
お手入れガイド



室内装飾用テキスタイル



室内装飾用テキスタイルの外観を良好に保ち、長持ちさせるには定期
的なクリーニングが重要です。 埃や汚れはテキスタイルを損耗させ、 
難燃性を低下させます。

通常のクリーニング
1.  頻繫に、できれば毎週掃除機をかけます。 ベロア / シェニール生地

は毛羽の方向に掃除機をかけてください。 室内装飾用ファブリッ
クに適したアタッチメントを使用することが重要です。

2. 付着した汚れは、できるだけ速やかに取り除きます
3. 必要に応じて抽出クリーニングを行ってください

シミ抜き
素早く取り除きます
吸水性のナプキンや布に液体を吸収させ、固まった汚れはスプーンや
刃の鋭くないナイフでこそげ取ります。細かい汚れは掃除機で取り除
いてください。

清潔なぬるま湯に浸し、固く絞ったスポンジや白い布で残りの汚れを
取り除きます。 また、一般的な炭酸水には汚れを溶かす作用がありま
す。 効果を高めるときは、ボトルを振ってください。 

テキスタイルを濡らしすぎないよう注意してください。 円を描くよう
に汚れの中心に向かって優しく叩き、弱設定のドライヤーで丁寧に乾
かすことでシミの輪郭が残るのを防ぐことができます。 

油汚れは、適切なしみ抜き剤や、揮発油／テレピン油、ベンジン等の
溶剤を使って取り除いてください。 必ずメーカーが推奨する量を使用
してください。 

シミ抜き用の溶剤を使用する際は、まず目につきにくい場所で試し、
問題がないことを確認してから使用することをお勧めします。

使用前にファブリックを完全に乾燥させてください

上記ガイドラインはあくまでも推奨のクリーニング方法であり、完全
な汚れの除去を保証するものではありません。 いずれの場合も、専
門のドライクリーニング業者に問い合わせることをお勧めします。 そ
の際、事前に何らかの処理を行った場合はその内容を伝えることが重
要です。

ベロア / シェニール生地
染みを除去した場所は色が暗くなる場合があります。 さらに、使用の
際に圧力によるへこみが生じる場合があります。

染みや圧力によるへこみは、湿気のある状況でやわらかいブラシを使
用してブラッシングすることで取り除くことができます。 表面全体に
濡れた布を置いてテキスタイルを湿らせるか、蒸留水をスプレーして
ください。 次に、柔らかいブラシでパイルの方向にブラッシングしま
す。 パイルは蒸気によっても回復します。 スチーマーとテキスタイル
を離して使用してください。 テキスタイルが完全に乾いてから使用し
てください。

ベロア生地の特徴
コットンベロアはウールやモヘアベロアよりも繊細です。弊社の推奨方
法が常に同じ結果になるとは保証できませんのでご注意ください。 そ
のため、コットンベロアの生地は使用中も特別なお手入れで取り扱って
ください。
このテキスタイルを注意して使用しても、圧縮跡の発生を避けることは
難しいことにご留意ください。 これはベロアの一般的な特性で、不良
品または低品質であると言うことではありません。 

ベロア生地は、平織り生地よりも間違った取り扱いに対して敏感です
が、 推奨手順のように湿らせた布または蒸気を使うか、水をスプレー

することで、大半のしわや圧縮跡を取り除くことができます。

Kvadrat では、全てのベロアテキスタイルを特別なお手入れで取り扱
い、しわや圧縮跡を避けるために箱に梱包して輸送しています。 

Divina シリーズ
Divina シリーズはミルド加工後にフェルトに似た質感を出すために
圧縮加工されているため、シミの除去が難しい場合があります。

特に新品のウールカバーの場合は、ファブリックが濡れると繊維がわ
ずかに隆起します。 濡れた部分は色が濃く見えます。 色の濃く見え
る部分はテキスタイルを圧縮しても取り除くことはできませんが、家
具全体に水をスプレーすることで軽減され、使用するうちに均一にな
っていきます。 

Waterborn

汚れを除去した後、染みの外端から中心に向かってドライヤーを弱設
定でかけ、シミの輪郭が残るのを防ぎます。

抽出クリーニング / 炭酸クリーニング
抽出クリーニング／炭酸クリーニングは手間のかかるディープクリーニ
ングです。必要な場合にのみ行うようにしてください。石けんは使用で
きないため、pH 値が中性の二酸化炭素溶剤を使用することをお勧め
します。 抽出クリーニングは室内装飾用テキスタイルとカーペットの
両方に行うことが可能なため、室内装飾用テキスタイルに適したアタ
ッチメントを使用することが重要です

使用前にファブリックを完全に乾燥させてください。 

テキスタイルに接着剤が使用されている場合、洗剤の温度が 55
～60°C を超えないように注意してください。 また、洗剤をテキスタ
イルに使用しすぎないことも重要です。 ファブリックの汚れがひどい
場合は、繰り返しクリーニングする必要のある可能性があります。

弊社ではスチームクリーナーを使用することを推奨していません。ス
チームはテキスタイル内部に汚れを押し込み、汚れが後から表面に上
がってくるためです。

ジーンズに残留する染料により、濃い色のジーンズはテキスタイルにシ
ミを付ける恐れがあり、クリーニングでも満足のいく結果を得られる
とは限りません。 

屋外用ファブリック
人工繊維はカビの増殖を促進しませんが、汚れや異物を取り除かない
場合はそこから増殖する可能性があります。 このため、屋外用ファブ
リックについても、上記の室内装飾用ファブリック向けの手順に沿っ
た定期的なクリーニングが必要です。

取り外し可能カバー
Trevira CS やポリエステル等の人口繊維で作られた、取り外し可能
なカバーは通常、洗濯機で洗うことができます。 また、一部のニット
素材やマイクロファイバー素材の室内装飾用テキスタイルも洗濯機で
洗うことが可能です
 
ジッパー付きカバーは全てのタイプが取り外し可能とは限りません。

カバーは裏返して洗ってください。 色物のテキスタイルや素材に適し
た洗剤を使用し、メーカーが推奨する量を守ってください。 洗濯機
には半分程度まで洗濯物を入れ、最も低速でスピンドライしてくださ
い。

室内装飾用テキスタイルのお手入れ



カバーは形状を保つために、平らにして乾かします。 完全に乾いて
いない状態で家具に装着することが可能です。装着がしやすくなりま
す。 家具の使用前にカバーを完全に乾燥させてください。

取り外し可能なウール製の織り生地カバーは洗うことはできません。
ドライクリーニングを行ってください。 大きいサイズのカバーは、素
材にかかわらず専門業者によるクリーニングを依頼することをお勧め
します。

サンプル素材の温度や縮みに関する詳しい情報を kvadrat.dk でご
覧いただけます。

消毒
テキスタイルは消毒前に必ず、上記手順に沿って徹底的にクリーニン
グを行ってください。 Kvadrat テキスタイルの消毒は以下の手順に
沿って行うことをお勧めします：

ウール / 天然繊維 / 混紡 
アルコールベースの消毒剤 / 消毒用アルコールはテキスタイルを痛め
たり、変色を引き起こしたりすることなく使用できます。 濃度 70 ～ 
85% のものを使用してください。

蒸気を使用して消毒することができますが、最低 2 分間はテキスタイ
ルを蒸気にさらす必要があります。このため、水性接着剤は溶ける可
能性があります。

家庭用漂白剤や塩素系クリーナーの使用はお避けください

ポリエステルおよび Trevira CS

アルコールベースの消毒剤 / 消毒用アルコールはテキスタイルを痛め
たり、変色を引き起こしたりすることなく使用できます。 濃度 70 ～ 
85% のものを使用してください。

家庭用漂白剤や塩素系クリーナーはテキスタイルを痛めたりすること
なく使用できます。 濃度 1,000 ～ 1,200 ppm のものを使用してくだ
さい。 市販の消毒剤、スプレー、ワイプも使用できます。 消毒後にき
れいな水ですすぐことが大切です。

漂白消毒剤はテキスタイルを痛めることなく使用できます。 濃度 5％ 
の漂白剤を使用し、漂白剤と水を 1:10 の割合で混ぜます。 消毒後に
きれいな水ですすぐことが大切です。

蒸気を使用して消毒することができますが、最低 2 分間はテキスタイ
ルを蒸気にさらす必要があります。このため、水性接着剤は溶ける可
能性があります。

ポリエステル製および Trevira CS 製の室内装飾用テキスタイルは
最高摂氏 80 度の温度で洗うことができます。 縮みにご注意くださ
い。

警告 - 素材を強く擦らないでください。色あせや表面の損傷につなが
る恐れがあります。

溶剤を使用する際は、中の詰め物を溶かす恐れがあるため注意してく
ださい。 希釈していない洗剤または漂白剤、アンモニア、または硬質
表面用石けんは使用しないでください。



カーテン



Trevira CS／Polyester FR カーテンのお手入れ

カーテンは一年に一度洗うことをお勧めします。 多く使用する場合
は、洗浄の頻度を上げることが適切です。 Kvadrat 製のすべてのカ
ーテンファブリックにはお手入れラベルが付いています。 

ノーマルユース – 住宅インテリア、ホテル、施設
最大 40 度で洗浄可能。弱洗浄。洗濯槽に入れる量を可能な限り少な
めに。最弱で脱水。

干して乾かしてください。

必要な場合は、中温でアイロンがけをしてください。 見本素材または 
kvadrat.com で別途情報の記載がない限り、縮みは約 1 %程度で
す。 40 度以上のお湯で洗浄することも可能ですが、 通常の使用で
はその必要はありません。

ヘビーユース – 医療部門
最大 60 度で洗浄可能。弱洗浄。洗濯槽に入れる量を可能な限り少な
めに。最弱で脱水。

干して乾かしてください。

通常、60 度で洗浄したファブリックには、中温のアイロンがけが必要
です。 見本素材または kvadrat.com で別途情報の記載がない限
り、縮みは約 1 %程度です。 適切な化学物質を加えることで、60 度
でファブリックを消毒することができます。

エクストリームユース – 医療部門、病院
60 度以上で洗浄することで、テキスタイルを消毒することが可能で
す。 国立 Serum Institute は以下を推奨しています：

80 度で 10 分
85 度で 3 分
90 度で 1 分

洗浄、乾燥、アイロンがけのプロセスは洗濯ごとに異なるた
め、Kvadrat ではカーテンを洗う前に試し洗いを行うことをお勧めし
ます。

カーテンデザインの場合の最高洗浄温度は 30 度です。 

洗浄後のテキスタイルの外観は洗浄方法、温度、テキスタイル量ごと
の使用水量、脱水、乾燥方法により異なります。 

アレルギーのリスクを軽減するため、蛍光増白剤、香料、着色料が含
まれていない洗剤を使用することをお勧めします。 

これらのアドバイスはあくまでも勧告です。 詳細については専門のド
ライクリーニング業者やクリーニング店に問い合わせることをお勧め
します。 専門のドライクリーニング業者にメンテナンススケジュール
について相談することで、適切なお手入れにより、良好な室内環境と
カーテンの耐久性を確保することができます。 



Clouds



Clouds のお手入れ

Clouds は、選択された室内装飾用テキスタイルを使用して押し出し
成形された難燃性ポリエチレンフォームから製造されています。 

外観を保ち、素材を長くご愛用いただけるよう定期的なお手入れが大
切です。 埃や汚れは素材を損耗させ、難燃性を低下させます。 

通常のクリーニング 
定期的に掃除機で清掃してください。 やわらかいブラシを使用してほ
こりを取り除くこともできます。 

汚れはただちに取り除いてください。 ほとんどの汚れは、きれいなぬ
るま湯に浸して絞った糸くずの少ない布またはスポンジで慎重に軽く
たたくことで取り除くことができます。 

油分を含む汚れは適切な洗剤や溶剤を使って取り除いてください。 
シミ抜き用の溶剤を使用する際は、まず目につきにくい場所で試し、
問題がないことを確認してから使用することをお勧めします。 

警告 - 素材を強くこすると、繊維の損傷につながる場合があります。 

シミが大きい場合は、Clouds の個のピースのクリーニングを専門業
者に依頼できます。 

Clouds のクリーニングが可能でない場合、ピースを交換することも
可能です。 

警告 - 溶剤を使用する際は、裏のフォームを溶かす恐れがあるため注
意してください。 

このクリーニングガイドはサービスを目的に提供されており、保証とし
て解釈されるものではありません。



レザー



レザー製品のお手入れ

レザーは時間をかけて味わいが出る有機的で繊細な素材です。お手入
れをきちんとすることにより、レザー本来の豊かさや美しさを楽しむこ
とができます。一部のレザー製品には素材自体に天然の模様が入って
おり、品質を示す印として、その製品の独自性を生み出します。レザー
は生きた素材であるため時間とともに変化し、部分的により柔らかくな
ったり、つやが出たりします。 

レザーは時間をかけて変化する天然素材です。油分、水分または濃い
色にさらすと、永続的なシミやパティナ、変色ができてしまいます。レザ
ー製品が濡れた場合は乾燥する間にシミや水ぶくれにならないよう、
柔らかい布で水分をふき取ってください。また、直射日光が当たる場所
に置くと、色あせしたり、色が濃くなったりしますのでご留意ください。
レザー製品に汚れがついた場合は、レザー専用の洗剤を使用すること
をお勧めします。洗剤を塗布する前に、製品の目立たない部分でテスト
し、レザーにダメージがないかを確認します。

警告：レザー製品と一緒に重いものや不適切なものを置かないでくだ
さい。また、Kvadrat/Raf Simonsストラップと組み合わせる場合は、
お子様がストラップで遊んだり、つかまったりしないようにしてくださ
い。長尺のストラップは窒息につながる恐れがあります。


