗いをかけることに
より、ウールが驚くほど柔らかく、少しカールした表情になります。
化学薬品を一切使用しないため、環境にも配慮した製法です。

FEZ

FOSSILESは、化石化したサンゴのレースからインスピレーションを
得て、光沢のあるビスコース繊維でパターンを表現しました。
Emmanuel Gallinaにとって、自然が尽きることのないインスピレー
ションの源であることを感じさせるデザインです。

FOSSILES
■ Color
Blanc・Noir
■ Quality
Hand knotted 
100% washed wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥372,000
　　　          (税込 ¥409,200)
200 × 300  ¥545,000
　　 　         (税込 ¥599,500)
250 × 350  ¥798,000
　　 　         (税込 ¥877,800)

■ Color
Cuivre・Olive
■ Quality
Hand tufted wool and viscose
■ Size&Price
170 × 240  ¥251,000
　　　          (税込 ¥276,100)
200 × 300  ¥366,000
　　　          (税込 ¥402,600)
250 × 350  ¥537,000
　　 　         (税込 ¥590,700)

Blanc Olive

Encre
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CharbonNaturel

日本の禅の庭を連想させるような小石を散りばめたデザインです。
ラフに配置された小石のモチーフが自然のバランスを感じさせます。
フェルトウールを使用し、カットとループを織り交ぜることで、さ
まざまな表情が混ざり合い、このラグを特別なものに仕上げていま
す。

GALETS

バナナ繊維で作られた手織りのこのラグは、その豪華さと美しいカ
ラーのバリエーションで人々を魅了します。ニュートラルな色調は、
洗練されたインテリアに光沢感と素材感をもたらします。非常に大
きなサイズまで展開されているので、広いリビングルームにもおす
すめです。

GLAM

株式会社チェルシーインターナショナル

■ Color
Naturel
■ Quality
Hand tufted 100% felted wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥230,000 (税込 ¥253,000)

200 × 300  ¥336,000  (税込 ¥369,600)

250 × 350  ¥492,000 (税込 ¥541,200)

230φ          ¥292,000 (税込 ¥321,200)

250φ　      ¥316,000 (税込 ¥347,600)

■ Color
Charbon・Perle・Taupe
■ Quality
Hand woven double knot
banana tree fiber
■ Size&Price
170 × 240  ¥283,000 (税込 ¥311,300)

200 × 300  ¥413,000  (税込 ¥454,300)

250 × 350  ¥606,000 (税込 ¥666,600)

300 × 400   ¥826,000 (税込 ¥908,600)

Éric GizardがデザインしたGLASSは、ガラス職人が色ガラスのサン
プルを撮影した写真からインスピレーションを得ています。インド、
バラナシの工房でハンドノットにより製作されたこのラグは、まる
でニコラ・ド・スタールの絵画のように非常にグラフィカルで、緑
豊かな風景を連想させます。

GLASS

KANDAHARは自然素材を活かして開発されたラグで、伝統的な手
織り技法の一つ、「スマック織」によってつくられています。未染
色のウールは、ナチュラルで洗練された素材感があり、心地よさを
もたらします。寝室やリビングのカーペットにぴったりです。

KANDAHAR

■ Color
Vert
■ Quality
Hand knotted 100% wool
■ Size&Price
200 × 300  ¥472,000
　　　          (税込 ¥519,200)
250 × 350  ¥692,000
　　 　         (税込 ¥761,200)

■ Color
Ecru・Naturel
■ Quality
Hand knotted
100% natural wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥270,000
　　　          (税込 ¥297,000)
200 × 300  ¥395,000
　　　          (税込 ¥434,500)
250 × 350  ¥578,000
　　 　         (税込 ¥635,800) Naturel

バヤデール織（横段柄の平織り）で作られたこのラグは、幾何学的
な色と形でリズミカルなデザインになっています。ウールの手織り
ラグは、温かみがあり、北欧調のインテリアや民族調の世界観にと
てもよくマッチします。

KEYBOARD

LIANESのデザインは、木々、枝、青々とした熱帯植物が絡み合い、
親密な宇宙のダンスをしているようです。天然のウールの色を活か
したナチュラルな色合いと、異なる番手を使用して作り出された
ウールのテクスチャーは、洗練された上質感を感じさせます。

LIANES
■ Color
Automne
■ Quality
Hand woven 100% wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥230,000
　　　          (税込 ¥253,000)
200 × 300  ¥336,000
　　　          (税込 ¥369,600)
250 × 350  ¥492,000
　　 　         (税込 ¥541,200)

■ Color
Naturel
■ Quality
Hand tufted 100% wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥270,000
　　　          (税込 ¥297,000)
200 × 300  ¥395,000
　　　          (税込 ¥434,500)
250 × 350  ¥578,000
　　 　         (税込 ¥635,800)

Automne Naturel

Vert
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Naturel
Blanc

ウールの質感を存分に感じるこのラグは、都会的なインテリアに最
適です。ナチュラル色のベースに白いウールで地厚に描かれた模様
は、まるでギリシャ神話の「ミノタウロスの迷宮」を思わせ、ゆっ
たりと遥か遠くに気持ちを馳させます。リビングルームやベッドルー
ムのカーペットとして、その柔らかさは人々を魅了します。

MINOTAURE

70年代の雰囲気を感じる、シンプルな曲線とモノクロームな色合い
のOMEGAは、ループとカットで作られた非常にニュートラルでタ
イムレスなデザインです。Ecoseという光沢のある新世代のポリエ
ステル繊維で織られており、摩耗や汚れに強く、高い耐久性があり
ます。

OMEGA

株式会社チェルシーインターナショナル

■ Color
Blanc
■ Quality
Hand knotted 
100% washed wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥372,000
　　　          (税込 ¥409,200)
200 × 300  ¥545,000
　　　          (税込 ¥599,500)
250 × 350  ¥798,000
　　 　         (税込 ¥877,800)

■ Color
Naturel・Silver
■ Quality
Hand tufted
100% Ecose (polyester)
■ Size&Price
170 × 240  ¥267,000
　　　          (税込 ¥293,700)
200 × 300  ¥390,000
　　　          (税込 ¥429,000)
250 × 350  ¥571,000
　　 　         (税込 ¥628,100)

リズミカルなKEYBOARDと同様に、PANELはシンプルさを追求し、
より空間にレイアウトしやすいデザインになっており、ソファやアー
ムチェア、コーヒーテーブルとよく調和します。合わせやすいソフ
トな色合いのストライプを基調としたパターンが特徴です。

PANEL

ランダムなラインのデザインが装飾的なPETRAは、居心地の良い
インテリアを作り出します。リビングのラグとして、また寝室のラ
グとしても、美しい色合いと穏やかな起伏が空間に彩りを与えます。

PETRA

■ Color
Ocre
■ Quality
Hand woven 100% wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥219,000
　　　          (税込 ¥240,900)
200 × 300  ¥320,000
　　　          (税込 ¥352,000)

■ Color
Beige・Nuit
■ Quality
Hand tufted 100% polyester
■ Size&Price
170 × 240  ¥205,000
　　　          (税込 ¥225,500)
200 × 300  ¥299,000
　　　          (税込 ¥328,900)

Nuit

Dorothée DelayeがデザインしたPYGMÉEは、トレンドのグリーン
が貴重となっており、ウッド調の家具やテキスタイルの温もりが感
じられるインテリアに最適です。ニュージーランド産ウールをハン
ドタフトで仕上げており、パイルの心地良さが魅力です。

PYGMÉE

TBチームに新しく加わったDorothée Delayeは、才能とインスピ
レーションにあふれたインテリアデザイナーです。最近ではパリの
オテル・ドゥ・ラ・マリーンのレストランの内装を手がけました。
SIROCCO、地中海の曲線と色彩をイメージしてデザインされました。

SIROCCO
■ Color
Glacier
■ Quality
Hand tufted 100% wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥230,000
　　　          (税込 ¥253,000)
200 × 300  ¥336,000
　　　          (税込 ¥369,600)
250 × 350  ¥492,000
　　 　         (税込 ¥541,200)

■ Color
Ocres
■ Quality
Hand tufted 100% wool
■ Size&Price
170 × 240  ¥230,000
　　　          (税込 ¥253,000)
200 × 300  ¥336,000
　　　          (税込 ¥369,600)
250 × 350  ¥492,000
　　 　         (税込 ¥541,200)

Glacier
Ocres

 Ocre

Design by DOROTHÉE DELAYE Design by DOROTHÉE DELAYE



MARY QUANT に敬意を表してつくられたツイッギーを彷彿とさせる
このハイパイルラグは、シルクのようなポリエステル繊維を手織り
して作られています。ニュートラルな色調のカラーバリエーション
で、暖かみのあるベージュから濃いグレーまで、どんな雰囲気にも
フィットします。

Gris

TWIGGY

■ Color
Beige・Charbon・Gris
■ Quality
Hand woven 100% polyester
■ Size&Price
170 × 240  ¥203,000 (税込 ¥223,300)

200 × 300  ¥296,000 (税込 ¥325,600)

250 × 350  ¥435,000 (税込 ¥478,500)

300 × 400   ¥592,000 (税込 ¥651,200)

株式会社チェルシーインターナショナル


