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Introduction

Kvadratラグは手織りのオーダーメイド製品です。上質で優れたクラフトマ
ンシップ、細部までこだわったデザイン、触感の豊かさを特徴とし、伝統技
法を現代的にアレンジしたデザインラグを展開しています。

ニュージーランド、スコットランド、ドイツ、トルコ、ネパール、そしてインドの
卓越した技術を持つメーカーで製造されるKvadratラグは、耐久性にも優れ
ているため商業・住宅空間などに適しています。独特のテクスチャー、ユニ
ークな色使い、革新的な構造は、世界一流の織工によって長期間ご愛用い
ただけるようひとつひとつ丁寧につくられています。
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Aram

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7140000
製品番号 円形  7141800
製造方法  スマック技法による手織りキリム
素材 ピュアニュージーランドウール  100%
厚み  10 mm
重さ  3000 g/m2

最大サイズ  正方形 / 長方形  400 cm × 600 cm ボーダー含む
最大サイズ 円形  Ø 350 cm ボーダー含まず
ボーダーサイズ  4 cm – 5 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  22、住居-中  / 33、コントラクト-重
使用頻度が普通〜多い、家庭及び商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– 円形のラグはボーダーのない状態で製造され、正方形として計算されます
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジ不可

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合





Bondは異なる比率の糸を統合することで新しい色の領域を生み出しまし
た。2色の細い毛糸を使い、きつく梳いた束で織られたBondは表面全体
に広がるグラフィックな色のグラデーションが特徴です。その構造により、
ディテールと色の深みが際立ちます。
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Bond

デザイン  Kinnasand
製品番号  7240000
製造方法  手織り
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  7 mm
重さ  2600 g/m2

最大サイズ  300 cm × 400 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  3 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています。
ただし、階段での使用またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 円形または特殊形状は不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合





パターンと織り、両方の魅力を備えた手織りのペルシャ絨毯Cascadeは、
他にはない色の奥行きが魅力です。ウール、シルク、リネンといった素材の
違いや、ウォッシュ仕上げとリッチパイルの違いにより、異なって見える同色
を組み合わせることで、Cascadeの魅力が生み出されます。カラーパレッ
トはパウダリーな中間色、素朴なトーン、そして繊細かつフレッシュな調和
色で構成されています。
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Cascade

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7220000
製品番号 円形  7221800
製造方法  ハンドノット、26,000 ペルシャノット/m2

素材  ピュアニューウール 66%、麻 18%、絹 16%
厚み  15 mm
重さ  5000 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  400 cm × 600 cm ボーダー含む
最大サイズ 円形  Ø 400 cm ボーダー含まず
ボーダーサイズ  7 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 円形のラグはボーダーのない状態で製造され、正方形として計算されます
– フリンジ不可

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合





重量感があり、暖かみとやすらぎを感じさせるHarvestは、密度の高い独
特のテクスチャーとクラシックなペルシャノットを現代的に解釈したデザイ
ンが特徴です。フェルトウール糸のパイルに、繊細なフリンジが美しい綿織
のボーダー"khati"をラグと同系色または対照色で組み合わせることによっ
て、技法と素材の間に洗練されたコントラストが生まれます。フリンジなし
のタイプも選べるHarvestは、豊かなアースカラーや代表的な飽和色でご
用意しています。
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Harvest 
Coloured Fringes
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Harvest 
Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7172000
製造方法  ハンドノット、38,000 ペルシャノット/m2

素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  20 mm
重さ  4500 g/m2

最大サイズ  400 cm × 600 cm フリンジを含まず
フリンジ長さ  4.5 cm 織りボーダー含む
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– I織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く
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Harvest 
Cross Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7173000
製造方法  ハンドノット、38,000 ペルシャノット/m2

素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  20 mm
重さ  4500 g/m2

最大サイズ  400 cm × 600 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  4.5 cm 織りボーダー含む
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Harvest 
Without Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7170000
製品番号 円形  7171800
製造方法  ハンドノット、38,000 ペルシャノット/m2

素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  20 mm
重さ  4500 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  400 cm × 600 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形 / 長方形のラグにはフリンジ付きをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く





Hempは歴史を感じさせるユニークな手織りが特徴のコレクションです。
アンティークなパーツで構成されたラグは、素材本来のクオリティに洗練
を極めたデザインと伝統の力をかけあわせています。Hempは小さな紋
章、ストライプ、糸、リボン状のノットといった特徴が光ります。カラースケ
ールはストーンカラーの多様性にインスピレーションを得て、クールな色か
ら温かみのある色まで揃った、ニュートラルで白亜色がかったトーンで構成
されています。
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Hemp

デザイン  Kinnasand
製品番号  7410000
製造方法  手織り、手作りキリム
素材  100% 麻
厚み  5 mm
重さ  2600 g/m2

最大サイズ  600 cm × 700 cm
標準サイズ  90 cm × 180 cm、90 cm × 300 cm、120 cm × 200 cm、180 cm × 240 cm、
200 cm × 200 cm、200 cm × 250 cm、200 cm × 300 cm、250 cm × 250 cm、250 cm × 350 cm、
300 cm × 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  22、 住居-中 / 32、コントラクト-中 
使用頻度が普通〜中程度の家庭及び商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Dfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形または特殊形状は不可
– 小さな紋章、糸の飛び出し、リボン状のノットといったディテールは本物のラグならではの特徴です
– 色のニュアンス、色の褪せた部分、糸の構造の違いはアンティークキリムが持つ大きな特徴です

納期
6 – 9週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

小さな紋章リボン状のノット 糸の飛び出し





手織りのシルクラグIconは、絹という素材が持つ美しさと豊かさを最も純
粋な方法でお見せするためにデザインされたラグです。Iconは光によって
その魅力が際立ちます。表面に当てられた照明によって、微妙な輝きと色
の持つ深さが浮き上がります。見る角度によって表情が変化するIconの魅
力をお楽しみいただけます。シルバーがかった表情から、鮮やかな色彩へ
と、その表情は刻 と々移り変わります。この特徴を生み出している要素のひ
とつが、極めて高度な密度の高いパイルです。
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Icon 
Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7192000
製造方法  ハンドノット、155,000 チベットノット/m2

素材  中国産絹 100%
厚み  10 mm
重さ  4000 g/m2

最大サイズ  500 cm × 700 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  5 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

Notes 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く
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Icon 
Without Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7190000
製品番号 円形  7191800
製造方法  ハンドノット、155,000 チベットノット/m2

素材  中国産絹 100%
厚み  10 mm
重さ  4000 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  500 cm × 700 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形 / 長方形のラグにはフリンジ付きをお選びいただけます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く





Kanonはさまざまな色、素材、技巧の調和がとれた手織りのラグです。
手作業で刈り込んだ毛足の短いパイルが、シンプルなエレガンスを放ちま
す。わずかに違いのあるパイル高、べルベットのような触り心地、そしてコン
トラストのある平織りにより、密度の高い織り模様が生まれます。Kanonは
力強いトーンから繊細なトーンまで、タイムレスな美しさが漂うカラーコン
ビネーションを可能にするカラーパレットで登場します。
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Kanon

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7230000
製品番号 円形  7231800
製造方法  ハンドノット、21,000 ペルシャノット/m² および手織り
素材  ピュアニュージーランドウールおよび綿 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  500 cm × 1000 cm ボーダー含む
最大サイズ 円形  Ø 500 cm ボーダー含まず
ボーダーサイズ  3 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形のラグはボーダーのない状態で製造され、正方形として計算されます
– フリンジ不可

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Kanon Pattern 
Plow

デザイン  Kinnasand
製造方法  ハンドノット、20,000 ペルシャノット/m² および手織り
素材  コットン80%、ピュアニュージーランドニューウール 20%
厚み  5 mm
重さ  2500 g/m2

最大サイズ  400 cm × 1000 cm ボーダー含む
最大サイズ 円形  Ø 400 cm ボーダー含まず
ボーダーサイズ  3 cm + 20 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形のラグはボーダーのない状態で製造され、正方形として計算されます
– フリンジ不可

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合



Kanon Pattern 
Rake
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デザイン  Kinnasand
製造方法  ハンドノット、21,000 ペルシャノット/m² および手織り
素材  コットン68%、ピュアニュージーランドニューウール 32%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm ボーダー含む
最大サイズ 円形  Ø 400 cm ボーダー含まず
ボーダーサイズ  3 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形のラグはボーダーのない状態で製造され、正方形として計算されます
– フリンジ不可
– パターンはラグの寸法によって調整されます 

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合





多用性に優れたKelimはKinnasandコレクションの中でも優れたの耐久性
を誇り、より強糸を使用したクラシックな構造で、高密度で強度のある平織
りを施した個性豊かなラグです。同系色または対照色のフリンジ付き、また
はフリンジなしをお選びいただけるKelimは、ビビッドで楽しい色合いが揃
っています。
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デザイン  Kinnasand
製品番号  7162000
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm フリンジ含まず
フリンジの長さ  4.5 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く



4646

4040

5454

6060

6464

3030

3232

2020

2222

0404

1010

1212

裏面へ続く



45453535 2525

1515



Kelim 
Cross Coloured Fringes



02.2020

0613

1424

2003

2212 3010

31167473

3501

4153

Kelim 
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デザイン  Kinnasand
製品番号  7163000
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  4.5 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– クロスカラーの縦糸による効果が色彩に影響を与える場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7160000
製品番号 円形  7161800
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  400 cm × 500 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
 – 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形 / 長方形のラグにはフリンジ付きをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Kelim Pattern
Cape

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7164000
製品番号 円形  7164800
製品番号フリンジ付き  7164200
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
高さ  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形/長方形のラグにはオプションでフリンジをご用意しています
– ラグの色は40色のカラーパレットからお選びいただけます
– パターンはラグの寸法によって調整されます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7166000
製品番号 円形  7166800
製品番号フリンジ付き  7166200
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
高さ  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形/長方形のラグにはオプションでフリンジをご用意しています
– ラグの色は40色のカラーパレットからお選びいただけます
– パターンはラグの寸法によって調整されます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Kelim Pattern
Shimi

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7165000
製品番号 円形  7165800
製品番号フリンジ付き  7165200
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
高さ  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形/長方形のラグにはオプションでフリンジをご用意しています
– ラグの色は40色のカラーパレットからお選びいただけます
– パターンはラグの寸法によって調整されます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Twin Set

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7167000
製品番号 円形  7167800
製品番号フリンジ付き  7167200
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
高さ  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  23、住居-重 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が多い、家庭及び商業用途に適しています
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分またはうねりが生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形/長方形のラグにはオプションでフリンジをご用意しています
– ラグの色は40色のカラーパレットからお選びいただけます
– パターンはラグの寸法によって調整されます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合





Lavoは手織りのペルシャノットラグで、柔らかく、染色された表面に反射
する光を想起させます。色の深みの変化が、染色とダブルウォッシュ加工
を組み合わせることから生じる、鮮やかな表情と控えめな光沢によって生
み出されます。手作業でブラッシュされた、柔らかい、たっぷりした毛足の
ボーダーが、デザインにテクスチャの魅力を増します。
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デザイン  Kinnasand
製造方法  ハンドノット、20,000 ペルシャノット/m2

素材  ピュアサルデーニャニューウール 80%、ピュアニューウール 20% 
厚み  11 mm
重さ  2600 g/m2

最大サイズ  400 cm × 800 cm ボーダー含む
最大サイズ 円形  Ø 400 cm ボーダー含まず
ボーダーサイズ  2 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中
使用頻度が少〜中程度の家庭用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– ウォッシングと糸の染色法により、特徴的な色合いを実現しています
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ハンドブラッシュ加工を施したウーブンボーダー
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 円形のラグはボーダーのない状態で製造され、正方形として計算されます
– 特殊形状不可
– フリンジ不可

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合





5種類の色や糸が複雑に組み合わされた手織りラグMeltは繊細ながら鮮
やかなニュアンスの融合が特徴です。近付いてみると、繊細なディテール
が鮮やかに浮かび上がります。
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デザイン  Kinnasand
製品番号  7210000
製造方法  手織り
素材  ピュアニューウール 82%、綿 18%
厚み  7 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  300 cm × 400 cm
ボーダーサイズ  10 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  22、 住居-中 / 32、コントラクト-中 
使用頻度が普通から中の家庭及び商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– ラグ下敷きのご利用をお勧めします
– 円形または特殊形状は不可
– フリンジ不可

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合



L13L14 L15

L16

Stripe



02.2020

L02 L03

L04 L05

L06L07

L01

L08

L09

L12L10 L11

Stripe

デザイン  Kinnasand
製品番号  7130000
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm
ボーダーサイズ  5 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  22、 住居-中 / 33、コントラクト-重 
使用頻度が普通から多い家庭及び商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 円形または特殊形状は不可
– フリンジ不可
– 各ボーダーはラグを構成している2色のいずれかで織られています

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く





Vintageは繊細なウール毛糸で手織りしたキリムです。染色糸に特殊な洗
いをほどこすことで生まれる、擦れ感のあるニュアンスカラーが特徴で
す。フリンジ付きのタイプは、鮮やかな単色のタイプ、対照的なカラーが
特徴のタイプ、ナチュラルカラーのタイプ及びフリンジなしのタイプをご
用意しています。カラーパレットは、天然の染料やスパイスの色にインス
ピレーションを得た、タイムレスで色褪せたトーンから鮮やかなカラーま
で展開しています。
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デザイン  Kinnasand
製品番号  7152000
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  5 cm – 6 cm 織りボーダー含む
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 繊細な染めと特殊な洗いから生まれる擦れが特徴です 
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Cross Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7153000
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  5 cm – 6 cm 織りボーダー含む
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– クロスカラーの縦糸による効果が色彩に影響を与える場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 繊細な染めと特殊な洗いから生まれる擦れが特徴です 
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Naturally Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7154000
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 500 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  5 cm – 6 cm 織りボーダー含む
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 繊細な染めと特殊な洗いから生まれる擦れが特徴です 
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

次ページへ続く
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02.2020
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Vintage 
Without Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7150000
製品番号 円形  7151800
製造方法  手織りキリム
素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  5 mm
重さ  2000 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  400 cm × 500 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Bfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– 繊細な染めと特殊な洗いから生まれる擦れが特徴です 
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形 / 長方形のラグにはフリンジ付きをお選びいただけます

納期
10 – 13週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

次ページへ続く
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0034 0014 0007

0012 0046
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0021 00440011
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裏面へ続く



0015 0010

0045

0035





タイムレスで洗練された美しさのZenitはチベットノットを多数取り入れた
手織りラグです。密度の高いショートパイルで、表面には微かな光沢があり
ます。同系色または対照色のフリンジ付き、またはフリンジなしをお選びい
ただけます。Zenitはカラーパレットを一新し、洗練された力強い、深みの
あるカラーで構成されています。
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Zenit 
Coloured Fringes



02.2020
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1313 1414
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3333

3636 2626

Zenit 
Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7182000
製造方法  ハンドノット、275,000 チベットノット/m2

素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  10 mm
重さ  4000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 700 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  5 cm – 6 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
交通量が少ない〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く



Zenit 
Cross Coloured Fringes



02.2020

0601

1024 12313436

2303 3313

Zenit 
Cross Coloured Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号  7183000
製造方法  ハンドノット、275,000 チベットノット/m2

素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  10 mm
重さ  4000 g/m2

最大サイズ  400 cm × 700 cm フリンジ含まず
フリンジ長さ  5 cm – 6 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 特殊形状不可
– フリンジの長さに +/- 1 cm の誤差が生じる場合があります
– 円形ラグにフリンジは不可
– フリンジなしをお選びいただけます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合
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Zenit 
Without Fringes

デザイン  Kinnasand
製品番号 正方形 / 長方形  7180000
製品番号 円形  7181800
製造方法  ハンドノット、275,000 チベットノット/m2

素材  ピュアニュージーランドウール 100%
厚み  10 mm
重さ  4000 g/m2

最大サイズ 正方形 / 長方形  400 cm × 700 cm
最大サイズ 円形  Ø 400 cm
サイズ誤差  +/- 3%
お手入れ  専門業者によるクリーニング
分類  21、住居-中 / 31、コントラクト-軽
使用頻度が少〜中程度の家庭用途、および交通量の少ない商業用途に適しています。
ただし、階段や廊下での使用、またはキャスターの使用は除きます。
仕上げ  特殊洗浄
難燃性  Cfl-s1
原産国  インド

保証
2年 

注記 
– 色にわずかなバラつきが生じる場合があります
– 織り工程によりイレギュラーな部分が生じる場合があります
– アンダーレイのご利用をお勧めします
– 円形ラグにはフリンジは付きません
– 円形のラグは正方形として計算されます
– 正方形 / 長方形のラグにはフリンジ付きをお選びいただけます

納期
14 – 17週間、 バリエーション可能な6 m²とカスタムメイド寸法の場合

裏面へ続く



ラグの在庫について

当社のラグは、インドとネパールの職人により手織
りで作られているため、納期にお時間をいただいて
おります。限定5種類のラグに関しては、短納期に
てお届けしておりますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

最大サイズ: 
180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm



Aram 0X03

Aram 0X04

Cascade 0006

Cascade 0023

Hemp 0033

Hemp 0013

Kanon 0003

Kanon 0023

Vintage Naturally Coloured Fringes 7713

Vintage Naturally Coloured Fringes 7743



ラグアンダーレイ

ラグアンダーレイシート（滑り止めシート）はラグが
本来持つ美しさや快適性を引き立てながら、しっか
りとしたベースとしてラグを安定させます。家庭およ
び商業空間でのご利用に適しています。

素材  ポリエステルフリース
（アクリル系接着剤を使用）/ 100%リサイクル可能
厚み  3.5 mm
重量  240 g/m2

標準幅  240 cm および 300 cm
お手入れ  30度の水で手洗い
絞り、乾燥機使用、アイロン使用不可 
原産国  オランダ

注記
– 床のわずかな凸凹を均質にします
–  グレーの面を床に、黒の面をラグに合わせて設置

してください
–  必ず清潔で乾燥した床に設置してください
–  適時空気を通してください
–  ご利用のラグより50 mm小さいサイズを推奨して

います
– 床暖房にも適しています
– 設置跡が残りません
–  有料でカッティングサービスをご利用いただけま

す 
– 50 mロールもご用意しています

納期
在庫品より出荷



カスタムメイド

Kinnasandラグは上質、優れた技術、洗練された
モダンなデザインが特徴です。ひとつとして同じも
のはなく、手織りの新鮮な魅力が感じられます。お
好みに合わせて色、サイズ、デザインをカスタマイズ
できます。

ラグは細部にまでこだわり、Kinnasandコレクショ
ンならではの特別なひねりを取り入れてデザインさ
れています。インドの熟練の職人たちが、世代を超
えて受け継がれてきた技術を駆使して手作りしてい
ます。製造にはいくつもの複雑な工程があり、すべ
て手作業で行われます。こうして、二つとして同じも
のがないKinnasandラグが誕生します。 

技法

チベットノット
チベットノットはラグの横幅に沿って縦糸の前に置
いたロッドを使用して作ります。糸は2種類の縦糸
とロッドを囲むようにねじります。一列分のノットが
完成したら、ロッドの周りのループをカットして開き
ます。こうして、密度の高い、洗練されたパイルが完
成します。

ペルシャノット
ペルシャノットでラグのパイルを作る際は、それぞ
れ2種類の縦糸を囲むようにノットを結び、カットし
ます。手作業で行われるこの工程には熟練の技が
求められます。また、非常に時間のかかる工程でも
あります。

キリム
キリムは縦糸と横糸の2種類の糸で編まれた、伝統
的な平織ラグです。縦糸は織り機に垂直に設置さ
れます。極めて耐久性に優れたキリムを生み出すた
め、横方向に走る横糸はきつく織り合せ、手で細か
く打ち付けていきます。この工程後、縦糸は横糸に
よって完全に覆われます。

特徴
Kinnasandラグはどれも手作りの製品によくある
特徴を備えています。これらは本物であること、そし
て個性の証です。

手織りラグは、わずかに色褪せする可能性がありま
す。これはウールが完全に吸収しきれなかったクロ
ス染料と呼ばれるものが原因です。このため、わず
かな変食は品質の欠陥として見なされません。

手織りラグは繊維が抜ける可能性があります。これ
によってラグの品質が落ちることはなく、定期的に
掃除機を使用することで収まります。

手織りラグは寸法、色合い、織り構造にややばらつ
きがみられる場合があります。また、この種のラグ
にはよくあることですが、わずかなうねりが生じる
場合があります。これは縦糸の張りのわずかな誤差
によって生じるもので、織り手の優れた技術と慎重
な作業をもってしても常に避けられるわけではあり
ません。すべり止め効果のあるラグ下敷きを使用す
ることをお勧めします。上記のうねりの緩和につな
がります。糸のほつれが生じた場合、糸を抜かない
でください。解けた糸を慎重にハサミでカットして、
残りの部分はラグの中に押し込んでください。



天然素材と性能

最高の品質と洗練された先駆的デザインをお届け
するため、ラグはすべて厳選された高品質の素材で
作られています。

ニューウール
Kinnasandラグの多くは、頑丈なラグの製造に世
界一適した最高品質ウールである、ニュージーラン
ド産ニューウールで作られています。

ニューウールは生きた羊から刈り取られた天然繊維
です。やわらかさと肌触りの良さに加え、数々の優
れた特性を備えています。難燃性で汚れにくく、静
電防止機能や室温調整機能に優れています。さら
に、カール状で伸縮性のあるウール繊維は、伸ばし
ても元の形状に戻ります。 

ヘンプ
ヘンプは高品質の繊維が採れる麻の一種です。 
麻は灌がいや殺虫剤がほとんど必要なく、非常に強
く弾力性に優れた繊維が採れます。編まれた麻か
らは、密度と重みのある構造と平らな表面が生まれ
ます。

麻を使用したラグは自然な粗い質感が特徴です。
時間とともに柔らかな風合いが出ると共に、強さが
増します。麻は本来持つ強さと耐久性に加え、湿気
やカビにも耐性を発揮します。

シルク
極めて細かい繊維の中国産シルクは極上の滑らか
さと柔らかさを備えます。さらに、さまざまな角度
から繊維に反射する光により、豊かな光沢と鮮やか
さが生まれます。シルク繊維を使用したラグのパイ
ルは、ひときわ鮮やかで表情豊かな光沢を楽しめま
す。この効果は「シェーディング」と呼ばれ、ラグが
持つ美しさを一層引き立てます。

さらに、非常に高い引張応力を持つシルク繊維は優
れた弾力性を発揮します。シルクには断熱効果もあ
り、高温では冷却効果が、低温では保温効果を発
揮します。

綿
ラグの構造の中であまり目立つことのない綿は、実
は世界で最もよく使用されている天然素材です。ワ
タの木の花が落下した後には、大きなカプセル状の
コットンボールが残ります。その中には、綿の種を
包み込むように白い羽毛のような綿繊維が収められ
ています。この繊維は非常に細くやわらかく、同時
に強さと耐久性も兼ね備えています。綿はさらに日
差しに強く、吸湿性にも優れています。



お手入れ

Kinnasandコレクションのすべてのラグは耐久性
に優れたオリジナルラグです。適切なお手入れで長
期間にわたり最良の状態を保つことができます。 

普段のお手入れ
汚れていないように見えても、定期的に（週一回が
理想）掃除機でお手入れしてください。掃除機は中
の強度に設定し、柔らかく平面なブラシを使用する
ことをお勧めします。必ずパイルの流れに沿って掃
除機をかけてください。 

同じ個所の摩耗を防ぐために、ラグは時々回転させ
てください。同じ場所に繰り返し摩擦が加わると、
ラグの構造が変化する恐れがあります。ラグを回転
させることは、照明や光による色褪せや、外観の損
傷の予防にもつながります。

汚れの除去
汚れは速やかに取り除いてください。液体の汚れは
吸水性のあるコットンクロスで吸い上げてくださ
い。汚れが広がるのを防ぐため、汚れの端から中心
に向かって作業してください。固まった汚れはまず
ナイフ等で少しずつ削りおとしてください。次に清
潔なクロスで軽くたたきます。ラグ用染抜き液また
は少量のウール用洗剤を加えたぬるま湯を使用し
てください。必要に応じて、クロスを適宜交換しな
がらこの作業を繰り返します。 

汚れを除去したら、少量の水を染み込ませたスポン
ジでラグを濡らしすぎないよう注意しながら拭き取
ります。次に清潔なクロスで軽くたたきます。一般
的な洗剤や溶剤の使用はお勧めしていません。
頑固な汚れの場合は、専門のラグクリーナーにご相
談ください。お手入れを依頼する際は、Kinnasand
のラグ証明書をご提示ください。

シルクラグのお手入れ
シルクは天然繊維のなかでも最も美しく繊細です。
手織りシルクラグの使用開始当初は、繊維のほつ
れが出る場合があります。これは「シェーディング」
と呼ばれます。定期的な掃除機による掃除とブラッ
シングにより、シェーディングは間もなく軽減しま
す。

水を含むあらゆる染みには、炭酸水を使用してくだ
さい。酢や水道水は絶対に使用しないでください。 

重い物を置いた跡は消すことが可能です。へこみの
部分をブラッシングするか、湿ったコットンクロスを
直接あて、パイルの方向に沿ってアイロンを軽くあ
てます。

汚れを取り除く詳しい方法や、専門業者によるお手
入れについてのお問い合わせは、弊社カスタマーサ
ービス部門までご連絡ください。




