
品番
品名

サイズ
素材
JAN

参考売価
原産国 日本製 日本製 日本製 日本製

品番
品名

サイズ
素材
JAN

参考売価
原産国 日本製 日本製 日本製 日本製

小窓：ボイル・リーフ 小窓：ボイル・リーフ

4966017-145126 4966017-145133 4966017-145140
¥1,400 ¥1,700 ¥2,000 ¥2,300

ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100%

4966017-145119

綿・ポリエステル

2020年　間仕切り・小窓・商品台帳

小
さ
い
窓
用
カ
ー

テ
ン

14-511 14-512 14-513 14-514
小窓：ボイル・リーフ 小窓：ボイル・リーフ

4966017-145164 4966017-145171 4966017-145188

小窓：オパール・ネムス
幅70　ｘ　丈60ｃｍ 幅70　ｘ　丈９０ｃｍ 幅70　ｘ　丈120ｃｍ 幅70　ｘ　丈150ｃｍ

小
さ
い
窓
用
カ
ー

テ
ン

14-515 14-516 14-517 14-518

ギャザーで幅はフリー。
共生地のタッセルがついていま

す。

幅70　ｘ　丈60ｃｍ 幅70　ｘ　丈９０ｃｍ 幅70　ｘ　丈120ｃｍ 幅70　ｘ　丈150ｃｍ

¥1,400 ¥1,700 ¥2,000 ¥2,300
4966017-145157

小窓：オパール・ネムス 小窓：オパール・ネムス 小窓：オパール・ネムス

綿・ポリエステル 綿・ポリエステル 綿・ポリエステル

間仕切り台帳2020-06.xlsx



2020年　間仕切り・小窓・商品台帳

品番 14-000 14-001 14-002 14-003
品名 タペ　ウエストウッドBE250 タペ　ウエストウッドGY250 タペ　グリーンアベニューGR250 タペ　オーシャンGY250
ｻｲｽﾞ 幅90　ｘ　丈250ｃｍ 幅90　ｘ　丈250ｃｍ 幅90　ｘ　丈250ｃｍ 幅90　ｘ　丈250ｃｍ
素材 ポリエステル１００％ ポリエステル１００％ ポリエステル１００％ ポリエステル１００％
JAN 4966017-140008 4966017-140015 4966017-140022 4966017-140039

参考上代 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000
原産国 中国製 中国製 中国製 中国製

品番
品名

サイズ 幅110　x　丈180cm 幅110　x　丈180cm 幅110　x　丈180cm 幅110　x　丈180cm 幅110　x　丈180cm
素材 ポリ５０％綿３５％ﾚｰﾖﾝ15％ ポリ５０％綿３５％ﾚｰﾖﾝ15％ ポリ５０％綿３５％ﾚｰﾖﾝ15％ ポリ５０％綿３５％ﾚｰﾖﾝ15％ ポリ５０％綿３５％ﾚｰﾖﾝ15％

JAN
参考売価

備考 大きなサイズの間仕切 大きなサイズの間仕切 大きなサイズの間仕切 大きなサイズの間仕切 大きなサイズの間仕切
原産国 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

¥1,500 ¥1,500

モンステラ

広い幅でギャザーをとってご利
用ください。

しっかりとした生地を使っていま
す。

取り付けは、ポールを使ったり
カーテンレールを使うことも可能
です。裏にカーテンテープ付い

ています。

真ん中を割らずにご使用くださ
い。

のれん

14-501 14-502 14-503 14-504 14-505

4966017-145010 4966017-145027 4966017-145034 4966017-145041 4966017-145058
¥1,500 ¥1,500 ¥1,500

Cat Dog ブルックリン グリーンフラワー

間仕切り台帳2020-06.xlsx



2020年　間仕切り・小窓・商品台帳

品名 タぺ　アーバン　ＩＶ タぺ　アーバン　ＢＲ タぺ　アーバン　ＢＫ タぺ　ローズ　ＩＶ タぺ　ローズ　ＢＲ
№・ｻｲｽﾞ 　14-302 　幅95ｘ丈176ｃｍ 　14-303 　幅95ｘ丈176ｃｍ　 　14-304 　幅95ｘ丈176ｃｍ 　14-312 　幅95ｘ丈176ｃｍ 　14-313 　幅95ｘ丈176ｃｍ

素材 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００%
JAN 　4966017-143023 　4966017-143030 　4966017-143047　 　4966017-143122 　4966017-143139

参考上代 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000 
№・ｻｲｽﾞ 　14-306 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-307 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-308 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-316 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-317 　幅95ｘ丈198ｃｍ

JAN 　4966017-143061 　4966017-143078 　4966017-143085 　4966017-143160 　4966017-143177
参考上代 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500

原産国 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

品名 タペ　モンステラ　ＩＶ タペ　モンステラ　ＢＲ タぺ　ドット WH タぺ　ドット BR
№・ｻｲｽﾞ 　14-322 　幅95ｘ丈176ｃｍ 　14-323 　幅95ｘ丈176ｃｍ 　14-332 　幅95ｘ丈176ｃｍ 　14-333 　幅95ｘ丈176ｃｍ

素材 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００%
JAN 　4966017-143221 　4966017-143238 　4966017-143320 　4966017-143337

参考上代 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
№・ｻｲｽﾞ 　14-326 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-327 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-336 　幅95ｘ丈198ｃｍ 　14-337 　幅95ｘ丈198ｃｍ

JAN 　4966017-143269 　4966017-143276 　4966017-143368 　4966017-143375
参考上代 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500

原産国 日本製 日本製 日本製 日本製

タペ　間仕切り

タペ　間仕切り

タペ　間仕切り　２4０㎝丈

間仕切り台帳2020-06.xlsx



2020年　間仕切り・小窓・商品台帳

品番 16-624 　16-564 　16-565
品名
ｻｲｽﾞ 幅145　ｘ　丈175cm   幅135　ｘ　丈180ｃｍ 　幅135　ｘ　丈180ｃｍ
素材 ポリエステル100％ 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００%
JAN 4966017-166244   4966017-165643 　4966017-165650

参考上代 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000
原産国 中国製 日本製 日本製
備考

品番 16-567 16-566 16-605 16-606 　16-607 16-608
品名 間仕切りNTリーフBE 間仕切りNTリーフBE 間仕切りNTリーフGR 間仕切りNTリーフGR 間仕切りカチヨン・リーフGR
ｻｲｽﾞ  幅100　ｘ　丈185ｃｍ  幅100　ｘ　丈250ｃｍ  幅100　ｘ　丈185ｃｍ  幅100　ｘ　丈250ｃｍ 　幅105　ｘ　丈250ｃｍ  幅105　ｘ　丈250ｃｍ
素材 ポリエステル１００％ ポリエステル１００％ ポリエステル１００％ ポリエステル１００％ 　ポリエステル１００% ポリエステル１００％
JAN 4966017-165674 4966017-165667 4966017-166053 4966017-166060 　4966017-166077 4966017-166084

参考上代 ¥2,000 ¥3,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000
原産国 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製
備考 幅調整、丈調整が出来、のれんとしても、間仕切りとしてもご使用いただけます。

ハトメプレーン　ＩＶ

アコーディオン・間仕切りカーテン

　ＡＤ　カチオンアーバン　

防虫機能付、アコーディオン間仕切り

　ＡＤ　チェッカー　ＢＲ　　ＡＤ　チェッカー　ＩＶ　

間仕切り台帳2020-06.xlsx



2020年　間仕切り・小窓・商品台帳

品番 　16-609 　16-610 16-615 16-618 16-619
品名 間仕切りカチヨン・リーフGR 　majica 無地窓ＢＲ　 　majica 無地ライン　
ｻｲｽﾞ 　幅100　ｘ　丈250ｃｍ 　幅100　ｘ　丈250ｃｍ  幅105　ｘ　丈180ｃｍ 　幅70〜90㎝　ｘ　丈200㎝ 　幅70〜90㎝　ｘ　丈200㎝
素材 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００% ポリエステル１００％ 　ポリエステル１００% 　ポリエステル１００%
JAN 　4966017-166091 　4966017-166107 4966017-166152 　4966017-166114 　4966017-166121

参考上代 ¥3,000 ¥3,000 ¥2,000 ¥3,600 ¥3,600
原産国 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製
備考 空気の流れを抑えて冷暖房効率ＵＰ！

品番 16-612
品名 　majica 無地窓IV　
ｻｲｽﾞ 　幅70〜90㎝　ｘ　丈200㎝
素材 　ポリエステル１００%
JAN 　4966017-166114

参考上代 ¥3,600
原産国 日本製
備考

　AD フローレ　ＲＥ　　ＡＤ　マーブルＰＵ　

間仕切り台帳2020-06.xlsx



2020年　間仕切り・小窓・商品台帳

品番 14-004 14-005 14-006 14-007 14-008 14-009
品名 ﾓﾝｽﾃﾗGN APｱｲﾘｽIV APｱｲﾘｽBR APﾊｰﾌﾞGN ｸｰﾙGN APﾅﾅGN
サイズ 幅140x丈178cm 幅140x丈178cm 幅140x丈178cm 幅140x丈178cm 幅140x丈178cm 幅140x丈178cm
素材 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ50％/ﾚｰﾖﾝ30％/綿20％ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%
JAN 4966017-140046 4966017-140053 4966017-140060 4966017-140077 4966017-140084 4966017-140091
売価 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

附属：ﾌｯｸ、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ各9個。 附属：ﾌｯｸ、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ各9個。 附属：ﾌｯｸ、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ各9個。 附属：ﾌｯｸ、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ各9個。 形状記憶、ﾚｰｽ生地、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ 形状記憶、ﾚｰｽ生地、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ
形状記憶加工。 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

品番 14-010 14-011 14-012 14-013 14-014
品名 APﾅﾁｭﾗﾙｷｬｯﾄ グラシスWH グラシスBK 空気清浄：リフレッシュＢＲ 空気清浄：リフレッシュBE
ｻｲｽﾞ 幅140x丈178cm 幅42x丈200cm 幅42x丈200cm 幅100x丈180cm 幅100x丈180cm
素材 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% PVC PVC ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%
JAN 4966017-140107 4966017-140114 4966017-140121 4966017-140138 4966017-140145

参考上代 ¥2,000
納品価格

備考 附属：ﾌｯｸ、ﾘﾝｸﾞﾗﾝﾅｰ各9個。
中国製 中国製 中国製 日本製 日本製

¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

間仕切り台帳2020-06.xlsx


