
CURTAIN RAIL   /  ROMAN SHADE

NEW PRODUCTS

2 0 21. 0 7
新製品のご案内



カーテンレール 2021年7月12日発売

モノ16　ダークグレー　A キャップ

スッキリとシンプルなパーツのデザイン。
カラーラインナップは3色のモノトーンカラーで
空間をすっきりとまとめます。

キャップデザイン

A キャップ

B キャップ

C キャップ

カラーラインナップ

ブラック

ラテホワイト

ダークグレー

ダークグレーブラック ラテホワイト

ふさかけ　ヴィンクス（900円／個）

グレイスブライト 16　ゴールド　A キャップ

華やかに輝くゴールド、シルバーのレールが存在
感を放ち、部屋の印象をぐっと引き立てます。

美しく輝く華やかなアクセント

カラーラインナップ

ゴールド シルバー

キャップデザイン

A キャップ

B キャップ

C キャップ

参考見積例　2.10ｍ基準 単 位：円（ 税 別 ）

キャップ カラー シングル正面付 ポールダブル正面付
A

B

ゴールド
シルバー 16,600 29,300

C
ゴールド
シルバー 15,600 28,300

グレイスブライト16

モノ16

参考見積例　2.10ｍ基準 単位：円（税別）

キャップ カラー シングル正面付 ネクスティダブル正面付 ポールダブル正面付

A

B

ブラック
ダークグレー
ラテホワイト

16,600 21,300 29,300

C
ブラック
ダークグレー
ラテホワイト

15,600 20,300 28,300

無駄を削ぎ落としたシンプルデザイン

NEW
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NEW2021年7月12日発売ハンギングバー

空間を有効活用するハンギングバーの３つの使い方

ブラック 天井付 C タイプ　W1500mm × H450mmカラーラインナップ

ブラック ホワイト

収納ハンギング
玄関や部屋のオープンスペースを、見せる収納
スペースとして活用できます。

CASE 2

ブラック　正面付 C タイプ W900mm × D250mm

ディスプレイハンギング
プランターやモビールなどを吊るして、彩りあ
る空間を楽しむことができます。

CASE 3

ブラック　天井付 C タイプ  W1400mm × H150mm

ランドリーハンギング
天候や時間帯などを気にせずに洗濯物を干す
ことができます。

CASE 1

ホワイト　天井付 C タイプ  W1400mm × H450mm

カラー 製品高さ
製品幅 1,400

価格 製品重量

ホワイト
ブラック

天井付 C タイプ

150 22,200 1.5kg

250 23,000 1.6kg

450 24,600 1.8kg

天井付 L タイプ

150 17,800 1.3kg

250 18,200 1.3kg

450 19,000 1.4kg

参考見積例 単位：円（税別）

ラインナップ

スマートなデザインで、実用性もありながら、
すっきりとしたインテリアを実現するハンギングバー。
洗濯物を掛けたり、グリーンを飾ったりと、
床に物を置かない暮らしを始めてみませんか？

ハンギングバー  H-1

天井付 C タイプ

壁面付 I タイプ正面付 C タイプ

天井付 L タイプ

ハンギングバーで床に物を置かない暮らし

製品使用イメージを
動画でご紹介しています。

〉〉
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カーテンレール 2021年7月12日発売

セット名 カラー 正面付 製品重量

ウインドウシェルフ

オーク&ブラック

24,600 2.9kg

チェリー&ブラック

ウォールナット&ブラック

ホワイトグレイン&ブラック

オーク&ラテホワイト

チェリー&ラテホワイト

ウォールナット&ラテホワイト

ホワイトグレイン&ラテホワイト

参考見積例　2.00ｍ基準（受注生産品） 単位：円（税別）

特長
デッドスペースであるウインドウトリートメントの上をインテリアスペースとして活用す
ることができます。棚板の上にはブラケットピッチ間で5kgまでのものを載せること
が可能です。（5kgの例：文庫本30冊程度）

アタリ アタリアタリ

ロールスクリーン
（マイテックループ）

プリーツスクリーン
（しおりコードシングル）

ウッドブラインド
（ベネウッド50）

ウインドウシェルフ　オーク& ラテホワイト

レールカラーに合わせ、ホ
ワイトとブラックのジョイン
トを追加し、シエロミニにも
ジョイントを追加しました。
またシエロミニでカーブ加
工（120mmR、180mmR）
が対応可能になりました。

NEW ITEMシーリングレール シエロシリーズ
ジョイントリニューアル、シエロミニカーブ対応

木目ホワイト

木目ブラウン

木目ライト

アルミシルバー

プレーンホワイト
つっぱりポール強め

つっぱりポール・つっぱりポール強め
カラー・機能共に充実のニュースタンダード

ウインドウシェルフ
ウインドウトリートメントと組み合わせて、窓の上を自由にディスプレイ

カラーラインナップ

オーク&ブラック オーク&ラテホワイト

ウォールナット&ブラック ウォールナット&ラテホワイト

ホワイトグレイン&ラテホワイト

チェリー&ラテホワイトチェリー&ブラック

ホワイトグレイン&ブラック
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NEW NEW COLOR

ふさかけ
フォレスタA 

ふさかけ
パルト

ふさかけ
コンフィ

ネクスティ

エリート

レガートスクエア 

レガートプリモ

レガート

ブラック

NEW COLORピクチャーレール Tシリーズ
T-1ブラック追加

NEW COLORノイボックス
新色4色追加

TM-2001　ピュアホワイト

TM-2004　グレイッシュナチュラル

TM-2005　コルクベージュ

TM-2006　マットグレー

オーク色追加 NEW COLOR

ホワイトグレイン オーク

チェリー ウォールナット

NEW COLORグラビエンス
全4色カラーリニューアル

NEW COLORルブラン22
全4色カラーリニューアル

チェリー & ラテホワイト ウォールナット & ブラック

ホワイトグレイン & ラテホワイト オーク& ブラック

建材カラーにあわせ、各製品にオーク色を追加。
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ローマンシェード 2021年7月12日発売

対応スタイル
ツイン シングル

プレーン 
+ プレーン

シャープ 
+ シャープ

シャープ
 + プレーン プレーン シャープ フォールド バルーン 出窓

バルーン
サイド

バルーン ルース ピーコック ムース オーストリアン 出窓
オーストリアン

● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● - -

ループ状の操作チェーンやコードがないので、小さなお子さまのいるご家庭でも安
心安全。上下に開閉するので、ペットのいたずら対策にも有効です。

操作方法を
動画でご紹介しています。

〉〉 

操作グリップを下に引くと引いた分だけ幕体が上がり
ます。下げる時は、軽く引くと自動降下します。

→→
→→

→→→→
→→

→→
→→

グリップを引いた分だけ幕体があがる、
誰にでもわかりやすい簡単操作。
操作部分がループレスでコンパクト、
シンプルですっきりとしたデザインです。

P O I N T. 1  

P O I N T. 2  

チャイルド
セーフティー

メカ／クリエティ ループレス ツイン
スタイル／プレーン+プレーン

メカ／クリエティ ループレス ツイン
スタイル／プレーン+プレーン

P O I N T. 3  

ループレスタイプなら、洗濯かごを持ったままでも、
片手でスムースに操作できます。

前幕、後幕を同時に上げることも
可能です。

ループ状の操作コードが
ないので安心

クリエティ ループレス／ループレスツイン
片手で簡単スムーズな操作性。クリエティに「ループレス」メカが新登場！
お子様の安全にも配慮された設計です。

メカ／クリエティ　ループレス  ツイン　　スタイル／プレーン + プレーン
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NEW RENEWAL

→→
→→

→→

【ロングブラケットの場合】
窓枠にかからず、スムースに降下します。
※通常ブラケットより12mm製品が前にでます。

サイドボーダー
幕体の両サイドに別生地でボーダーを入れるスタイル。
組み合わせ次第で、さまざまなデザインが楽しめます。

有料OPTION

対応スタイル
ツイン シングル

プレーン 
+ プレーン プレーン

● ●

メカ／クリエティ コード ツイン
スタイル／プレーン+プレーン

【通常のブラケットの場合】
窓枠に干渉してしまう場合
があります。

→→→→58

44

25

29

46

70

単位：mm

価格
￥500/個（税別）

（マイメード、キットご注文時）
※ブラケットのみご注文の
場合は、800円／個（税別）
になります。

コードアジャスタNSを分離します。下部の白い
部品は、幕体に付けたまま洗濯できます。

→→

→→ 付けたまま洗濯

テープリングS
付けたまま洗濯

素材が強化されて、お洗濯時
の煩わしさを解決します。
コードアジャスタNSが分離して、
コードを巻きつけたまま幕体を取
り外せます。部品下部の素材変更
により、部品を外さずそのまま幕体
を洗濯できるようになりました。

無料標準装備

コードアジャスタNS
（セーフティータイプ）

RENEWAL

レース側の幕体が、窓枠に掛からず、スムースに降下します。
ロングブラケット

NEW ITEM

※ピーコック、オーストリアン、出窓オーストリアン、両面（オプション）には対応しておりません。
※クリエティ コード ツインの場合、後幕は昇降コードをほどいて抜く必要があります。

プレーンスタイル　縫製オプション
プレーンスタイルに新しく４つの縫製オプションを追加。

オプション部品
便利な部品追加で楽々メンテナンス＆快適操作を実現しました。

ボトムボーダー
幕体の下部にボーダーを入れるスタイル。単調になりがちな
プレーンスタイルのアクセントとして、窓辺を引き立てます。

対応スタイル
ツイン シングル

プレーン 
+ プレーン プレーン

● ●

メカ／クリエティ コード
スタイル／プレーン

有料OPTION

対応スタイル
ツイン シングル

プレーン 
+ プレーン プレーン

● ●

スカラップ状のレース生地を活かして、ローマンシェードに仕上げるスタイル。
エレガントな印象の窓辺を演出できます。幕体を上げると下部の美しさがより
一層引き立ちます。

スカラップ

メカ／クリエティ ドラム
スタイル／プレーン

有料OPTION

有料OPTION

通常縫製　
たたみ上げがふくらみます。

ワンステッチ縫製　
たたみ上げがすっきりとします。

プレーンスタイルの前幕を通常よりミシン目を少なく仕上げるオプションです。
端部を熱加工しているのでたたみ上げた時の納まりもすっきりとしてきれいです。
より美しい仕上がりを目指す方におすすめです。

ワンステッチ

対応スタイル
ツイン シングル

プレーン 
+ プレーン プレーン

● ●

有料OPTION

通常縫製　ステッチが 2本

ステッチ
▼

ステッチ
▼

ワンステッチ縫製　ステッチが 1本

ステッチ
▼

→→
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（2021年7月現在）（2021年7月現在）

アコーデオンドア 新レザー シックII
TD-6009〜TD-6012

ニューエスポワールII
TD-6033〜TD-6035

フリージェII
TD-6045

電動ロールスクリーン
マイテックAT

対応スクリーン追加   ルノプレーンBC、コンプレ10、05、01
製作可能寸法拡大    W500〜2500mm/H500〜4500mm（※生地により異なります。）
オプション部品追加

※ 詳しくはカタログをご覧ください。

アコーデオンドア・マイテックAT

2021年度廃止品のご案内 ※2021年7月9日廃止

カーテンレール

カーテンアクセサリー
ふさかけ

ピクチャーレール
インテリアレール J-1 全種

テンションポール

・Eテンション 全種　・Eテンション強め 全種

・ニューテンションポール   
  全種

・テンションポール スリム
  全種

・リングランナーS
  全種

・クリップランナー
  リング式、フック式A
  ゴールド

カーテン用品
・ギャザーフック
  NN-20

・セーフティー
  ふさかけA（店頭用）  
  ホワイト、ダーク

・オリビア
  工事用・店頭用  
  シルバー
  ブロンズ

・セレスタ S/M
  シルバー
  ゴールド

・コンフィ
  ライトオーク
  ミディアムウッド
  ミディアムグレイン

・ワンビスA
  ミディアムウッド
  ミディアムグレイン

・ディンプル
  シルバー

ウィンドウジュエリー

・SWTE、SWTT、SWTF、SWTL  
  全種

・フォレスタA
  ライトオーク
  ミディアムウッド
  ミディアムグレイン

・クラシコ
  アンティーク   
  ブロンズ

・SWHA
  シルバー
・SWHB
  ゴールド

・着脱テープ ・ギャザーテープ
  DWI-75

・コード
  アジャスタ S※

廃止部材 ・ボールチェーン

クリア
ホワイト

クリア
ベージュ

クリア
ブラウン

・シングルプーリーN
  ホワイト（右・左）、ブラウン（右・左）
・ドラムツインプーリー
  ホワイト（右・左）、ブラウン（右・左）
・縫製部品セット
  2スワッグ用、4スワッグ用、6スワッグ用
・縫製部品セット S
  6スワッグ用

・ニューローレット25
  全種

・グレイス16
  全種
  ※スイングブラケット含む

・ルミエラ20
  全種

・ルブラン22※1 ポール
  エルムホワイト、エルムライト  
  エルムダーク

・エレガント20
  Bキャップ／ゴールドサテン

・エリート
  ミディアムウッド全種
  ミディアムグレイン全種

・レガート
  壁面キャップ
  コーナーキャップ
  3.00mジョイント仕様　全色
・レガートスクエア
  3.00mジョイント仕様　全色
・レガートプリモ
  3.00mジョイント仕様　全色

・シエロライン
  3.00mジョイント仕様※2

・シエロクラウド
  3.00mジョイント仕様※2

・シエロミニ
  レール3.00m・セット3.00m※3  

・ニューデラック
  ランナーアンバー  全種
・グラビエンス※1 
  GBホワイト、GBナチュラル
  GBミディアム、GBダーク

・中型  ハンガーランナー
・大型  ハンガーランナー

・ネクスティ
  ミディアムウッド全種
  ミディアムグレイン全種

・クラシコ28
  全種

※1　2021年7月12日（月）より、新カラーにリニューアルします。　
※2　2021年7月12日（月）より、ジョイントの仕様を新仕様にリニューアルします。
※3　2021年7月12日（月）より、ジョイント仕様にリニューアルします。

※2021年7月12日（月）より、コード
アジャスタ NSにリニューアルします。

カーテンモーター・電動製品
・パワフル＋CM2000 ・パワフル＋ニューデラック     ・パワフル＋中型アーチ 

・バルト
  ミディアムウッド
  ミディアムグレイン

ローマンシェード

廃止オプション ・着脱テープ
   全機種

・ウィンドウチャーム
  全機種

・バランス
  全機種

・マルチバランス
  全機種

・クリエティ
  ドラム ツイン

廃止機種


