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はじめに

テキスタイルは、私たちが空間を知覚する上で重要な役割を果たしま
す。	テキスタイルは実用的なだけでなく、雰囲気を生み出し、家具と
組み合わせることにより完全な体験を演出できます。

テキスタイルを選ぶときには、各セッティングによってさまざまな要件
があります。	ぴったりのテキスタイルをお選びいただくために、本ガイ
ドでは人気の素材、織り、仕上げ、製造工程に関する特性と利点を説
明します。



8 98 9

Kvadrat について

1968	年にデンマークで誕生した	Kvadrat	は、世界的に有名なスカン
ジナビアのデザインの伝統に深く根ざしています。	
デザインイノベーションのリーダーとして、商業・住宅インテリア向け
に高性能のデザインテキスタイル、ラグ、ウィンドーカバー、音響ソリュ
ーションを生産しています。	

その全てが色、品質、シンプルさ、イノベーションに対する	Kvadrat	の
こだわりを反映し、	テキスタイルの美的・技術的・機能的な特性の限
界に常に挑戦しています。	

Kvadrat	のテキスタイルは、ニューヨーク近代美術館、ビルバオ・グッ
ゲンハイム美術館、中国の広州大劇院のような、世界有数の建築物開
発でも使用されています。

概要：	
•   テキスタイルのデザインイノベーションを先導
•   1968	年にデンマークで設立
•   関連会社：	59	社
•   ショールーム：	38	か所
•   販売代理店網：	世界	28	か国
•   1	年当たりおよそ	4,000	件の建築プロジェクトに着手
•   品質マネジメントシステム認証（ISO	9001）を	1992	年に取得
•   環境マネジメントシステム認証（ISO	14001）を	1997	年に取得

Kvadrat コレクション

家具用ファブリック、窓用カーテンやローラー・ブラインド、壁面・
天井用吸音パネル、床用ラグなど、あらゆるデザインスキームに応
える豊富なラインナップの	Kvadrat	製品で、触感、快適性、生産性
に優れた空間をご創造いただけます。

Kvadrat	コレクションには以下のような特長があります。
•   800	を超えるデザインと	9,500	を超える色
•   ウール、シルク、麻、トレビラ	CS、再生ポリエステル、コットンな
ど、さまざまな素材

•   幅広いスタイル、構造から選べる
•   既成の製品以外をご希望の場合は、	オリジナルのカラー、模
様、織りを実現する「カスタマイズ」サービスをご用意しています

•   Kvadrat	の室内装飾用テキスタイルとカーテン製品の多くに
は、10	年間の品質保証が付いています

•   Kvadrat	のテキスタイルの過半数は	Greenguard	Gold	認証
を取得しています
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デザイナー

Kvadrat	は、世界をリードするデザイナーたちの作品を発表するとと
もに、新人育成にも長年にわたって取り組んできました。
デザイナーたちはそれぞれ独立して制作活動を行い、さまざまな領域
からインスピレーションを見い出します。

デザイナーの多くは、家具、ジュエリー、陶芸、グラフィックデザイン、
建築など、各種デザイン分野で活躍しています。

Kvadrat	のコラボレーター：	Patricia	Urquiola、Ronan	&	Erwan	
Bouroullec、Alfredo	Häberli、Doshi	Levien、Giulio	
Ridolfo、Peter	Saville、Pipilotti	Rist、Thomas	
Demand、Olafur	Eliasson。

環境

Kvadrat	では、環境への配慮に最優先で取り組んでいます。		
1968	年の設立以来、デザインから納品に至る全工程において環境影
響を最小限に抑えると同時に、健全な労働環境作りに熱心に取り組ん
できました。

製品寿命と品質の向上とともに、環境への影響を最小限に抑えるた
め、常に最新の技術と高品質の原材料を採用しています。	これを受
けて、多くの	Kvadrat	製品が	EU	エコラベルと	GREENGUARD®	
Gold	認証を取得しています。	

弊社は地球の資源に敬意を払い、屑繊維を明日の資源へと転換する
循環型経済に向けて尽力しています。

また、環境製品宣言	（EPD）および健康製品宣言（HPD）を通して、
弊社による影響の透明性を公表しています。

Kvadrat	は以下の内容に準拠しています。
•   REACH	規則
•   EU	エコラベルの要件（AZO	および重金属染料の制限を含む）に
準拠した染料のみを使用

•   ハロゲン系難燃剤（臭素化および塩素化を含む）の不使用
•   Kvadrat	コレクションの弊社織物製品への	PVC（ポリ塩化ビニ
ル）の不使用

•   PFC（ペルフルオロ化合物）の不使用
•   ウール製品の防虫加工の不使用
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Kvadrat本社（デンマーク、エーベルトフト）
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Kvadrat/Raf Simonsコレクション2020
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Your Eye Is My Island, Pipilotti Ristt	–	京都国立近代美術館 MAGNUMB, Arthur Jafa	–	ルイジアナ近代美術館、フムレベック
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Kvadrat	Goes	Americanキャンペーン、2021	年
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My Canvas展示, 2017年
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Fog Couch, Olafur Eliasson
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Dressed Up, Marie Sloth Rousing为Knit! 设计的作品 Conversation Series, Adam Goodrum Studio为Knit!设计的作品 
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Plot, Kapwani Kiwanga	–	ハウス・デア・クンスト、ミュンヘン
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Take My Breath Away, Danh Vo	–	コペンハーゲン国立美術館
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Kvadrat Kabarett, Doshi Levien
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素材
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素材を選ぶ 

室内装飾用テキスタイルは異なるセッティングに合わせて選びます。		
例えば、織られた室内装飾用テキスタイルは一般的に通気性が良いた
め、最も心地よいと感じますが、	家具のデザインによっては不向きな
テキスタイルもあります。

室内装飾用テキスタイルを決める前に、以下のことを考慮することが
重要です。

•   どのように使用するか
•   どのような方法でお手入れするか
•   製品寿命
•   家具の形状
•   布張りが硬いか柔らかいか
•   色が全体と合うか
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Kvadrat	ウールとトレビラ	CS	テキスタイルの組み合わせ

天然繊維

動物 植物 鉱物

毛皮 繭 靱皮 葉 茎 種	/	果物 アスベスト

ウール
アンゴラ
モヘア
ラマ
キャメル
カシミヤ

シルク ヤシの実 マニラ
サイザル

麻
ヘンプ

コットン
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コットン
コットンは植物繊維でできています。	繊維素から構成されるリントが
綿糸に使われています。

利点：
•   再生可能および生分解性
•   耐摩耗性
•   優れた快適性	–	柔らかく、自然な質感
•   強力な色・印刷の特性	–	繊維の吸水性が高い

推奨用途：
•   自宅
•   人流が少ない場所
•   柔らかな座面
•   小型室内装飾用テキスタイル表面

ウール
ウールは羊毛繊維からできています。	ウールは多用性に優れ、たく
さんの利点が備わっています。	

利点：
•   再生可能および生分解性
•   	難燃性の性質	–	化学処理が不要
•   汚れに強い	–	その他多くの繊維よりも汚れへの耐性に優れている
•   	耐摩耗性	–	強度な摩耗への耐性が高い
•   快適性	–	コンパクトで柔らかく、通気性に優れた繊維で、室内温度
に適応する機能を持つ

•   柔軟性	–	繊維が伸び縮みするため、しわが付かずに伸縮性に優れ
ている

•   ピリングができにくい
•   使うにつれて風合いが出る
•   多数の	Kvadrat	のウールテキスタイルは	EU	エコラベルを取得
済み

•   ウールテキスタイルは	GREENGUARD	Gold	認証を取得済み
•   アンゴラ山羊のモヘアもウール繊維の仲間で、同じ利点を持ってい
る

推奨用途：
•   公用および私用	
•   高級家具	
•   硬いおよび柔らかい室内装飾用テキスタイル
•   有機的な形状の家具、大きな表面積での使用
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麻
麻は数千年にわたり多くの用途で使われてきました。	テキスタイルに
使用される繊維は、亜麻の茎部分から生成されます。	麻にはとても
特徴的な自然の風合いがあり、多くの場合、質感のある他の繊維と混
合で使われます。

ウール	/	ヘンプ混合の利点：
•   再生可能および生分解性	
•   耐摩耗性
•   快適性
•   自然で光沢のある外観

推奨用途：
•   私用および公用
•   柔らかい座面に最適

ヘンプ
ヘンプは麻の茎部分から抽出されます。麻が真麻から抽出される方法
と同じです。	ウールと混合させることにより、ヘンプは室内装飾用テ
キスタイルに最適になります。	

ウール	/	ヘンプ混合の利点：
•   再生可能および生分解性	
•   耐摩耗性
•   快適性
•   自然な外観
•   ヘンプは少量の農薬のみで栽培可能

推奨用途：
•   私用および公用
•   柔らかい座面に最適
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再生

繊維素 繊維素エステル たんぱく質

ビスコース
モダール

アセテート

人工素材 ビスコース
ビスコースは、木材パルプ（一般的に松の木）から作られた繊維素
です。	セルロースは、コットンと同じ基本素材であり、ビスコース
にはコットンと同様の利点があります。	大半の場合、ビスコース
は特定の光沢や輝きを出すために他の天然繊維と混合で使用さ
れます。
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合成

ポリアミド ポリエステル アクリル繊維 ポリプロピレン

ナイロン トレビラ CS

エラスタンポリウレタンPVC

（ポリ塩化ビニ
ル）

ライクラ

人工素材 ポリエステル
ポリエステルは、石油化学工業に由来する原材料を使用して作られ
た合成繊維です。	大半の場合、Kvadrat	はトレビラ	CS	のような難
燃性のポリエステルを使用しています。	これは難燃性ポリエステル
でも他に類を見ない種類で、	ISO	14001	認証を取得した	Trevira	
GmbH	により製造されています。

持続可能なオプションとして、Kvadrat	の	Revive	1	のデザインは、
使用済みプラスチックボトルから生成された難燃性再生ポリエステル	
100%	で作られています。	そのため、環境への影響が著しく低いテキ
スタイルをお求めの方に理想的な素材です。

難燃性ポリエステルの利点：
•   低刺激性の糸
•   速乾性	–	乾燥機が不要
•   	永続的な難燃性	–	化学処理が不要
•   	耐摩耗性	–	強力な摩擦への耐性、ピリングが最小限
•   60ºC	以上のお湯での洗濯が可能
•   消毒可能
•   湿度の影響を受けない
•   トレビラ	CS	テキスタイルは	GREENGUARD	Gold	認証を取得
済み

再生ポリエステルの利点
•   再生原料	100%	で作られ、リサイクル可能
•   廃棄物を資源として利用することにより、プラスチック廃棄物を削減
•   未使用石油化学物質からの繊維の使用を完全に回避
•   再生ポリエステルは少ない資源を要し、未使用ポリエステルの製造
よりも温室効果ガスの排出量が少ない
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推奨用途：
•   	医療部門を含む公用エリアおよび私用エリア
•   人流が多い場所
•   屋外や湿度が高い環境
•   取り外し可能な室内装飾用ファブリック
•   アレルギーをお持ちの方が使う部屋

アクリル繊維
アクリル繊維は、石油化学工業に由来する化学物質を基にした合成
繊維です。

利点：
•   とても柔らかく、ウールのような手触り
•   日光には比較的高い抵抗力を持つ

推奨用途：
•   公用および私用
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マイクロファイバー
マイクロファイバーは	1	デニール未満の極めて薄い繊維で、シルクの直
径の	20	分の	1	です。	最も一般的な種類は、ナイロン、ポリエステル、
ポリウレタンまたはこれらの繊維の混合で作られています。	

製造時、初めにピンを使用して繊維を圧縮します。	次に、スエードの
ような外観にするために、圧縮した素材を寝かせます。

Kvadrat	のテキスタイル	Waterborn	は、超極細	0.001	デニールのス
ーパーマイクロファイバーで作られています。柔らかさ、耐久性、軽量さ
が特長です。	従来のマイクロファイバーとは異なり、Waterborn	には
溶剤が使用されていないため、従来の製造方法よりも水量を	70%、二
酸化炭素排出量を	35%	削減することが可能です。	

利点：
•   柔らかい
•   しなやか
•   耐摩耗性
•   Waterborn	は	GREENGUARD	Gold	認証を取得済み
•   Waterborn	は革やスエードの持続可能な代替品となっている

推奨用途：
•   公用および私用
•   硬いおよび柔らかい室内装飾用テキスタイル

ポリウレタン（PU）
PU	素材は、ポリウレタンの薄層を織物、ニット生地、または不織布と
結合させて作ります。	一般的にポリウレタン層は耐久性が高く、表面
の耐摩耗性に優れています。

利点：
•   使いやすく、お手入れが簡単
•   優れた耐久性	
•   消毒液で拭くことができる

推奨用途：
•   医療部門
•   柔らかい詰め物および有機的な形状
•   椅子のフレームがファブリックを保護する特殊構造	

PU	素材は、以下のようなものに適していません。
•   人流がとても多い場所
•   シェルチェアおよびスタッキングチェア	–	椅子の端や角の詰め物が
不十分な場合、表面がひび割れしたり、はがれたりする可能性があ
る

•   接着	–	表面の柔軟性が低くなり、ひび割れする可能性がある
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麻: Levino コットン: Harald 3
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再生ポリエステル: Revive 1ウール: Divina MD
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トレビラ	CS: Field 2 マイクロファイバー: Waterborn
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糸からテキスタイルまで
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糸
バラバラの繊維は多数の工程を経て、糸になります。	繊維の開封、洗
浄、調整を行った後に束状にまとめ、

これらの束を伸ばして撚りをかけ、糸に最終的な強度と厚さを与えま
す。	この過程は「紡績」と呼ばれます。

紡績糸
ステープル繊維と呼ばれる、長さが揃えられた繊維で作られていま
す。		
シルクを除く、全ての天然繊維がステープル繊維です。

フィラメント糸
連続した長さを持つ繊維（フィラメント繊維）で作られています。	大
部分の合成繊維はフィラメント糸で作られています。	
合成繊維で作られている全ての	Kvadrat	室内装飾用テキスタイルは
フィラメント糸で織られているため、ピリングができないという利点が
あります。

カード糸
調整工程が少ないため、「ウール感」が比較的強い質感になります。
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梳毛糸
梳毛糸は短繊維を取り除くためにクシで梳かされるため、	とても滑ら
かで光沢がある手触りになります。

諸撚糸
2	本以上の糸で撚りをかけるため、伸張性と均等さが高くなります。	
特殊装置を使用すると、異なる種類の糸に撚りをかけることができま
す。	この方法で、ブークレ糸、始紡糸、輪奈糸が作られます。

シェニール糸
内側の糸に取り付けられた短繊維でできています。		
パイプクリーナーのような外観の糸になります。

染色
素材染色
バラバラのウール	/	コットン繊維の染色または原液着色の合成繊維の
染色を指します。	

先染め
織る前に、オフホワイトの糸を好きな色に染めることを指します。

後染め
オフホワイトの糸で布を織った後に、染めることを指します。 

全ての染色方法には、製造バッチによって色にわずかなバラつきが生
じる場合がありますのでご注意ください。
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Frans	Dijkmeijer	の織物デザインサンプル（平織り）

織り
織物は、異なる組織の	2	本の糸（経糸と横糸）を合わせて作られま
す。		
経糸は縦方向に、横糸は横方向に走ります。

経糸と横糸の組織を組み合わせる方法によって、望ましい織りを作っ
ていきますが、	基本の織りは平織り、綾織り・斜文織り、朱子織りの	
3	種類です。

三原組織	
平織り
最もシンプルで一般的な織りです。	横糸は各経糸の上下を走り、	表
面と裏面の外観が同じです。

平織りは糸の交差数が最も多いため、堅くて強い生地になります。	
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綾織り・斜文織り
綾織り・斜文織りは、織りの工程でできる斜めの縞模様が特長です。	
斜めの縞模様が左から右に走る場合は「Z	撚り」、	右から左に走る場
合は「S	撚り」と呼ばれます。	

綾織り・斜文織りは糸の交差数が少ないため、平織りよりもしなやか
な生地になります。

朱子織り
朱子織りは、経糸または横糸のいずれかが摩耗面を形成するため、生
地の前面と裏面がまったく異なります。

朱子織りは滑らかで光沢のある生地になります。		
また、朱子織りは他の生地よりも密度の高い組織となります。 

複雑な組織 

ジャカード織り
ジャカード織りは、花柄のような有機的または複雑なパターンに使わ
れます。	一本一本の経糸の高さを上げ下げする技法を使用し、	一般
的に電子ジャカード織機で織られます。

二重織り
二重織りは、2	つの糸を一緒に織る技法です。		
このため、生地の両面を前面として使用できます。	多くの場合、二重
織りはベッドカバーとして使われます。

輪奈織り（ノーカットパイル）
輪奈織りは、基盤となる織りに	V	または	W	のようなループ状の糸を	1	
回または	2	回結んで作られます。	これにより、表面の強度が増すた
め、ループを引き抜くことはできなくなります。

ベルベット（カットパイル）
ベルベットの製造技法は輪奈織りと同じですが、	ベルベットの場合
はループを切断するため、表面はとても柔らかい質感になります。

もう	1	つの技法は、2	つのファブリックのパイル面を交互に合わせて
織る方法です。	パイル面は製織中に刃で切断されるため、個別のファ
ブリックができ上がります。



66 67

編み方
ニット生地は多方向に伸縮するため、	柔軟性が高く、有機的な形状
の家具に最適です。	ニット生地を機械製造するには、糸を編み針に
供給して結合されたループを形成します。	

Kvadrat	のニット生地は、主に丸編み機で製造されます。	円状に並
んだ編み針が糸を移動させ、筒状に生地を編みます。	その後、切断
して平らな生地を形成します。	丸編み以外にも、多用性に優れた独
自のニットを製造する方法はたくさんあります。

さまざまな構造
平編み 
平らな二層の生地を作るニット技法で、わずかに構造化された表面
を生み出します。	上の層はウールで、ポリエステル製の裏面と結合し
ています。	テキスタイルが発泡体でラミネート加工されている場合
を除き、前面と裏面を区別するのは簡単ではありません。	テキスタ
イルの体積を増加させるラミネート加工の追加は任意です。	

二重編み 
この種類のテキスタイルは、特定の点で結合する	2	つの層を持って
います。	これらの結合部間の部分がテキスタイルに構造を付与しま
す。	結合部分を見せたり隠したりできるため、深みのあるさまざま
な色の組み合わせが作れます。	

二重編み、単一横糸 
2	層のテキスタイルには、特定の点で結合する	2	つの層を持ってい
ます。	結合部間にある小さな部分がテキスタイルに構造を付与し
ます。	2	層間に横糸を追加すると、テキスタイルにボリューム感を
付与します。	洗濯後、テキスタイルの横糸が結合部分で膨張しま
す。	パターンのサイズと結合部分間の距離がボリュームを変化さ
せます。

二重編み、二重横糸 
太い横糸を使用した	2	層のテキスタイルで、単一横糸のテキスタ
イルと同じ構造です。	パターンが大きいほど、インレー糸が膨張し
てボリューム感が増します。	

ベルベット 
美しいベルベットを編むのは複雑な工程です。	ニットベルベット
を作るには、小さなループを編み、工程の後半でループを切断しま
す。	切断するとウールのパイルが直立するため、柔らかい手触り
と自然の輝きを持つテキスタイルとなります。	ベルベットテキスタ
イルはウールとポリエステルの糸で作られます。	編んだ後にテキ
スタイルのせん断、洗濯、調整を行い、基盤を安定させるためにベ
ルベットを発泡体でラミネート加工します。	また、ラミネート加工
はテキスタイルの端の丸まりを防止します。

ニット生地の縫製に関する推奨事項 
ニット生地と織物は構造的に異なるため、同じ方法で縫製するこ
とはできません。	ニット生地の縫製ガイドラインを参照してくだ
さい	
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屋外用テキスタイル
屋外用テキスタイルは、特殊開発された耐久性が極めて高いトレビ
ラ	CS	の糸を使用しています。	このファブリックは、塩素水、海
水、人工風化への抵抗力が高く、難燃性にも優れています。

さらに、フルオロカーボンは使われておらず、環境に優しい速乾の
撥水加工がされています。

あらゆる屋外空間の他、高湿度で塩素を使用しているスパや屋内
プールでの使用に適しています。

家具に加え、網戸やパラソルにも使用できます。

その他の推奨事項 
構造面から、ニット生地を家具に接着することはお勧めできませ
ん。	接着すると、ニット生地の主な利点でもある伸縮性が失われま
す。	

接着が絶対に必要な場合は、工程を進める前にモックアップを作成
してください。	

ニット生地をピンボードに使用する場合、糸へのダメージと生地の
構造変化を防ぐために、細い針を使用してください。
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平織り: Hallingdal 65 綾織り・斜文織り: Coda
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ジャカード織り: Memory 2 輪奈織り: Letters
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ベルベット: Byram ニット生地: Razzle Dazzle
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前処理法と仕上げ方法

屋外用テキスタイル: Patio
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前処理法と仕上げ方法
シルケット加工
コットンの強度を上げるための処理です。光沢のある仕上がりにな
り、	この効果は永続的に続きます。	コットンを水酸化ナトリウム溶液
内で処理している間に、コットンを伸ばします。

ミルド加工
ウール生地の仕上げ方法で、石鹸水を使用して生地を機械処理しま
す。		
これにより、フェルトのような外観になりますが、	本物のフェルトは
織らないため、ミルド加工された生地とは異なります。

防縮加工
コットン織物向けの制御された伸縮工程で、ファブリックの形状が保
たれやすくなります。
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保護仕上げ

難燃処理
多くの場合、公共建造物向け製品は燃焼試験を通過する必要があり
ます。	
これは、適用場所、国および地域の基準によって異なります。	

数種類のファブリックには難燃処理の義務付けがなく試験を通過しま
すが、大半のファブリックには難燃処理を施す必要があります。	弊社
では、ファブリックが在庫にある時点から防炎処理を計画することが
できます。

概要：
•		大部分のテキスタイルに処理を適用可能
•		ディッピング法で大部分に適用可能
•		裏面塗布としても適用可能
•		一般的には耐洗浄性があり、一部は防水性がある
•		テキスタイルのデザインに応じて必要な量が異なる

難燃処理の種類：
•		ウール生地向けに低発煙	Zirpro	が開発された
•		Flovan	はさまざまな素材に使用可能
•			自社ブランドの難燃剤もさまざまな素材に使用可能

個別のニーズに合わせた要件については、kvadrat.dk/products/
care-and-warranty をご覧ください

防汚処理
Teflon、Scotchgard、Nanotex、フルオロカーボンは全てブランド
名または防汚処理の名前です。	これら	4	つの処理には、永続的に環
境に残留して生分解されないペルフルオロ化合物（PFC）が含まれて
います。	PFC	物質は健康にとって有害な可能性が指摘され、がん、
免疫疾患の発症や、肝臓および生殖器系に害を与える可能性がありま
す。

PFC	を基盤とする化学構造の一部は法律により制限されており、将
来的にはこれに該当する他の化学構造も制限される予定です。	その
ため、Kvadrat	では防汚処理を推奨しておらず、持続可能な他の代替
案を今後も模索し続けます。	弊社の知る限りでは、PFC	を基盤とし
た処理は永続的ではなく、ファブリックに汚れが付着するのを防止す
ることはできません。また、使用およびクリーニングによって加工の効
果は徐々になくなります。

大半の場合、PFC	の防汚塗料および防水塗料の使用は必要なく、持
続可能なプロファイルに沿わないため、弊社ではこれらの物質を使用
してテキスタイルを処理することはありません。	テキスタイルをご自
分で防汚処理する際には、以下のことに留意してください。

ウールは汚れに強いため、処理を行う必要はありません。
この処理は可燃性には影響しません。

処理により難燃性が低下するため、トレビラ	CS	/	難燃性ポリエステ
ルには処理を加えないことをお勧めします。

処理を適用可能。

処理を適用不可。

Waterborn	は屋外環境で使用されるため、軽度の撥水処理が施され
ています。そのため、その他の処理は必要ありません。

ウール

トレビラ CS / 難燃
性ポリエステル

難燃性合成繊維

ポリウレタン

マイクロファイバー
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耐久性試験
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耐摩耗
マーチンデール
EN	ISO	12947-2	が最も広く使用されており、室内装飾用テキスタイ
ルの耐摩耗を検査する最も正確性の高い試験です。

マーチンデール試験では、所定の負荷を適用し、ファブリックを一般
的なウールテキスタイルと擦り合わせます。

マーチンデール摩擦試験機は	5,000	回転摩擦動作の間隔で実行しま
す。	この試験は	2	本の糸が磨滅するまで行われます。

公共施設 & オフィス

集中的に使用されていないホテル、会議室、病棟
•  柔らかい室内装飾用テキスタイル	10,000	回転	
•  硬い室内装飾用テキスタイル	15,000	回転

	
病院、介護施設、大会合場および生徒向けの寮の
ロビー
•  柔らかい室内装飾用テキスタイル	15,000	回転	
•  	硬い室内装飾用テキスタイル	25,000	回転
	
オフィス、スタッフルーム、会議室、講義室、レスト
ラン、食堂、映画館、劇場、飛行機	
•  	柔らかい室内装飾用テキスタイル	25,000	回転	
•  	硬い室内装飾用テキスタイル	35,000	回転
	
電車、バス、客船、ホテルのロビー、出発ホール、カ
フェテリア、学校、子供および若者向けの施設
•  	柔らかい室内装飾用テキスタイル	30,000	回転	
•  硬い室内装飾用テキスタイル	45,000	回転

自宅
	
時々使用される部屋	
•  柔らかい室内装飾用テキスタイル	10,000	回
転	
•  硬い室内装飾用テキスタイル	15,000	回転

集中的に使用される部屋	
•  	柔らかい室内装飾用テキスタイル	15,000	
回転	
•  硬い室内装飾用テキスタイル	25,000	回転

室内装飾用テキスタイル分類（第	5	版）、Danish	Technological	Institute（2002	年）
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ワイゼンビーク
ワイゼンビークはマーチンデールと同様に摩耗を測定するための試験
ですが、	試験方法はマーチンデールとは異なります。

ワイゼンビーク摩擦試験機は経糸と横糸に沿って擦り、マーチンデー
ル摩擦試験機は八の字の形状で擦ります。

会議室やホテルのダイニングルームのような使用頻度が高い場所の推
奨仕様は、ワイゼンビーク摩擦試験機で	30,000	往復摩擦（またはマ
ーチンデール摩擦試験機で	40,000	回転）です。

ただし、劇場、24	時間体制の救急処置室、空港ターミナルのような特
定の場所向けの試験では、30,000	往復摩擦以上が必要になる場合
があります。	

ACT	任意
摩耗
織物のガイド

摩擦により生じたファブリック表面のすり減り。

人流が少ない場所	/	私有エリア	–	室内装飾用ファブリック
ASTM	D4157（ACT	認証済み、#10	コットンダック）
15,000	往復摩擦、ワイゼンビーク法
ASTM	D4966（12	KPa	の圧力）
20,000	回転、マーチンデール法

人流が多い場所	/	公用エリア	–	室内装飾用ファブリック
ASTM	D4157（ACT	認証済み、#10	コットンダック）
30,000	往復摩擦、ワイゼンビーク法
ASTM	D4966（12	KPa	の圧力）
40,000	回転、マーチンデール法
¦ °
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ピリング
ピリングとは、ファブリックにできる「毛玉」を指す用語です。使用す
るにつれて表面に形成されます。

ピリングの試験は、マーチンデール摩擦試験機で行われます。	摩耗試
験で使用したものと同じファブリックと擦り合わせますが、	この試験
では負荷は適用されません。	その後、擦り合わせたファブリックの外
観を試験前に撮影した写真と比較します。

5（良い）～1（悪い）の尺度で評価されます。

方式：	EN	ISO	12945
ASTM	D3511（ACT）
¡

縫い目スリップ	
縫い目スリップ試験は、標準的な縫い目を使用して、経糸に重なる横糸
（または横糸に重なる経糸）のスリップに対する抵抗力を特定するた
めに行われます。

結果は合格	/	不合格の基準で判断されます。これは、家具製造業者
が縫い目の長さ、縫い代などの調整を決めるための情報として使用さ
れます。	

ASTM	D4034（ACT）
¡

耐光性
耐光性は、テキスタイルが光の下で色を保持できるかどうかに関連し
ます。	耐光性試験では、所定の期間、サンプルを人工日光にさらしま
す。	

1～8	の範囲で評価され、8	が最高点となります。	1	点の増加は耐光性
の倍増に相当します。つまり、同じように色あせるまでに	2	倍の時間を
要することになります。

Kvadrat	は	5	を最小要件としています。

方式：	ISO	105	B02、方式	2	
AATCC	16、40	時間（ACT）	
¿
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お手入れ耐候性
耐候性とは、テキスタイルが屋外で紫外線フィルター無しの人工日光と
湿度にさらされた場合の色あせ度合いを指します。

8（良い）～1（悪い）の尺度で評価されます。	
1	点の増加は耐光性の倍増に相当します。つまり、同じように色あせる
までに	2	倍の時間を要することになります。

方式：	ISO	105	B04

摩擦堅牢度
テキスタイルを他の素材と擦り合わせて着色させた場合の、テキスタ
イルの色の抵抗力を示す用語です。	水研ぎと空研ぎがあり、

5（良い）～1（悪い）の尺度で評価されます。	
Kvadrat	は空研ぎの最小要件を	4、水研ぎの最小要件を	3～4	として
います。

方式：	ISO	105	X12
AATCC	8（ACT）	
¶
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お手入れ 
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
シミには素早く対応してください。	吸水性のナプキンや布で液体を
吸収し、	固まった汚れはスプーンや刃の鋭くないナイフで削りま
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。	効果を高めるには、ボトルを振ってください。

その際には、テキスタイルを濡らしすぎないよう注意してください。	
シミの中心に向かって円を描くように優しく叩き、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、適切なシミ抜き剤や、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。
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シミ抜き用の溶剤を使用する際は、まず目に付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
なシミ抜き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
シミ抜きをすると、黒い点が残ってしまう場合があります。	
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。	

シミや圧力によるへこみは、湿気のある状況で柔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少
なくとも	10	cm	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。

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、コットンベロアのテキスタイル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。

ベロアテキスタイルは平織りテキスタイル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
シミ抜き後、シミの外端から中心に向かってドライヤーを弱設定でか
けると、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。	カーペット
クリーニング用ではなく、室内装飾用ファブリックの抽出クリーニング
用のマウスピースを使うことが重要です。

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。
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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
通常、トレビラ	CS	や難燃性ポリエステルなどの合成繊維製の取り外
し可能カバーは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。

取り外し可能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。

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。

取り外し可能な毛織物の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。

サンプル素材の洗濯温度や縮みに関する詳しい情報は、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	/	混合

•   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
痛めず、変色させずに使用できます。	濃度は	70～80%	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トレビラ	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
痛めず、変色させずに使用できます。	濃度は	70～80%	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ることな
く使用できます。	濃度は	1,000～1,200ppm	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重要です。

•   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重要です。

•   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。

•   トレビラ	CS	を含むポリエステル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。

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。
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お手入れマーク

洗濯

Y 洗濯の基本マークとして、洗面器が使用されます

F 数字はテキスタイルが許容できる最高温度を示します

S 洗面器マークに下線が引かれている場合は、繊細な物に適した洗
濯方法を使用する必要があります。	繊細な物に適した洗濯方法
とは、より高い水位でより優しく洗濯することです。テキスタイル
にしわができにくくなります。	「ハーフロード」および「ジェントル
スピン」の用語が追加で表示されます

G 製品が洗濯によって破損する場合、基本マークに	X	印が付きま
す。X	印が付いていない場合は、補足でリスクに関する情報が表
示されます

漂白

Z 洗濯に関連する漂白は、三角が基本マークとして使用されます。	
漂白できる場合、塩素の化学記号「CI」が三角内に表示されます

B 製品を破損させるため、漂白を避けた方が良い場合は、基本マー
クに	X	印が付きます

ドライクリーニング

T ドライクリーニングの基本マークとして、丸印が使用されます

D 丸内の文字は、使用する必要があるドライクリーニング液とドライ
クリーニング方法を示します（ドライクリーニング業者向けの情
報）

H 基本マークに下線が引いてある場合は、デリケート用のドライクリ
ーニング工程が必要なテキスタイルであることを意味します

L 製品がドライクリーニングによって破損する場合、基本マークに	X	
印が付きます。X	印が付いていない場合は、補足でダメージに関
する情報が表示されます
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乾燥

V ランドリー乾燥の基本マークとして、正方形内に丸印のあるマーク
が使用されます

o 全ての乾燥方法（回転式乾燥、
X 吊り干し、濡れたままでの吊り干し、平干し）を使用できる場合、
このマークには回転式乾燥で使用できる基本の最高温度が	1	つ
または	2	つの点で示されます

C 製品が回転式乾燥によって修復できないほどにまで破損する場
合、基本マークに	X	印が付きます

アイロン掛け

U 洗濯後のお手入れの基本マークとして、アイロンのマークが使用さ
れます。	温度は、アイロンのマーク内に	1～3	つの点の数で示さ
れます。

E 最大	110°C、蒸気有りまたは蒸気無しの状態でアイロンをかけま
す（アクリル	/	アセテート）

I 最大	150°C、蒸気有りまたは蒸気無しの状態でアイロンをかけま
す（ウール	/	ポリエステル	/	ビスコース）

J 最大	200°C、蒸気有りまたは蒸気無しの状態でアイロンをかけま
す（コットン	/	麻）

a 製品がアイロン掛けによって破損する場合、基本マークに	X	印が
付きます

テキスタイルラベルのその他のマーク

2 矢印は、サンプルと比較したファブリック全体で織端がある場所
を示します

i 輸送防火要件を満たしていることを検査および承認済み	–	委員会
指令	2010/68/EF	により、EU	舶用機器指令（96/98/EC）を改
訂済み

u 最小限として	EN	1021-1/2	に合格

j 音響学的特性の試験を通過したテキスタイル

l EU	エコレベルに準拠したテキスタイル

ACT マーク

€ 可燃性に関する米国カリフォルニア州	の公示：	117-2013

¶ 湿潤摩擦および乾燥摩擦色落ち

¿ 耐光染色堅牢度

¡ 物理的性質（ピリング、破壊強度、縫い目スリップ）

° 少ない人流での摩耗

¦ 多い人流での摩耗
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環境ラベル / 証明書
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EU エコラベル 
EU	エコラベルは、製品寿命が市場の特定カテゴリでトップの場合に
のみ与えられます。	

EU	エコラベルのあるテキスタイルは、環境および機能性のパフォーマ
ンスにおいて、特定製品カテゴリで	3	位以内に入ることを意味しま
す。

EU	エコラベルの多くの基準は	3	つの主要分野に分けられます。

1.			使用される繊維の種類に関する環境要件
2.		工程と化学物質に関する環境要件
3.	完成したテキスタイル要件の遵守

l
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GREENGUARD Gold
GREENGUARD	Gold	認証は建物製品および素材から排出される
化学物質や粒子放出量が屋内空気品質汚染閾値内にあり、屋内の空
気環境が良好なことを確認します。

Kvadrat	のテキスタイルの過半数は	GREENGUARD	Gold	認証を
取得しています。	この証明書は、LEED、WELL、BREEAM、DGNB	
などのようなグリーンビルディングスキームの取得に役立ちます。

HPD（健康製品宣言）
HPD	は、製品に含まれる内容物を健康関連の視点から宣言する
ものです。

HPD	は、LEED、WELL、BREEAM、DGNB	などのようなグリー
ンビルディングスキームの取得に役立ちます。

https://www.hpd-collaborative.org/

EPD（環境製品宣言）
弊社の	EPD	はライフサイクルアセスメント（LCA）を基盤としてお
り、製品寿命評価の	ISO	14040	基準の原則を遵守しています。こ
れにより、弊社製品の環境影響についての情報を提供することが
できます。	データは、国際的に認められた	LCA	データベース、各
種文献、Kvadrat	および弊社サプライヤーの知識を組み合わせた
ものです。	このモデルは標準的な	EN15804	に基づき、EU	の製
品環境フットプリント（PEF）に沿って構築されています。	
Kvadrat	のテキスタイルの過半数は	EPD	認証を取得していま
す。

EPD	は、緑の建築スキームに対する製品寿命の影響についての補
足情報を提供することができます。

弊社が取得した全ての証明書と宣言は、弊社ウェブサイトでご覧
いただけます。 製品を検索した上で、下方向にスクロールすると
ダウンロードと証明書が表示されます。

弊社の環境証明書の詳細については、次のリンクをご覧くださ
い：
kvadrat.dk/about/environment-and-quality
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オーストラリアから出荷された未加工ウール メランジ効果を生むために混合された生地色と黒色のウール
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Divina	MD テキスタイルに固有の色合いを生むために混合されたさまざまな色のウール
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織り機用に準備されている糸
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織り機	  
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マーチンデール試験の結果
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最終的な品質チェック
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Kvadrat	本社（デンマーク、エーベルトフト）で出荷準備ができたテキスタイル
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人工素材			42 – 49
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シルケット加工			79
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ポリエステル、再生			45,	53
ポリプロピレン			44

お問い合わせ

Kvadrat	では、お客様からのご意見・ご感想を常に受け付けていま
す。	ご質問がある場合や、お近くの	Kvadrat	担当者とお話になりた
い場合は、kvadrat.dk/en/about/contact	にアクセスしてください

本社
Lundbergsvej	10	
8400	Ebeltoft
Denmark

電話番号	+45	8953	1866
ファックス	+45	8953	1800
電子メール	kvadrat@kvadrat.org
kvadrat.dk
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Luke	Evans：		18 – 19
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