
Lune d'eau　カーテン価格表 遮光オプション   

★カーテン遮光オプションおすすめの理由

ストレート（フラット）

カーテン

丈～80ｃｍ \5,400 税抜5,000 \10,811 税抜10,010 \16,211 税抜15,010 \21,611 税抜20,010

～100ｃｍ \6,340 税抜5,870 \12,690 税抜11,750 \19,030 税抜17,620 \25,369 税抜23,490

～120ｃｍ \7,279 税抜6,740 \14,569 税抜13,490 \21,848 税抜20,230 \29,128 税抜26,970

～140ｃｍ \8,219 税抜7,610 \16,448 税抜15,230 \24,667 税抜22,840 \32,886 税抜30,450

～160ｃｍ \9,158 税抜8,480 \18,328 税抜16,970 \27,486 税抜25,450 \36,644 税抜33,930

～180ｃｍ \10,098 税抜9,350 \20,207 税抜18,710 \30,305 税抜28,060 \40,403 税抜37,410

～200ｃｍ \11,038 税抜10,220 \22,086 税抜20,450 \33,124 税抜30,670 \44,161 税抜40,890

～220ｃｍ \11,977 税抜11,090 \23,965 税抜22,190 \35,942 税抜33,280 \47,920 税抜44,370

～240ｃｍ \12,917 税抜11,960 \25,844 税抜23,930 \38,761 税抜35,890 \51,678 税抜47,850

～260ｃｍ \13,856 税抜12,830 \27,724 税抜25,670 \41,580 税抜38,500 \55,436 税抜51,330

～280ｃｍ \14,796 税抜13,700 \29,603 税抜27,410 \44,399 税抜41,110 \59,195 税抜54,810

～300ｃｍ \15,736 税抜14,570 \31,482 税抜29,150 \47,218 税抜43,720 \62,953 税抜58,290

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(価格帯が変わるギリギリの巾の場合、遮光オプションをつけると作れない事があります。）

1つ山(約1.3倍ﾋﾀﾞ)

カーテン

丈～80ｃｍ \5,400 税抜5,000 \10,811 税抜10,010 \16,211 税抜15,010 \21,611 税抜20,010 \27,011 税抜25,010

～100ｃｍ \6,340 税抜5,870 \12,690 税抜11,750 \19,030 税抜17,620 \25,369 税抜23,490 \31,709 税抜29,360

～120ｃｍ \7,279 税抜6,740 \14,569 税抜13,490 \21,848 税抜20,230 \29,128 税抜26,970 \36,407 税抜33,710

～140ｃｍ \8,219 税抜7,610 \16,448 税抜15,230 \24,667 税抜22,840 \32,886 税抜30,450 \41,105 税抜38,060

～160ｃｍ \9,158 税抜8,480 \18,328 税抜16,970 \27,486 税抜25,450 \36,644 税抜33,930 \45,803 税抜42,410

～180ｃｍ \10,098 税抜9,350 \20,207 税抜18,710 \30,305 税抜28,060 \40,403 税抜37,410 \50,501 税抜46,760

～200ｃｍ \11,038 税抜10,220 \22,086 税抜20,450 \33,124 税抜30,670 \44,161 税抜40,890 \55,199 税抜51,110

～220ｃｍ \11,977 税抜11,090 \23,965 税抜22,190 \35,942 税抜33,280 \47,920 税抜44,370 \59,897 税抜55,460

～240ｃｍ \12,917 税抜11,960 \25,844 税抜23,930 \38,761 税抜35,890 \51,678 税抜47,850 \64,595 税抜59,810

～260ｃｍ \13,856 税抜12,830 \27,724 税抜25,670 \41,580 税抜38,500 \55,436 税抜51,330 \69,293 税抜64,160

～280ｃｍ \14,796 税抜13,700 \29,603 税抜27,410 \44,399 税抜41,110 \59,195 税抜54,810 \73,991 税抜68,510

～300ｃｍ \15,736 税抜14,570 \31,482 税抜29,150 \47,218 税抜43,720 \62,953 税抜58,290 \78,689 税抜72,860

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(遮光オプションを追加する場合は1.5倍ヒダ2つ山カーテンと同じ価格表になります。）

2つ山(約1.5倍ﾋﾀﾞ)

カーテン

丈～80ｃｍ \5,400 税抜5,000 \10,811 税抜10,010 \16,211 税抜15,010 \21,611 税抜20,010 \27,011 税抜25,010

～100ｃｍ \6,340 税抜5,870 \12,690 税抜11,750 \19,030 税抜17,620 \25,369 税抜23,490 \31,709 税抜29,360

～120ｃｍ \7,279 税抜6,740 \14,569 税抜13,490 \21,848 税抜20,230 \29,128 税抜26,970 \36,407 税抜33,710

～140ｃｍ \8,219 税抜7,610 \16,448 税抜15,230 \24,667 税抜22,840 \32,886 税抜30,450 \41,105 税抜38,060

～160ｃｍ \9,158 税抜8,480 \18,328 税抜16,970 \27,486 税抜25,450 \36,644 税抜33,930 \45,803 税抜42,410

～180ｃｍ \10,098 税抜9,350 \20,207 税抜18,710 \30,305 税抜28,060 \40,403 税抜37,410 \50,501 税抜46,760

～200ｃｍ \11,038 税抜10,220 \22,086 税抜20,450 \33,124 税抜30,670 \44,161 税抜40,890 \55,199 税抜51,110

～220ｃｍ \11,977 税抜11,090 \23,965 税抜22,190 \35,942 税抜33,280 \47,920 税抜44,370 \59,897 税抜55,460

～240ｃｍ \12,917 税抜11,960 \25,844 税抜23,930 \38,761 税抜35,890 \51,678 税抜47,850 \64,595 税抜59,810

～260ｃｍ \13,856 税抜12,830 \27,724 税抜25,670 \41,580 税抜38,500 \55,436 税抜51,330 \69,293 税抜64,160

～280ｃｍ \14,796 税抜13,700 \29,603 税抜27,410 \44,399 税抜41,110 \59,195 税抜54,810 \73,991 税抜68,510

～300ｃｍ \15,736 税抜14,570 \31,482 税抜29,150 \47,218 税抜43,720 \62,953 税抜58,290 \78,689 税抜72,860

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(価格帯が変わるギリギリの巾の場合、遮光オプションをつけると作れない事があります。）

41～93ｃｍ×2枚 94～140ｃｍ×2枚～40ｃｍX2枚 141～186ｃｍ×2枚 187～233ｃｍ×2枚

～93ｃｍX1枚 94～186ｃｍX1枚 187～280ｃｍ×1枚 281～372ｃｍ×1枚 373～466ｃｍ×1枚

～40ｃｍX2枚

～93ｃｍX1枚 94～186ｃｍX1枚 187～280ｃｍ×1枚

～126ｃｍX1枚 127～252ｃｍX1枚 253～378ｃｍ×1枚 379～504ｃｍ×1枚

57～126ｃｍ×2枚 127～189ｃｍ×2枚 190～252ｃｍ×2枚

281～372ｃｍ×1枚 373～466ｃｍ×1枚

★カーテン価格（各生地メーカー別カーテン価格表をご覧下さい）と、下表のご希望のオプション金額の合計が商品金額です。
【遮光1級・2級の違い】

 遮光カーテンは遮光率（光を通さない）99.4％以上の生地を意味します。遮光1級、2級とあり、1級（完全遮光）がもっとも遮光率が高くなっています。

1級遮光： 遮光率99.99％以上 光をまったく通さない遮光カーテン
2級遮光： 生地に近づいたとき、わずかに光が見えるレベル

※現在弊社では少し暗いグレー色の2級遮光生地を使用しています。
 　 取り付けた際、地の色が白い生地ほど暗い印象となる場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

1 女性の一人暮らし、子供部屋などの場合、かわいいカーテンが外から見えると不審者から狙われやすくなります。
   そんなときに遮光オプション。外からは普通のカーテンに見え、危険を未然に防ぎます。
2 直射日光を浴びるカーテンは日々厳しい環境に晒されています。遮光オプションを付けていると劣化しにくくなり、カーテンが長持ちします。
3 遮光オプションを付けていると遮熱性が上がり、冬は冷気を、夏は熱気からお部屋を守ってくれます。
   冷暖房の効果が上がります。防音効果も普通のカーテンより高いです。

41～93ｃｍ×2枚 94～140ｃｍ×2枚 141～186ｃｍ×2枚 187～233ｃｍ×2枚

～56ｃｍX2枚

ルネ・デュー　　カーテン価格表



3つ山(約2倍ﾋﾀﾞ)

カーテン

丈～80ｃｍ \5,400 税抜5,000 \10,811 税抜10,010 \16,211 税抜15,010 \21,611 税抜20,010 \27,011 税抜25,010

～100ｃｍ \6,340 税抜5,870 \12,690 税抜11,750 \19,030 税抜17,620 \25,369 税抜23,490 \31,709 税抜29,360

～120ｃｍ \7,279 税抜6,740 \14,569 税抜13,490 \21,848 税抜20,230 \29,128 税抜26,970 \36,407 税抜33,710

～140ｃｍ \8,219 税抜7,610 \16,448 税抜15,230 \24,667 税抜22,840 \32,886 税抜30,450 \41,105 税抜38,060

～160ｃｍ \9,158 税抜8,480 \18,328 税抜16,970 \27,486 税抜25,450 \36,644 税抜33,930 \45,803 税抜42,410

～180ｃｍ \10,098 税抜9,350 \20,207 税抜18,710 \30,305 税抜28,060 \40,403 税抜37,410 \50,501 税抜46,760

～200ｃｍ \11,038 税抜10,220 \22,086 税抜20,450 \33,124 税抜30,670 \44,161 税抜40,890 \55,199 税抜51,110

～220ｃｍ \11,977 税抜11,090 \23,965 税抜22,190 \35,942 税抜33,280 \47,920 税抜44,370 \59,897 税抜55,460

～240ｃｍ \12,917 税抜11,960 \25,844 税抜23,930 \38,761 税抜35,890 \51,678 税抜47,850 \64,595 税抜59,810

～260ｃｍ \13,856 税抜12,830 \27,724 税抜25,670 \41,580 税抜38,500 \55,436 税抜51,330 \69,293 税抜64,160

～280ｃｍ \14,796 税抜13,700 \29,603 税抜27,410 \44,399 税抜41,110 \59,195 税抜54,810 \73,991 税抜68,510

～300ｃｍ \15,736 税抜14,570 \31,482 税抜29,150 \47,218 税抜43,720 \62,953 税抜58,290 \78,689 税抜72,860

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(価格帯が変わるギリギリの巾の場合、遮光オプションをつけると作れない事があります。）

丈～80ｃｍ \15,563 税抜14,410 \17,820 税抜16,500 \20,077 税抜18,590 \23,123 税抜21,410 \26,125 税抜24,190 \31,309 税抜28,990

～100ｃｍ \16,276 税抜15,070 \18,533 税抜17,160 \20,790 税抜19,250 \23,836 税抜22,070 \26,838 税抜24,850 \32,022 税抜29,650

～150ｃｍ \19,116 税抜17,700 \21,395 税抜19,810 \24,084 税抜22,300 \27,130 税抜25,120 \30,467 税抜28,210 \36,515 税抜33,810

～200ｃｍ \22,000 税抜20,370 \24,257 税抜22,460 \27,378 税抜25,350 \30,424 税抜28,170 \34,074 税抜31,550 \40,986 税抜37,950

～250ｃｍ \24,840 税抜23,000 \27,119 税抜25,110 \30,672 税抜28,400 \33,718 税抜31,220 \37,703 税抜34,910 \45,479 税抜42,110

※W30～W39cmはH200cmまで対応
※コード式もチェーン式も同じ価格
米プレーンシェードは1級遮光のみオプションで追加できます。（2級遮光はオプションで付けれません）

141～175ｃｍ×2枚～25ｃｍX2枚 26～70ｃｍ×2枚 71～105ｃｍ×2枚 106～140ｃｍ×2枚

281～350ｃｍ×1枚～70ｃｍX1枚 71～140ｃｍX1枚 141～210ｃｍ×1枚 211～280ｃｍ×1枚

241～270ｃｍ
プレーンシェード

30～50ｃｍ 51～90ｃｍ 91～130ｃｍ 131～190ｃｍ 191～240ｃｍ

ルネ・デュー　　カーテン価格表



ストレート（フラット）

カーテン

丈～80ｃｍ \3,262 税抜3,020 \6,523 税抜6,040 \9,785 税抜9,060 \13,046 税抜12,080

～100ｃｍ \3,834 税抜3,550 \7,657 税抜7,090 \11,491 税抜10,640 \15,314 税抜14,180

～120ｃｍ \4,396 税抜4,070 \8,791 税抜8,140 \13,187 税抜12,210 \17,582 税抜16,280

～140ｃｍ \4,968 税抜4,600 \9,925 税抜9,190 \14,893 税抜13,790 \19,850 税抜18,380

～160ｃｍ \5,530 税抜5,120 \11,059 税抜10,240 \16,589 税抜15,360 \22,118 税抜20,480

～180ｃｍ \6,102 税抜5,650 \12,193 税抜11,290 \18,295 税抜16,940 \24,386 税抜22,580

～200ｃｍ \6,664 税抜6,170 \13,327 税抜12,340 \19,991 税抜18,510 \26,654 税抜24,680

～220ｃｍ \7,236 税抜6,700 \14,461 税抜13,390 \21,697 税抜20,090 \28,922 税抜26,780

～240ｃｍ \7,798 税抜7,220 \15,595 税抜14,440 \23,393 税抜21,660 \31,190 税抜28,880

～260ｃｍ \8,370 税抜7,750 \16,729 税抜15,490 \25,099 税抜23,240 \33,458 税抜30,980

～280ｃｍ \8,932 税抜8,270 \17,863 税抜16,540 \26,795 税抜24,810 \35,726 税抜33,080

～300ｃｍ \9,504 税抜8,800 \18,997 税抜17,590 \28,501 税抜26,390 \37,994 税抜35,180

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(価格帯が変わるギリギリの巾の場合、遮光オプションをつけると作れない事があります。）

1つ山(約1.3倍ﾋﾀﾞ)

カーテン

丈～80ｃｍ \3,262 税抜3,020 \6,523 税抜6,040 \9,785 税抜9,060 \13,046 税抜12,080 \16,308 税抜15,100

～100ｃｍ \3,834 税抜3,550 \7,657 税抜7,090 \11,491 税抜10,640 \15,314 税抜14,180 \19,138 税抜17,720

～120ｃｍ \4,396 税抜4,070 \8,791 税抜8,140 \13,187 税抜12,210 \17,582 税抜16,280 \21,978 税抜20,350

～140ｃｍ \4,968 税抜4,600 \9,925 税抜9,190 \14,893 税抜13,790 \19,850 税抜18,380 \24,808 税抜22,970

～160ｃｍ \5,530 税抜5,120 \11,059 税抜10,240 \16,589 税抜15,360 \22,118 税抜20,480 \27,648 税抜25,600

～180ｃｍ \6,102 税抜5,650 \12,193 税抜11,290 \18,295 税抜16,940 \24,386 税抜22,580 \30,478 税抜28,220

～200ｃｍ \6,664 税抜6,170 \13,327 税抜12,340 \19,991 税抜18,510 \26,654 税抜24,680 \33,318 税抜30,850

～220ｃｍ \7,236 税抜6,700 \14,461 税抜13,390 \21,697 税抜20,090 \28,922 税抜26,780 \36,148 税抜33,470

～240ｃｍ \7,798 税抜7,220 \15,595 税抜14,440 \23,393 税抜21,660 \31,190 税抜28,880 \38,988 税抜36,100

～260ｃｍ \8,370 税抜7,750 \16,729 税抜15,490 \25,099 税抜23,240 \33,458 税抜30,980 \41,818 税抜38,720

～280ｃｍ \8,932 税抜8,270 \17,863 税抜16,540 \26,795 税抜24,810 \35,726 税抜33,080 \44,658 税抜41,350

～300ｃｍ \9,504 税抜8,800 \18,997 税抜17,590 \28,501 税抜26,390 \37,994 税抜35,180 \47,488 税抜43,970

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(遮光オプションを追加する場合は1.5倍ヒダ2つ山カーテンと同じ価格表になります。）

2つ山(約1.5倍ﾋﾀﾞ)

カーテン

丈～80ｃｍ \3,262 税抜3,020 \6,523 税抜6,040 \9,785 税抜9,060 \13,046 税抜12,080 \16,308 税抜15,100

～100ｃｍ \3,834 税抜3,550 \7,657 税抜7,090 \11,491 税抜10,640 \15,314 税抜14,180 \19,138 税抜17,720

～120ｃｍ \4,396 税抜4,070 \8,791 税抜8,140 \13,187 税抜12,210 \17,582 税抜16,280 \21,978 税抜20,350

～140ｃｍ \4,968 税抜4,600 \9,925 税抜9,190 \14,893 税抜13,790 \19,850 税抜18,380 \24,808 税抜22,970

～160ｃｍ \5,530 税抜5,120 \11,059 税抜10,240 \16,589 税抜15,360 \22,118 税抜20,480 \27,648 税抜25,600

～180ｃｍ \6,102 税抜5,650 \12,193 税抜11,290 \18,295 税抜16,940 \24,386 税抜22,580 \30,478 税抜28,220

～200ｃｍ \6,664 税抜6,170 \13,327 税抜12,340 \19,991 税抜18,510 \26,654 税抜24,680 \33,318 税抜30,850

～220ｃｍ \7,236 税抜6,700 \14,461 税抜13,390 \21,697 税抜20,090 \28,922 税抜26,780 \36,148 税抜33,470

～240ｃｍ \7,798 税抜7,220 \15,595 税抜14,440 \23,393 税抜21,660 \31,190 税抜28,880 \38,988 税抜36,100

～260ｃｍ \8,370 税抜7,750 \16,729 税抜15,490 \25,099 税抜23,240 \33,458 税抜30,980 \41,818 税抜38,720

～280ｃｍ \8,932 税抜8,270 \17,863 税抜16,540 \26,795 税抜24,810 \35,726 税抜33,080 \44,658 税抜41,350

～300ｃｍ \9,504 税抜8,800 \18,997 税抜17,590 \28,501 税抜26,390 \37,994 税抜35,180 \47,488 税抜43,970

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(価格帯が変わるギリギリの巾の場合、遮光オプションをつけると作れない事があります。）

3つ山(約2倍ﾋﾀﾞ)

カーテン

丈～80ｃｍ \3,262 税抜3,020 \6,523 税抜6,040 \9,785 税抜9,060 \13,046 税抜12,080 \16,308 税抜15,100

～100ｃｍ \3,834 税抜3,550 \7,657 税抜7,090 \11,491 税抜10,640 \15,314 税抜14,180 \19,138 税抜17,720

～120ｃｍ \4,396 税抜4,070 \8,791 税抜8,140 \13,187 税抜12,210 \17,582 税抜16,280 \21,978 税抜20,350

～140ｃｍ \4,968 税抜4,600 \9,925 税抜9,190 \14,893 税抜13,790 \19,850 税抜18,380 \24,808 税抜22,970

～160ｃｍ \5,530 税抜5,120 \11,059 税抜10,240 \16,589 税抜15,360 \22,118 税抜20,480 \27,648 税抜25,600

～180ｃｍ \6,102 税抜5,650 \12,193 税抜11,290 \18,295 税抜16,940 \24,386 税抜22,580 \30,478 税抜28,220

～200ｃｍ \6,664 税抜6,170 \13,327 税抜12,340 \19,991 税抜18,510 \26,654 税抜24,680 \33,318 税抜30,850

～220ｃｍ \7,236 税抜6,700 \14,461 税抜13,390 \21,697 税抜20,090 \28,922 税抜26,780 \36,148 税抜33,470

～240ｃｍ \7,798 税抜7,220 \15,595 税抜14,440 \23,393 税抜21,660 \31,190 税抜28,880 \38,988 税抜36,100

～260ｃｍ \8,370 税抜7,750 \16,729 税抜15,490 \25,099 税抜23,240 \33,458 税抜30,980 \41,818 税抜38,720

～280ｃｍ \8,932 税抜8,270 \17,863 税抜16,540 \26,795 税抜24,810 \35,726 税抜33,080 \44,658 税抜41,350

～300ｃｍ \9,504 税抜8,800 \18,997 税抜17,590 \28,501 税抜26,390 \37,994 税抜35,180 \47,488 税抜43,970

(仕上がり幅はフック～フックまでの寸法です。仕上がり丈は総丈の寸法です。）
(価格帯が変わるギリギリの巾の場合、遮光オプションをつけると作れない事があります。）

301～375ｃｍ×1枚

～30ｃｍX2枚 31～75ｃｍ×2枚 76～112ｃｍ×2枚 113～150ｃｍ×2枚 151～187ｃｍ×2枚

～75ｃｍX1枚 76～150ｃｍX1枚 151～225ｃｍ×1枚 226～300ｃｍ×1枚

401～500ｃｍ×1枚

～45ｃｍX2枚 46～100ｃｍ×2枚 101～150ｃｍ×2枚 151～200ｃｍ×2枚 201～250ｃｍ×2枚

～100ｃｍX1枚 101～200ｃｍX1枚 201～300ｃｍ×1枚 301～400ｃｍ×1枚

441～550ｃｍ×1枚

～50ｃｍX2枚 51～110ｃｍ×2枚 111～165ｃｍ×2枚 166～220ｃｍ×2枚 221～275ｃｍ×2枚

～110ｃｍX1枚 111～220ｃｍX1枚 221～330ｃｍ×1枚 331～440ｃｍ×1枚

～61ｃｍX2枚 62～136ｃｍ×2枚 137～204ｃｍ×2枚 205～272ｃｍ×2枚

～136ｃｍX1枚 137～272ｃｍX1枚 273～408ｃｍ×1枚 409～544ｃｍ×1枚

ルネ・デュー　　カーテン価格表


