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オーダーカーテンをもっと気軽に、
リーズナブルに楽しめる
ドレープでもレースでも1cm単位でオー

ダーできるから、どんな窓にもジャスト

サイズで合わせられます。豊富なデザイ

ン・カラーから選べて、そのうえどれを

選んでもお値段は変わりません。

「ワンプライス」カーテンなら、一軒まる

ごとのコーディネートもリーズナブルに

お楽しみいただけます。

R O O M  D A T A
間取り：4LDK
面  積：約110㎡
家  族：4人（夫・妻・息子・娘）
形  態：一戸建て

子どもたちの成長を考えて、
いまはコストを抑えたい…。
でも質の高いものがいいな。

リビングダイニング
1

鮮やかなブルーとコットンライクな

素材感のカーテンで、お部屋の明

るさと広々感をさらにアップ。

◆ドレ プ：LS-AP465（P.230）
W220cm×H240cm

◆レ ス：LS-61495（P.231）
W220cm×H239cm

2

ボーダーデザインとやわらかな

モスグリーンの組み合わせが、

寝室に心地よい開放感を演出。

◆ドレ プ：LS-AP409（P.206）
W200cm×H235cm

◆レ ス：LS-61495（P.231） 
W200cm×H234cm

3

ステッチ調のストライプをアクセ

ントに効かせ、ちょっとスタイリッ

シュなナチュラルテイストに。

◆プレ ンシェ ド ドラム式：
LS-AP442（P.221）
W197cm×H107cm

L i v i n g  D i n i n g  R o o m B e d  R o o m
寝室

K i d s  R o o m
キッズルーム

SALA 2 0 1 8  - 2 0 2 0 LS-AP401 〜 AP465

ワンプライス O n e  P r i c e
多 彩 なコーディネートをスマートに楽しむ 暮らし
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使いやすい
スパチュラ

お気に入りの
ル ムフレグランス

ワンポイントの
シュシュタッセル

時間割表

おそろいの
マグカップ

いつも一緒
着せ替え人形

子どもたち
と家族写真

１点ものの
フラワ ベ ス

プレーンシェード
ダブルシェード

（コード式前幕）
（ドラム式1チェーン）

ダブルシェード
（コード式後幕）

シャープシェード

？？？を探そう
巾 継ぎ  【 はばつぎ 】

PRICE LIST

シ
ェ
ー
ド
生
地
の
取
り
外
し
・
取
り
付
け
方
法
を
動
画
で
紹
介

カーテンになる前の生地は50〜100mの

巻 物になって保 管されていて、そこから

必 要 なサイズを切り出します。「ワンプ

ライス」用 の 生 地 の 場 合、巻 物 の巾は

150cmです。そのため幅の広いカーテン

を仕 立てる際には、イラストの の
ように生 地を横に継ぎ足します。これを

「 巾 継（ は ば つ ぎ ）」と 呼 び ます。下 の

PRICE L ISTにある「2巾」「3巾」というの

は、生地を横に何枚継ぎ足したかを示し

ています。「 約1.5倍ヒダ 」の場 合はヒダ

に使う生地が「約2倍ヒダ」よりも少なく

なるので、継ぎ足す枚数が同じでも大き

なサイズで仕立てられます。

豆カ ー テ ン 知  識

LS-AP401
〜AP465

■生地巾
150cm

■生地価格
2,200円／㎡

（3,300円／m）

LS-61442・
61443, 61495, 
61496, 61513

■生地巾
150cm

■生地価格
700円／㎡

（1,050円／m）

形態安定縫製仕様価格表  約2倍ヒダ / タッセル含む

68～150
（2巾）

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～120  21,800  31,500  41,200  51,000  60,700 
～140  24,000  34,800  45,600  56,400  67,200 
～160  26,100  38,000  49,900  61,800  73,600 
～180  28,300  41,200  54,200  67,200  80,100 
～200  30,400 4 5 0  58,500  72,600  86,600 
～220  32,600  47,700  62,800  78,000  93,100 
～240  34,800  51,000  67,200  83,400  99,600 
～260  36,900  54,200  71,500  88,800  106,000 
～280  39,100  57,400  75,800  94,200  112,500 

 約1.5倍ヒダ 89～196 ～300 ～400 ～500
※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまで。 税抜／円

W
H

プレーンシェード価格表 ドラム式 / style no.60

30～45 ～90 ～140 ～190 ～240

50～100 16,500 20,600 25,100 32,600 37,200
～140 18,600 22,700 27,400 36,000 41,000
～180 20,600 24,700 29,700 39,500 44,600
～220 22,600 26,800 32,000 42,900 48,300
～260 24,500 28,900 34,300 46,400 51,900
～300 26,600 31,000 36,600 49,800 55,600

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。

※コード式価格=ドラム式価格－3,000円

※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

WH

税抜／円

プレーンシェード価格表 ドラム式 / style no.60

30～45 ～90 ～140 ～190 ～240

50～100 14,200 18,300 22,800 28,000 32,700
～140 15,400 19,600 24,300 30,000 34,900
～180 16,600 20,800 25,800 31,900 37,000
～220 17,800 22,200 27,400 33,800 39,200
～260 19,000 23,400 28,900 35,800 41,300
～300 20,200 24,800 30,400 37,700 43,500

※ドラム式=仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまで。

※コード式価格=ドラム式価格－3,000円

※上記以外の寸法は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

WH

税抜／円

レギュラー縫製仕様価格表  約2倍ヒダ / タッセルなし

68～150
（2巾）

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～120  9,200  13,700  18,300  22,800  27,400 
～140  10,300  15,400  20,600  25,700  30,800 
～160  11,400  17,100  22,800  28,500  34,200 
～180  12,600  18,900  25,100  31,400  37,700 
～200  13,700 0 0  27,400  34,200  41,100 
～220  14,900  22,300  29,700  37,100  44,500 
～240  16,000  24,000  32,000  39,900  47,900 
～260  17,100  25,700  34,200  42,800  51,300 
～280  18,300  27,400  36,500  45,600  54,800 

 約1.5倍ヒダ 89～196 ～300 ～400 ～500
税抜／円

W
H

共
通
価
格

共
通
価
格

SALAO N E  P R I C E
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LS-AP401＊ LS-AP402＊ LS-AP403＊
遮光2級 遮光2級 遮光2級

LS-AP403 /レース LS-61442

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP401+61442

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP401 AP403 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   18.7cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP404＊ LS-AP405＊ LS-AP406＊
遮光3級 遮光2級 遮光2級

LS-AP404 /レース LS-61442

プレーンシェード 60-AP406

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP404 AP406 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  16.0cm   4.9cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.3%  0.0%   ドライ 0.0%  0.3%  （日本製）

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP407 LS-AP408遮光3級 遮光2級

LS-AP408 /レース LS-61496

プレーンシェード 60-AP407

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP407 AP408 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  20.0cm   5.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.2%   ドライ 0.0%  -0.2%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP409 LS-AP410 LS-AP411遮光2級 遮光2級 遮光2級

LS-AP410 /レース LS-61443

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP409+61443

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP409 AP411 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  12.7cm   ー cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.1%  -0.3%   ドライ -0.1%  0.0%  （日本製）

※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61443 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP412 LS-AP413遮光2級 遮光1級

LS-AP412 /レース LS-61495

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP412 AP413 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  20.0cm   5.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

プレーンシェード 60-AP413

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP414＊ LS-AP415＊
遮光1級 遮光1級

LS-AP414 /レース LS-61496

プレーンシェード 60-AP415

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP414 AP415 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  61.0cm   50.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.3%   ドライ -0.2%  0.7%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61442 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP416 LS-AP417遮光2級 遮光2級

LS-AP416 /レース LS-61495

プレーンシェード 60-AP417

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP416 AP417 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   0.4cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.2%  -0.2%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP418 LS-AP419遮光1級 遮光1級

LS-AP419 /レース LS-61442

プレーンシェード 60-AP418

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP418 AP419 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  30.0cm   75.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  -0.3%   ドライ 0.2%  -0.2%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61442 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP420 LS-AP421 LS-AP422遮光3級 遮光3級 遮光2級

LS-AP421 /レース LS-61496

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP420+61496

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP420 AP422 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  11.6cm   5.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.0%   ドライ -0.3%  -0.2%  （日本製）

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP423 LS-AP424遮光1級 遮光1級

LS-AP423 /レース LS-61496

プレーンシェード 60-AP424

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP423 AP424 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  60.2cm   50.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.3%  -0.2%   ドライ -0.8%  -0.1%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP425 LS-AP426遮光1級 遮光2級

LS-AP426 /レース LS-61495

プレーンシェード 60-AP425

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP425 AP426 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  30.5cm   25.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.7%  0.0%   ドライ -0.2%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP427 LS-AP428遮光2級 遮光2級

LS-AP427 /レース LS-61495

プレーンシェード 60-AP428

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP427 AP428 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  30.5cm   25.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.3%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP429 LS-AP430遮光3級 遮光2級

LS-AP430 /レース LS-61513

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP429+61513

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP429 AP430 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  20.8cm   15.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.3%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.304参照LS-61513 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP431 LS-AP432＊ LS-AP433

LS-AP431 /レース LS-61513

プレーンシェード 60-AP433

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP431 AP433 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  1.4cm   1.3cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  -0.2%   ドライ -0.2%  0.0%  （日本製）

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

● スタイルマーク ● 機能性

 P.304参照LS-61513 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP434＊ LS-AP435＊

LS-AP435 /レース LS-61443

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP434+61443

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP434 AP435 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   30.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.0%   ドライ -0.7%  -0.2%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー

※素材の特性上、生地表面にネップまたはフシ糸が出る事があります。217



LS-AP436 LS-AP437

LS-AP436 /レース LS-61513

プレーンシェード 60-AP437

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP436 AP437 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  31.0cm   25.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.2%  0.0%   ドライ -0.9%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.304参照LS-61513 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP438 LS-AP439

LS-AP439 /レース LS-61495

プレーンシェード 60-AP438

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP438 AP439 ・

● 組成  タテ ポリエステル 100% ヨコ アクリル 100%
● リピート  37.0cm   50.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.5%   ドライ -0.5%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP440＊ LS-AP441＊

LS-AP441 /レース LS-61513

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP440+61513

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP440 AP441 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  32.0cm   30.3cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  -0.2%   ドライ 0.0%  0.3%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61443 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP442 LS-AP443

LS-AP442 /レース LS-61496

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP443+61496

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP442 AP443 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   6.5cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.0%   ドライ -0.5%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP444 LS-AP445

LS-AP445 /レース LS-61495

プレーンシェード 60-AP444

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP444 AP445 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  21.5cm   25.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.2%  0.0%   ドライ -0.3%  -0.3%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.294参照LS-61495 （コーディネートレース）

ウォッシャブル ミラー
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LS-AP446 LS-AP447

LS-AP447 /レース LS-61443

プレーンシェード 60-AP446

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP446 AP447 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   10.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61443 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP448 LS-AP449

LS-AP449 /レース LS-61442

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP448+61442

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP448 AP449 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   12.5cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  -0.2%   ドライ -0.2%  0.2%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61442 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP450 LS-AP451 LS-AP452＊

LS-AP450 /レース LS-61442

プレーンシェード 60-AP451

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP450 AP452 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   25.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.264参照LS-61442 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP453 LS-AP454

LS-AP453 /レース LS-61442

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP454+61442

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP453 AP454 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   ー cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.2%   ドライ -0.2%  0.2%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.304参照LS-61513 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-AP455 LS-AP456 LS-AP457

LS-AP456 /レース LS-61496

プレーンシェード 60-AP457

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP455 AP457 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  20.2cm   7.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP458 LS-AP459

LS-AP459 /レース LS-61496

プレーンシェード 60-AP458

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP458 AP459 ・

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  30.0cm   25.0cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.3%  -0.7%   ドライ -0.2%  -0.3%  （日本製）

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

● スタイルマーク ● 機能性

ミラー

 P.294参照LS-61496 （コーディネートレース）

ウォッシャブル 遮 熱
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LS-AP465 /レース LS-61495
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LS-AP461＊ LS-AP463＊ LS-AP465＊

LS-AP460＊ LS-AP462＊ LS-AP464＊

LS-AP460 /レース LS-61443

ダブルシェード（プレーン+プレーン） 65-AP464 +61443

生地価格 2,200 ／m2   3,300 ／m       生地巾 150 cm

LS-AP460 AP465 〜

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   ー cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.5%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

 P.304参照LS-61513 （コーディネートレース）

ウォッシャブル
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LS-61495

LS-61496

プライバシー②

LS-61495 ナチュラル

UVカット率
50～70％

プライバシー②

LS-61496 ナチュラル

UVカット率
50～70％

生地価格 700 ／m2   1,050 ／m       生地巾 150 cm

LS-61495

生地価格 700 ／m2   1,050 ／m       生地巾 150 cm

LS-61496

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   ー cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い -0.2%  0.0%   ドライ 0.0%  -0.5%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   4.1cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  -0.2%   ドライ -0.5%  -0.7%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

ミラーレース

ミラーレース 遮熱の機能も合わせもつ、お求めやすいミラーレースです。
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プライバシー②

LS-61513 ホワイト

UVカット率
50～70％

プライバシー② プライバシー②

LS-61442 LS-61443ホワイト ナチュラル

UVカット率
～50％未満

UVカット率
～50％未満

LS-61513

LS-61442

生地価格 700 ／m2   1,050 ／m       生地巾 150 cm

LS-61442 61443 ・

生地価格 700 ／m2   1,050 ／m       生地巾 150 cm

LS-61513

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   ー cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.2%  -0.5%   ドライ -0.2%  -0.3%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性

● 組成  ポリエステル 100%
● リピート  ー cm   ー cm ● 取扱い表示  リー 30
● 寸法変化率  水洗い 0.0%  0.0%   ドライ 0.0%  0.0%  （日本製）

● スタイルマーク ● 機能性
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