
jakobsdal by A.G.PEHRSON 5  ヤコブスダール by エージーパーソン 5  　
マセ・ボールローク・ベック

巾 1 巾 2 巾 3 巾 4 巾 5
～ 126cm x1枚 127cm ～ 252cm x1枚 253cm ～ 378cm x1枚 379cm ～ 504cm x1枚 505cm ～ 630cm x1枚

～ 56cm x2枚 57cm ～ 126cm x2枚 127cm ～ 189cm x2枚 190cm ～ 252cm x2枚 253cm ～ 315cm x2枚

80cm

～ 100cm

～ 120cm

～ 140cm

～ 160cm

～ 180cm

～ 200cm

～ 220cm

～ 240cm

～ 260cm

～ 280cm

～ 300cm

(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。タッセル込み。）
(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。）

巾 1 巾 2 巾 3 巾 4 巾 5
～ 95cm x1枚 96cm ～ 190cm x1枚 191cm ～ 285cm x1枚 286cm ～ 380cm x1枚 381cm ～ 475cm x1枚

～ 47cm x2枚 48cm ～ 95cm x2枚 96cm ～ 143cm x2枚 144cm ～ 190cm x2枚 191cm ～ 238cm x2枚

80cm

～ 100cm

～ 120cm

～ 140cm

～ 160cm

～ 180cm

～ 200cm

～ 220cm

～ 240cm

～ 260cm

～ 280cm

～ 300cm

(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。タッセル込み。）
(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。）

巾 1 巾 2 巾 3 巾 4 巾 5
～ 87cm x1枚 88cm ～ 174cm x1枚 175cm ～ 261cm x1枚 262cm ～ 348cm x1枚 349cm ～ 435cm x1枚

～ 42cm x2枚 43cm ～ 87cm x2枚 88cm ～ 131cm x2枚 132cm ～ 174cm x2枚 175cm ～ 218cm x2枚

80cm

～ 100cm

～ 120cm

～ 140cm

～ 160cm

～ 180cm

～ 200cm

～ 220cm

～ 240cm

～ 260cm

～ 280cm

～ 300cm

(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。タッセル込み。）
(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。）

巾 1 巾 2 巾 3 巾 4 巾 5
～ 63cm x1枚 64cm ～ 126cm x1枚 127cm ～ 189cm x1枚 190cm ～ 252cm x1枚 253cm ～ 315cm x1枚

～ 27cm x2枚 28cm ～ 63cm x2枚 64cm ～ 95cm x2枚 96cm ～ 126cm x2枚 127cm ～ 158cm x2枚

80cm

～ 100cm

～ 120cm

～ 140cm

～ 160cm

～ 180cm

～ 200cm

～ 220cm

～ 240cm

～ 260cm

～ 280cm

～ 300cm

(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。タッセル込み。）
(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。）

税抜76,750

税抜76,750

\20,336 税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613 税抜47,790 \67,252 税抜62,270 \82,890
税抜47,790 \67,252 税抜62,270 \82,890税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613

\51,613 税抜47,790 \63,342 税抜58,650

2倍ヒダ
カーテン
丈～ \16,427

税抜62,270 \82,890 税抜76,750

3つ山

税抜33,310 \51,613 税抜47,790 \67,252
\51,613 税抜47,790 \63,342 税抜58,650

税抜58,650

2つ山
1.5倍ヒダ

丈～ \16,427 税抜15,210 \28,156 税抜26,070 \39,884 税抜36,930

税抜36,930 \51,613 税抜47,790 \63,342税抜15,210 \28,156 税抜26,070 \39,884

税抜112,950

税抜94,850

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528 税抜91,230 \121,986
税抜58,650 \82,890 税抜76,750 \102,438税抜22,450 \43,794 税抜40,550 \63,342

税抜76,750 \102,438 税抜94,850

\43,794 税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890 税抜76,750 \102,438

税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890

税抜76,750

カーテン

\20,336 税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613 税抜47,790

税抜47,790 \67,252 税抜62,270 \82,890税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613

税抜167,250

税抜149,150

\39,884 税抜36,930 \75,071 税抜69,510 \110,257 税抜102,090 \145,444 税抜134,670 \180,630

税抜149,150

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805 税抜120,190 \161,082

税抜131,050

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805 税抜120,190 \161,082

税抜131,050

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167 税抜105,710 \141,534

税抜112,950

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167 税抜105,710 \141,534
税抜69,510 \98,528 税抜91,230 \121,986税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071\28,156

\24,246
\24,246

\20,336

税抜22,450 税抜94,850

税抜15,210 \28,156 税抜26,070 \39,884 税抜36,930

税抜134,670 \180,630 税抜167,250

税抜120,190 \161,082 税抜149,150

\39,884 税抜36,930 \75,071 税抜69,510 \110,257 税抜102,090 \145,444

税抜120,190 \161,082 税抜149,150

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805

税抜105,710 \141,534 税抜131,050

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805

税抜105,710 \141,534 税抜131,050

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167

税抜91,230 \121,986 税抜112,950

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167

税抜91,230 \121,986 税抜112,950

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528

税抜76,750 \102,438 税抜94,850

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528
税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890\24,246 税抜22,450 \43,794

\24,246 税抜22,450 \43,794

\20,336 税抜18,830 \35,975
\67,252 税抜62,270 \82,890 税抜76,750

税抜167,250

税抜149,150

\39,884 税抜36,930 \75,071 税抜69,510 \110,257 税抜102,090 \145,444 税抜134,670 \180,630

税抜149,150

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805 税抜120,190 \161,082

税抜131,050

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805 税抜120,190 \161,082

税抜131,050

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167 税抜105,710 \141,534

税抜112,950

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167 税抜105,710 \141,534

税抜112,950

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528 税抜91,230 \121,986

税抜94,850

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528 税抜91,230 \121,986

税抜94,850

\24,246 税抜22,450 \43,794 税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890 税抜76,750 \102,438

税抜76,750

\24,246 税抜22,450 \43,794 税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890 税抜76,750 \102,438
税抜47,790 \67,252 税抜62,270 \82,890税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613\20,336

\20,336
丈～ \16,427

税抜134,670 \180,630 税抜167,250

カーテン
1.3倍ヒダ
1つ山

税抜120,190 \161,082 税抜149,150

\39,884 税抜36,930 \75,071 税抜69,510 \110,257 税抜102,090 \145,444

税抜120,190 \161,082 税抜149,150

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805

税抜105,710 \141,534 税抜131,050

\35,975 税抜33,310 \67,252 税抜62,270 \98,528 税抜91,230 \129,805

税抜105,710 \141,534 税抜131,050

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167

税抜91,230 \121,986 税抜112,950

\32,065 税抜29,690 \59,432 税抜55,030 \86,800 税抜80,370 \114,167

税抜91,230 \121,986 税抜112,950

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528

税抜76,750 \102,438 税抜94,850

\28,156 税抜26,070 \51,613 税抜47,790 \75,071 税抜69,510 \98,528

税抜76,750 \102,438 税抜94,850

\24,246 税抜22,450 \43,794 税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890

税抜62,270 \82,890 税抜76,750

\24,246 税抜22,450 \43,794 税抜40,550 \63,342 税抜58,650 \82,890

税抜62,270 \82,890 税抜76,750

\20,336 税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613 税抜47,790 \67,252

税抜47,790 \63,342 税抜58,650

\20,336 税抜18,830 \35,975 税抜33,310 \51,613 税抜47,790 \67,252
税抜26,070 \39,884 税抜36,930 \51,613\16,427 税抜15,210 \28,156

Lune d'eau　カーテン価格表 

ストレート
（フラット）
カーテン
丈～

ルネ・デュー　　カーテン価格表



巾 1 巾 1 巾 1 巾 2 巾 2 巾 2
30cm ～ 50cm 51cm ～ 90cm 91cm ～ 130cm 131cm ～ 190cm 191cm ～ 240cm 241cm ～ 270cm

80cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

*W30～W39cmは高さ200ｃｍまで対応

巾 1 巾 1 巾 1 巾 2 巾 2 巾 2
30cm ～ 50cm 51cm ～ 90cm 91cm ～ 130cm 131cm ～ 190cm 191cm ～ 240cm 241cm ～ 270cm

80cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

*W30～W39cmは高さ200ｃｍまで対応

巾 1 巾 1 巾 1
20cm ～ 80cm 81cm ～ 120cm 121cm ～ 125cm

80cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

*ロールスクリーンは横幅1に対して高さ3までしか作成できません。

巾 1 巾 1 巾 1 巾 2 巾 2 巾 2
30cm ～ 50cm 51cm ～ 90cm 91cm ～ 130cm 131cm ～ 190cm 191cm ～ 240cm 241cm ～ 270cm

80cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

*レースの仕様はお勧めの場合での価格です。レースの選択により価格は変更します。（お勧めレース1ｍ辺り1000円程度の物）
*W30～W39cmは高さ200ｃｍまで対応

*すべての製品の幅や丈は天然素材の生地のため数ミリの誤差が生じる場合がございます。
*北欧生地によく見られる色抜けや織ムラがある場合がございます。

\120,539 税抜111,610 \126,036 税抜116,700

税抜103,310

～ \55,091 税抜51,010 \65,340 税抜60,500 \78,635 税抜72,810 \109,404 税抜101,300

税抜88,910 \105,840 税抜98,000 \111,575税抜53,400 \69,228 税抜64,100 \96,023～ \49,799 税抜46,110 \57,672
\84,251 税抜78,010 \90,180 税抜83,500

税抜82,900

～ \38,675 税抜35,810 \46,548 税抜43,100 \56,387 税抜52,210 \75,708 税抜70,100

税抜69,500 \83,603 税抜77,410 \89,532税抜42,900 \55,955 税抜51,810 \75,060丈～ \38,459 税抜35,610 \46,332

税抜47,100 \53,460 税抜49,500

ダブルシェード

～ \48,276 税抜44,700 \50,868

税抜34,300 \39,204 税抜36,300

～ \41,580 税抜38,500 \43,956 税抜40,700 \46,332 税抜42,900

～ \34,884 税抜32,300 \37,044

税抜78,010

ロールスクリーン

丈～ \30,780 税抜28,500 \32,724 税抜30,300 \34,668 税抜32,100

税抜69,300 \81,011 税抜75,010 \84,251税抜41,610 \50,339 税抜46,610 \74,844～ \41,148 税抜38,100 \44,939
\71,075 税抜65,810 \74,315 税抜68,810

税抜53,210

～ \35,867 税抜33,210 \39,636 税抜36,700 \44,507 税抜41,210 \65,556 税抜60,700

税抜45,700 \54,227 税抜50,210 \57,467
\57,467 税抜53,210

～ \27,108 税抜25,100 \30,899 税抜28,610 \35,219 税抜32,610 \49,356
\49,356 税抜45,700 \54,227 税抜50,210

税抜76,010

プレーンシェード
（チェーン式）

丈～ \27,108 税抜25,100 \30,899 税抜28,610 \35,219 税抜32,610

税抜67,300 \78,851 税抜73,010 \82,091税抜39,610 \48,179 税抜44,610 \72,684～ \38,988 税抜36,100 \42,779
\68,915 税抜63,810 \72,155 税抜66,810

税抜51,210

～ \33,707 税抜31,210 \37,476 税抜34,700 \42,347 税抜39,210 \63,396 税抜58,700

税抜43,700 \52,067 税抜48,210 \55,307
\55,307 税抜51,210

～ \24,948 税抜23,100 \28,739 税抜26,610 \33,059 税抜30,610 \47,196
\47,196 税抜43,700 \52,067 税抜48,210

プレーンシェード
（コード式）

丈～ \24,948 税抜23,100 \28,739 税抜26,610 \33,059 税抜30,610

\149,915 税抜138,810 \154,980 税抜143,500

税抜130,110

～ \72,803 税抜67,410 \80,676 税抜74,700 \97,427 税抜90,210 \136,188 税抜126,100

税抜113,710 \135,216 税抜125,200 \140,519税抜67,100 \88,020 税抜81,500 \122,807

税抜58,700 \66,323 税抜61,410～ \63,396
～ \54,972 税抜50,900 \57,780 税抜53,500 \60,588 税抜56,100

税抜96,410税抜86,500 \100,883 税抜93,410 \104,123
\94,187 税抜87,210

～ \51,732 税抜47,900 \55,523 税抜51,410 \62,003 税抜57,410 \93,420
\84,132 税抜77,900 \90,947 税抜84,210～ \46,451 税抜43,010 \50,220 税抜46,500 \56,171 税抜52,010

税抜94,410税抜84,500 \98,723 税抜91,410 \101,963税抜49,410 \59,843 税抜55,410 \91,260～ \49,572 税抜45,900 \53,363
\88,787 税抜82,210 \92,027 税抜85,210～ \44,291 税抜41,010 \48,060 税抜44,500 \54,011 税抜50,010

～ \65,135 税抜60,310 \72,468

\81,972 税抜75,900

ルネ・デュー　　カーテン価格表


