
DR - 37・38

生地単価　m単価　（税別） 布巾：140cm

DR - 37 DR - 38

¥8,000 在庫なし / 廃盤

一つ山縫製カーテン　生地＋縫製　/ タッセル無し　
※税込価格

※生地単価に関わらず同価格です。 (単位：cm）

 使用生地巾 １巾 ２巾 ３巾 ４巾 5巾

 W (幅) 〜93 〜186 〜279 〜372 〜465

 H（丈）〜100 ¥15,480 ¥30,960 ¥46,440 ¥61,920 ¥77,400

〜120 ¥17,550 ¥35,100 ¥52,650 ¥70,200 ¥87,750

〜140 ¥19,610 ¥39,220 ¥58,830 ¥78,440 ¥98,050

〜160 ¥21,670 ¥43,340 ¥65,010 ¥86,680 ¥108,350

〜180 ¥23,740 ¥47,480 ¥71,220 ¥94,960 ¥118,700

〜200 ¥25,800 ¥51,600 ¥77,400 ¥103,200 ¥129,000

〜220 ¥27,860 ¥55,720 ¥83,580 ¥111,440 ¥139,300

〜240 ¥29,930 ¥59,860 ¥89,790 ¥119,720 ¥149,650

〜260 ¥31,990 ¥63,980 ¥95,970 ¥127,960 ¥159,950

〜280 ¥34,060 ¥68,120 ¥102,180 ¥136,240 ¥170,300

クリップ式カーテン　生地＋ロック縫製＋クリップ金具　

標準的な窓サイズ  180×180㎝（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき10個として

布巾×２枚 CR - 37 CR - 38

布丈:195㎝ ¥40,920 ¥40,062

タイタック式カーテン　生地＋ロック縫製＋タイタック金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき13個として

布巾×２枚 CR - 37 CR - 38

布丈:195㎝ ¥45,980 ¥45,122



DN - 03

生地単価　m単価　（税別） 布巾：145cm

DN - 03

¥12,000

一つ山縫製カーテン　生地＋縫製　/ タッセル無し　
※税込価格

(単位：cm）

 使用生地巾 １巾 ２巾 ３巾 ４巾 5巾

 W (幅) 〜96 〜192 〜288 〜384 〜480

 H（丈）〜100 ¥21,920 ¥43,840 ¥65,760 ¥87,680 ¥109,600

〜120 ¥24,840 ¥49,680 ¥74,520 ¥99,360 ¥124,200

〜140 ¥27,760 ¥55,520 ¥83,280 ¥111,040 ¥138,800

〜160 ¥30,680 ¥61,360 ¥92,040 ¥122,720 ¥153,400

〜180 ¥33,600 ¥67,200 ¥100,800 ¥134,400 ¥168,000

〜200 ¥36,530 ¥73,060 ¥109,590 ¥146,120 ¥182,650

〜220 ¥39,450 ¥78,900 ¥118,350 ¥157,800 ¥197,250

〜240 ¥42,370 ¥84,740 ¥127,110 ¥169,480 ¥211,850

〜260 ¥45,290 ¥90,580 ¥135,870 ¥181,160 ¥226,450

〜280 ¥48,210 ¥96,420 ¥144,630 ¥192,840 ¥241,050

クリップ式カーテン：オーダー不可

タイタック式カーテン：オーダー不可　

プレーンシェード （オームギアー）　生地＋縫製＋オームギア式メカ　 2022/1修正

 W (幅) 〜100 〜125 〜150 〜175 〜200

 H（丈）〜150 ¥70,170 ¥75,120 ¥102,610 ¥107,560 ¥112,510

〜200 ¥79,890 ¥85,720 ¥119,960 ¥125,130 ¥130,190

〜250 ¥90,490 ¥97,640 ¥138,960 ¥145,120 ¥150,510

〜300 ¥101,200 ¥109,450 ¥157,850 ¥165,110 ¥171,220

〜350 ¥115,210 ¥126,540 ¥181,910 ¥189,940 ¥196,320



CR - 30・31・32・33・34・35・36・39

生地単価　m単価　（税別） 布巾：140〜145cm

CR - 30 CR - 31,32,33 CR - 34,35 CR - 39

¥5,500 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

一つ山縫製カーテン　生地＋縫製　/ タッセル無し　
※税込価格

※生地単価に関わらず同価格です。 (単位：cm）

 使用生地巾 １巾 ２巾 ３巾 ４巾 5巾

 W (幅) 〜96 〜192 〜288 〜384 〜480

 H（丈）〜100 ¥12,150 ¥24,300 ¥36,450 ¥48,600 ¥60,750

〜120 ¥13,750 ¥27,500 ¥41,250 ¥55,000 ¥68,750

〜140 ¥15,350 ¥30,700 ¥46,050 ¥61,400 ¥76,750

〜160 ¥16,950 ¥33,900 ¥50,850 ¥67,800 ¥84,750

〜180 ¥18,650 ¥37,300 ¥55,950 ¥74,600 ¥93,250

〜200 ¥20,250 ¥40,500 ¥60,750 ¥81,000 ¥101,250

〜220 ¥21,850 ¥43,700 ¥65,550 ¥87,400 ¥109,250

〜240 ¥23,450 ¥46,900 ¥70,350 ¥93,800 ¥117,250

〜260 ¥25,050 ¥50,100 ¥75,150 ¥100,200 ¥125,250

〜280 ¥26,750 ¥53,500 ¥80,250 ¥107,000 ¥133,750

クリップ式カーテン　生地＋ロック縫製＋クリップ金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき10個として

布巾×２枚 CR - 30 CR - 31,32,33 CR - 34,35 CR - 39

布丈:195㎝ ¥30,195 ¥32,340 ¥32,340 ¥32,340

タイタック式カーテン　生地＋ロック縫製＋タイタック金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき13個として

布巾×２枚 CR - 30 CR - 31,32,33 CR - 34,35 CR - 39

布丈:195㎝ ¥35,255 ¥37,400 ¥37,400 ¥37,400

プレーンシェード （オームギアー）　生地＋縫製＋オームギア式メカ　 2022/1修正

 W (幅) 〜100 〜125 〜150 〜175 〜200

 H（丈）〜150 ¥57,750 ¥62,700 ¥77,770 ¥82,720 ¥87,650

〜200 ¥64,020 ¥69,850 ¥88,220 ¥93,390 ¥98,450

〜250 ¥71,170 ¥78,320 ¥100,320 ¥106,480 ¥111,870

〜300 ¥78,430 ¥86,680 ¥112,310 ¥119,570 ¥125,290

〜350 ¥88,990 ¥100,320 ¥129,470 ¥137,500 ¥143,880



CS - 08・09・60・70・80

生地単価　m単価　（税別） 布巾：140cm

CS - 08 CS - 09 CS - 60 CS - 70 CS - 80

¥7,200 ¥7,200 ¥10,000 在庫なし / 廃盤 ¥7,800
↑残りわずか

一つ山縫製カーテン　生地＋縫製　/ タッセル無し
※税込価格

※生地単価に関わらず同価格です。 (単位：cm）

 使用生地巾 １巾 ２巾 ３巾 ４巾 5巾

 W (幅) 〜93 〜186 〜279 〜372 〜465

 H（丈）〜100 ¥12,150 ¥24,300 ¥36,450 ¥48,600 ¥60,750

〜120 ¥13,750 ¥27,500 ¥41,250 ¥55,000 ¥68,750

〜140 ¥15,350 ¥30,700 ¥46,050 ¥61,400 ¥76,750

〜160 ¥16,950 ¥33,900 ¥50,850 ¥67,800 ¥84,750

〜180 ¥18,650 ¥37,300 ¥55,950 ¥74,600 ¥93,250

〜200 ¥20,250 ¥40,500 ¥60,750 ¥81,000 ¥101,250

〜220 ¥21,850 ¥43,700 ¥65,550 ¥87,400 ¥109,250

〜240 ¥23,450 ¥46,900 ¥70,350 ¥93,800 ¥117,250

〜260 ¥25,050 ¥50,100 ¥75,150 ¥100,200 ¥125,250

〜280 ¥26,750 ¥53,500 ¥80,250 ¥107,000 ¥133,750

クリップ式カーテン　生地＋ロック縫製＋クリップ金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき10個として

布巾×２枚 CS - 08 CS - 09 CS - 60, 70. 80

布丈:195㎝ ¥37,488 ¥37,488 ×

タイタック式カーテン　生地＋ロック縫製＋タイタック金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき13個として

布巾×２枚 CS - 08 CS - 09 CS - 60, 70. 80

布丈:195㎝ ¥42,548 ¥42,548 ×

プレーンシェード （オームギアー）　生地＋縫製＋オームギア式メカ　 2022/1修正

 W (幅) 〜100 〜125 〜150 〜175 〜200

 H（丈）〜150 ¥57,750 ¥62,700 ¥77,770 ¥82,720 ¥87,650

〜200 ¥64,020 ¥69,850 ¥88,220 ¥93,390 ¥98,450

〜250 ¥71,170 ¥78,320 ¥100,320 ¥106,480 ¥111,870

〜300 ¥78,430 ¥86,680 ¥112,310 ¥119,570 ¥125,290

〜350 ¥88,990 ¥100,320 ¥129,470 ¥137,500 ¥143,880



BN - 13・14・15・16・21

生地単価　m単価　（税別） 布巾：145cm

BN - 13 BN - 14 BN - 15 BN - 16 BN - 17 BN - 21

¥9,000 ¥10,000 ¥9,500 ¥9,500 ¥9,500 ¥11,200

一つ山縫製カーテン　生地＋縫製　/ タッセル無し
※税込価格

※生地単価に関わらず同価格です。 (単位：cm）

 使用生地巾 １巾 ２巾 ３巾 ４巾 5巾

 W (幅) 〜96 〜192 〜288 〜384 〜480

 H（丈）〜100 ¥17,580 ¥35,160 ¥52,740 ¥70,320 ¥87,900

〜120 ¥19,930 ¥39,860 ¥59,790 ¥79,720 ¥99,650

〜140 ¥22,270 ¥44,540 ¥66,810 ¥89,080 ¥111,350

〜160 ¥24,610 ¥49,220 ¥73,830 ¥98,440 ¥123,050

〜180 ¥26,960 ¥53,920 ¥80,880 ¥107,840 ¥134,800

〜200 ¥29,300 ¥58,600 ¥87,900 ¥117,200 ¥146,500

〜220 ¥31,640 ¥63,280 ¥94,920 ¥126,560 ¥158,200

〜240 ¥33,990 ¥67,980 ¥101,970 ¥135,960 ¥169,950

〜260 ¥36,330 ¥72,660 ¥108,990 ¥145,320 ¥181,650

〜280 ¥38,680 ¥77,360 ¥116,040 ¥154,720 ¥193,400

クリップ式カーテン　生地＋ロック縫製＋クリップ金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき10個として

布巾×２枚 BN - 13 BN - 14 BN - 15, 16, 17 BN - 21

布丈:195㎝ ¥45,210 ¥49,500 ¥47,355 ¥54,648

タイタック式カーテン　生地＋ロック縫製＋タイタック金具

標準的な窓サイズ  180×180㎝（（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき13個として

布巾×２枚 BN - 13 BN - 14 BN - 15, 16, 17 BN - 21

布丈:195㎝ ¥50,270 ¥54,560 ¥52,415 ¥59,708

プレーンシェード （オームギアー）　生地＋縫製＋オームギア式メカ　 2022/1修正

 W (幅) 〜100 〜125 〜150 〜175 〜200

 H（丈）〜150 ¥65,670 ¥70,620 ¥93,610 ¥98,560 ¥103,510

〜200 ¥74,140 ¥79,970 ¥108,460 ¥113,630 ¥118,690

〜250 ¥83,490 ¥90,640 ¥124,960 ¥131,120 ¥136,510

〜300 ¥92,950 ¥101,200 ¥141,350 ¥148,610 ¥154,330

〜350 ¥105,710 ¥117,040 ¥162,910 ¥170,940 ¥177,320



AN - 01・02・12・53・56

生地単価　m単価　（税別） 布巾：145cm

AN - 01 AN - 02 AN - 12 AN - 56 AN - 53

¥8,500 ¥9,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,000

一つ山縫製カーテン　生地＋縫製　/ タッセル無し
※税込価格

※生地単価に関わらず同価格です。 (単位：cm）

 使用生地巾 １巾 ２巾 ３巾 ４巾 5巾

 W (幅) 〜94 〜190 〜286 〜382 〜478

 H（丈）〜100 ¥16,650 ¥33,300 ¥49,950 ¥66,600 ¥83,250

〜120 ¥18,950 ¥37,900 ¥56,850 ¥75,800 ¥94,750

〜140 ¥21,150 ¥42,300 ¥63,450 ¥84,600 ¥105,750

〜160 ¥23,350 ¥46,700 ¥70,050 ¥93,400 ¥116,750

〜180 ¥25,550 ¥51,100 ¥76,650 ¥102,200 ¥127,750

〜200 ¥27,750 ¥55,500 ¥83,250 ¥111,000 ¥138,750

〜220 ¥29,950 ¥59,900 ¥89,850 ¥119,800 ¥149,750

〜240 ¥32,250 ¥64,500 ¥96,750 ¥129,000 ¥161,250

〜260 ¥34,350 ¥68,700 ¥103,050 ¥137,400 ¥171,750

〜280 ¥36,650 ¥73,300 ¥109,950 ¥146,600 ¥183,250

クリップ式カーテン　生地＋ロック縫製＋クリップ金具　

標準的な窓サイズ 180×180㎝（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき10個として

布巾×２枚 AN - 01 AN - 02 AN - 12 AN - 56 AN - 53

布丈:195㎝ ¥43,065 ¥45,210 ¥40,920 ¥45,210 ¥45,210

タイタック式カーテン　生地＋ロック縫製＋タイタック金具

標準的な窓サイズ 180×180㎝（（１間の掃き出し窓）　生地２枚（両開き）　金具は生地１枚につき13個として

布巾×２枚 AN - 01 AN - 02 AN - 12 AN - 56 AN - 53

布丈:195㎝ ¥48,125 ¥50,270 ¥45,980 ¥50,270 ¥50,270

プレーンシェード （オームギアー）　生地＋縫製＋オームギア式メカ　 2022/1修正

 W (幅) 〜100 〜125 〜150 〜175 〜200

 H（丈）〜150 ¥63,690 ¥68,640 ¥89,650 ¥94,600 ¥99,550

〜200 ¥71,610 ¥77,440 ¥103,400 ¥108,570 ¥113,630

〜250 ¥80,410 ¥87,560 ¥118,800 ¥124,960 ¥130,350

〜300 ¥89,320 ¥97,570 ¥134,090 ¥141,350 ¥147,070

〜350 ¥101,530 ¥112,860 ¥154,550 ¥162,580 ¥168,960


