
Rug collection



オーダー方法

納期：約 3 週間
床暖房・ホットカーペット対応可セレクトオーダー ラグ

サイズは 幅 100cm× 奥行 100cm ～、10cm 刻みでオーダー可能。最大サイズは、幅 300cm× 奥行 200cm まで。
スクエアやサークルなどの形も選べるので、お部屋や家具に合わせて作ることができます。

全 16 色からお選びいただけます。

earth garden

形・サイズを選ぶ

毛足の長さと、デザインをご指定いただけます。

価格

配送料

：無地 (15mm・28mm) ループ (10mm)
：ボーダー (15mm)
：1 点につき￥1,500( 税込￥1,650)

㎡単価 ￥14,000( 税込￥15,400)
㎡単価 ￥16,000( 税込￥17,600)

毛足がきれいにそろい、すっきりと見えるのが特徴です。

柄のあるものは、はっきりと浮かび上がりふっくらと弾力性に富んでいます。

earth garden

earth garden

ボリューム感とふかふかとした柔らかい肌触りが特徴です。

毛足の側面が見えやすいことから、光沢や奥行きのある色合いを感じます。

へたりづらい耐久性の高さが魅力で、遊び毛も少なく、掃除しやすいのも特徴です。

家族の多い方や、人が長く集まるリビングに置くのにもおすすめ。

無地 15mm

無地 28mm

ループ 10mm

160×110cm 190×190cm／Φ190cm190×130cm 150×150cm／Φ150cm

¥24,640（税込¥27,104）無地 ・ループ ¥34,580（税込¥38,038） ¥31,500（税込¥34,650） ¥50,540（税込¥55,594）

¥28,160（税込¥30,976）ボーダー

：

： ¥39,520（税込¥43,472）

300×200cm

¥84,000（税込¥92,400）

¥96,000（税込¥105,600） ¥36,000（税込¥39,600） ¥57,760（税込¥63,536）
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仕様を選ぶ

色を選ぶ

無地 15mm
無地 28mm
ループ 10mm
ボーダー 15mm

01

ベーシックなグレーを基調にしたアースカラーのラグです。

細い糸で、柔らかい肌触り。ナチュラルモダンなお部屋に調和します。
earth
アース

グレー グレージュ ネイビー セピア ミックスグレー チャコールグレー
02 03 04 05 06GY GG NB SEP mixGY CG

無地 15mm
無地 28mm
ループ 10mm

庭のようにお部屋を彩るカラフルなラグ。太めの糸で、ふっくらとした踏み心地。

光沢感のある糸で、ナチュラルなお部屋のポイントになるラグです。
garden
ガーデン

07
アイボリー スモークホワイト スモークピンク ミックスイエロー ミックスグリーン シルバーグレー

08 09 10 11 12IV smWH smPK mixYE mixGR SGY
ベージュ スモークベージュ スモークブルー スモークグリーン

13 14 15 16BE smBE smBU smGR

○使い始めは遊び毛の出やすい商品ですが、品質には問題ありません。遊び毛は時間の経過とともに無くなります。
○パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐためハサミですぐにカットしてください。
○巻縮みや、巻ぐせが残っていることがありますが、時間の経過とともに解消します。使用中にパイルの方向が部分的に異なり、
　雲状の色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質で商品上の欠陥ではありません。

Select order Rug 使用上のご注意

230×160cm

¥51,520（税込¥56,672）

¥58,880（税込¥64,768）

私のちょうど良い。を選ぶ

Select order Rug

綿混のしっかりとしたループ糸がボーダー状に並び、ふわふわシャリ感が楽しめます。

天然素材が混ざることで、より季節を問わずさらりと快適にご使用いただけます。

earthボーダー 15mm
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¥19,000（税込 ¥20,900）

組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

BE ベージュ

140×200cm

side1 side2

パラッゾ 4037_BE

140×200cm
¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900）

¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900）

¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900）

組成：綿 56%　ポリエステル 44%

BR ブラウン

side1 side2

ノルディック 2518_BR/GY

140×200cm

GY グレー

side1 side2

140×200cm

組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

side1 side2

BE ベージュ

北欧エストニアの narma（ナルマ）社で生産された、
表裏で違ったデザインが楽しめるリバーシブル仕様のラグです。
インテリアを引き立てるシックなカラーとデザインも魅力です。
さらっとした質感で季節を問わずお使いいただけます。

原産国 エストニア

ノルディック 2001_BE

Rug from Europe
ヨーロッパ ラグ

納期

配送料

：ご注文日翌日の 3日後～発送となります。( 土・日・祝日・年末年始等の長期連休を除く)

：1 点につき￥1,500( 税込￥1,650) ※数量限定商品のため品切れの際は何卒ご容赦ください

140×200cm

組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

BR ブラウン

side1 side2

140×200cm

BK ブラック

side1 side2

ノルディック 72519_BR/BK
組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

140×200cm

side1 side2

BE ベージュ

ノルディック 1517_BE

140×200cm

組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

BE ベージュ

side1 side2

140×200cm

BK ブラック

side1 side2

パラッゾ 75001_BE/BK

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル
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¥19,000（税込 ¥20,900） ¥27,000（税込 ¥29,700） ¥19,000（税込 ¥20,900） ¥27,000（税込 ¥29,700）

¥19,000（税込 ¥20,900）

¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900） ¥27,000（税込 ¥29,700）

¥19,000（税込 ¥20,900）

¥19,000（税込 ¥20,900） ¥19,000（税込 ¥20,900）
140×200cm

組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

BE ベージュ

side1 side2

140×200cm 200×200cm 140×200cm 200×200cm

140×200cm

GY グレー

side1 side2

CG チャコールグレー

side1 side2

組成：綿 71%　ポリエステル 29%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

side1 side2

BE ベージュ

モカ OP_BE
組成：綿 56%　ポリエステル 44%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

GY グレー

140×200cm

side1 side2

スカンディ1025_GY アンリミテッド 5005_BE

組成：綿 71%　ポリエステル 29%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

ノルディックボーダー 1556_GY/CG

北欧エストニアの narma（ナルマ）社で生産された、
表裏で違ったデザインが楽しめるリバーシブル仕様のラグです。
インテリアを引き立てるシックなカラーとデザインも魅力です。
さらっとした質感で季節を問わずお使いいただけます。

原産国 エストニア

Rug from Europe
ヨーロッパ ラグ

納期

配送料

：ご注文日翌日の 3日後～発送となります。( 土・日・祝日・年末年始等の長期連休を除く)

：1 点につき￥1,500( 税込￥1,650) ※数量限定商品のため品切れの際は何卒ご容赦ください

140×200cm 140×200cm 200×200cm

組成：綿 71%　ポリエステル 29%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

BE ベージュ

side1 side2

組成：綿 71%　ポリエステル 29%

床暖 OK 遊び毛少ないリバーシブル

GY グレー

BE ベージュ

side1 side2

140×200cm

side1 side2

ノルディッククロス 2029_BE/GY

パリカ OP_BE
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135×200cm

組成：ポリプロピレン 60%
ポリエステル 40%
パイル長：8mm

床暖 OK 遊び毛少ない

140×200cm

組成：ビスコース 55%
ポリエステル 45%
パイル長：6mm

床暖 OK

ラストレス 612595488_BEパティーナ 41045000_BE

135×200cm

組成：ポリプロピレン 90%
ビスコース 10%
パイル長：8mm

床暖 OK 遊び毛少ない

ゼバ 65425790_BE

135×200cm

組成：ポリプロピレン 90%
ビスコース 10%
パイル長：8mm

床暖 OK 遊び毛少ない

ゼバ 65440190_WR

135×200cm
（税込 ¥27,500）¥25,000 （税込 ¥27,500）¥25,000 （税込 ¥27,500）¥25,000 （税込 ¥27,500）¥25,000 （税込 ¥27,500）¥25,000

組成：ポリプロピレン 100%
パイル長：8mm

床暖 OK 遊び毛少ない

ピアゾ 12114910_WH

ヨーロッパ毛織物産業の中心地であるベルギーより
Verbatex（ベルバテックス）社、Rago l le（ラゴーレ）社、Osta（オスタ）社から
セレクトしたデザイン性の高いラグシリーズ。
どれも床暖・ホットカーペット対応なのでオールシーズンお使いいただけます。

原産国 ベルギー

Rug from Europe
ヨーロッパ ラグ

納期

配送料

：ご注文日翌日の 3日後～発送となります。( 土・日・祝日・年末年始等の長期連休を除く)

：1 点につき￥1,500( 税込￥1,650) ※数量限定商品のため品切れの際は何卒ご容赦ください
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Piece Rug ピース ラグ 単品ご希望の場合は別途配送料がかかりますMade in Japan 配送料無料

納期：ご注文日翌日の 3日後～発送となります。( 土・日・祝日・年末年始等の長期連休を除く)

リビング ダイニング キッチン

寝室 廊下 ペットコーナー

だれでもカンタンに置くだけ。ピースを自由に組み合わせて作り上げる、オリジナルラグ。
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ピースラグ オーダーフロー

サイズを選ぶ

XS・S・M・L の 4 サイズから
希望の仕上がりサイズを選択 価格

組み合せ価格表より
お確かめください

単色セレクション

プレミアム Aタイプの 21 色柄より 1 種選択

組み合わせセレクション

▼
▼

スタンダード A・Cタイプの 12 色柄より 2 種選択
プレミアム Aタイプの 6 色柄より 2 種選択

XS（ハーフラグ）
S（標準ラグ）
M（正方形ラグ）
L（大きめラグ）

・・・

・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・

 100×150cm / 6枚
 150×200cm / 12枚
 200×200cm / 16枚
 200×250cm / 20枚

組み合わせバリエーション
貼り方や色の組み合わせで
自分だけのデザインを
お楽しみいただけます

防
音

防
ダニ

制
電

J11-30771
J14-30987

少ない
消
臭
滑り
止め

スタンダード ※プレミアムとの組合せはできません。

J14-30993

防
音

少ない

制
電
消
臭
滑り
止め

Aタイプ

組成：パ イ ル　原着ポリプロピレン 100％
規格：パイル長　H5mm ／ L3mm
　　　全　　厚　9mm
　　　サ イ ズ　500×500mm

FF2101_IV FF2102_BR FF2104_GY

Cタイプ

FF2401_IV

FF4201_IV

FF2402_MC

FF4203_BK

FF2404_BR FF2405_BE FF2406_GR FF2409_GY

FF4204_GY

防
音

少ない

防
ダニ

制
電
滑り
止め

プレミアム ※スタンダードの組合せはできません

プレミアムAタイプ

組成：パ イ ル　ポリエステル 100％
規格：パイル長　12.5-11.5mm
　　　全　　厚　18mm
　　　サ イ ズ　500×500mm

ソフティUR1470_IV ソフティUR1472_BR ソフティUR1473_PU ソフティUR1474_YG ソフティUR1475_OL ソフティUR1601_GY

組成：パ イ ル　BCF ナイロン 100％
規格：パイル長　7mm（FF2401_IV・FF2402_MC・FF2404_BR・FF2405_BE・FF2406_GR・FF2409_GY）
　　　　　　　　3mm（FF4201_IV・FF4203_BK・FF4204_GY）
　　　全　　厚　10mm（FF2401_IV・FF2402_MC・FF2404_BR・FF2405_BE・FF2406_GR・FF2409_GY）
　　　　　　　　7.5mm（FF4201_IV・FF4203_BK・FF4204_GY）　　　　　　　　
　　　サ イ ズ　500×500mm

ピースラグ 組み合わせ価格

スタンダード A (A×A)

スタンダード C (C×C)

スタンダード A×C

仕上がりサイズ

▲ L（大きめラグ）
200×250cm/20枚

M（正方形ラグ）
200×200cm/16枚

S（標準ラグ）
150×200cm/12枚

XS（ハーフラグ）
100×150cm/6枚

¥7,800
［5700384］

¥15,600
［5700385］

¥20,800
［5700386］

¥26,000
［5700387］

¥11,400
［5700392］

¥22,800
［5700393］

¥30,400
［5700394］

¥38,000
［5700395］

¥9,600
［5700400］

¥19,200
［5700401］

¥25,600
［5700402］

¥32,000
［5700403］

▼タイプ

T
R

K
S

¥18,000

（税込 ¥8,580） （税込 ¥17,160）

（税込 ¥12,540） （税込 ¥25,080）

（税込 ¥10,560） （税込 ¥21,120）

（税込 ¥19,800） （税込 ¥39,600）
［5700555］

¥36,000
［5700556］

¥48,000
［5700557］

¥60,000
［5700558］

プレミアム A

マーク
インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた、VOC（ホルムアルデヒド）放散の自主基準により
表示される統一マークです。　　　　　は最上級区分です。

（税込 ¥22,880）

（税込 ¥33,440）

（税込 ¥28,160）

（税込 ¥52,800）

（税込 ¥28,600）

（税込 ¥41,800）

（税込 ¥35,200）

（税込 ¥66,000）
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ピースラグ特徴

吸着式でカンタン施工
施工は床の上に置くだけ。フローリングに吸
い付く特殊加工が施されているので接着剤が
不要です。何度でも貼ったり剥がしたりするこ
とができます。
※モルタル・コンクリート、畳には貼り付けできません。

自分らしくカスタマイズ
貼り方や色の組み合わせで自分だけのデザ
インをお楽しみいただけます。リビングだけ
でなく、廊下敷きやデスク下、ペットコーナー
などで自由にお使いください。 
※タイプの違う組み合わせは、高さに差が生じます。

自宅で気軽に手洗い OK
汚れた部分だけ取り外して手洗いすることが
可能。コンパクトなので洗面所や流しの中で
手軽に水洗いＯＫ。 ※ブラシを使う場合はやわら
かなブラシスポンジをご使用ください。

撥水・防汚加工
フッ素系樹脂により汚れをつきにくくする加
工を施しています。撥水にも優れているので
水をこぼしてもしみにくく、掃除もラクラク。

快適機能
人やペットの声、落下音や衝撃音も吸収・軽
減するため、生活音対策に最適です。
また、舞い上がるホコリを抱き込むポケット
効果で空気を衛生的に保ちます。

優れた安全性
自然なぬくもりで冷えやすい足もとも適度に
保温。急激な温度変化で血管や心臓に負担が
かかる「ヒートショック」を防ぐ効果も
あります。

●床に段差・隙間・凹凸のある場合、ラグの表面に現れたり、目地部分に段差が生じたりする場合があります。
●住宅用に開発された製品ですので用途以外に使用しないでください。
●直射日光など環境条件によって変退色の可能性があります。
●商品により裏面の色が異なりますが、品質には問題ありません。
●防ダニ機能は防ダニ加工処理済みを示しています。完全にダニを防ぐことはできません。
　日常メンテナンス、換気などに充分配慮してください。
●ワックスが塗布された床材への使用は裏面の吸着剤の後が残ることがあります。
●現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合がございます。
●塩ビタイルやクッションフロア仕上げの床暖房地に敷設すると、吸着剤によって下地床材が変色することがあります。
　表面仕上げ床材の種類をご確認の上、施工してください。
●パイルがほつれた場合、伝線を防ぐ為すぐにハサミでカットしてください。
●使い始めのうちは遊び毛が出る可能性はありますが、品質には問題ありません。遊び毛は時間の経過とともに無くなります。
●椅子などの局所的加重によって、圧痕が残る可能性があります。
●ワックス掛けの後は完全に乾いてから敷いてください。乾燥が不十分だと敷物の型が付くおそれがあります。

ピースラグ 取扱上のご注意
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