
　本製品は防炎認定品です。
　※御簾・亀甲簾・詩・時は、
　　ご指定してくだされば、
　　防炎認定品となります。

　本製品は全て、
　インテリアファブリックス性能評議会の
　ホルムアルデヒド放散速度自主基準値を
　満たしたＦＩＦ☆☆☆☆認定品です。

　神社仏閣用「御簾」、
　座敷簾「詩」・「時」、「別注　亀甲簾」は、
　経済産業大臣指定伝統的工芸品として、
　認定されています。

登録確認機関名

財団法人 日本防炎協会

ＡＥ- 27 -0064
消防庁登録番号

製品について
●製品・取付上のご注意
①経時変化に伴い色の変化が生じる場合があります。生成色は、色合いの変化が顕著な場合があります。
②色調・風合いなどにおいて原材料に起因するばらつきが生じる場合があります。　
③仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。
④伸縮が発生する場合があります。（※製品の伸縮について　参照）　　　　　　　
⑤座敷簾・神社仏閣用 御簾の縁は、シワが出る場合があります。
⑥特有のにおいが発生する場合がありますが、これは主原料である天然素材と染料のにおいによるためで、人体に害を与えるものではありません。
　また経時変化に伴い薄れていきますが、気になる場合はできるだけ換気をしていただくことをおすすめします。
⑦本製品は全て屋内用です。屋外へは取付をしないでください。　
⑧高温多湿・水に濡れることが予想される場所へは取付をしないでください。カビが生える場合があります。　
⑨取付時には付属の説明書をご確認ください。　
⑩製品に付属の取付金具などは木部用です。木部以外には使用しないでください。　
⑪製品を取付けする下地の強度や材質を確認し、取付金具などの取付数量と取付位置を守り、製品は水平に確実に取付してください。
　確実に下地に取付が出来ていない場合、製品が水平に取付できていない場合は、落下・巻きズレなどの原因となります。
⑫カタログの印刷された写真と実際の製品とでは、色・質感において異なる場合があります。
⑬本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価の変動などにより、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。　
⑭カタログに記載されている表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。採寸・取付・工事費などは含まれておりません。

●使用上のご注意
①小さなお子様に、御簾・各座敷簾の巻き上げなどをさせないでください。鉤丸・鉤・丸鈎などで遊ばせないでください。
　御簾・各座敷簾の鉤丸・鉤・丸鈎などが体に巻きついたり、手足に引っかかるようなことをしないでください。
　思わぬ事故の恐れがあります。特にお子様が首をかけないように、十分にご注意ください。
②製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
③急激な巻上げや無理な巻上げは絶対にしないでください。製品の落下や故障、破損の原因となります。
⑤御簾・各座敷簾などの巻き上げの範囲内に破損の恐れがある物や、操作の障害となる物を置かないでください。
⑥製品は決められた製品高（Ｈ）の範囲でご使用ください。範囲外でご使用になると、製品の落下・故障・破損の原因となります。
⑦メカ部の分解や可動部への注油はおやめください。故障・破損の原因となります。　　
⑧高温多湿・火のそば・加湿器の周辺などでは、ご使用にならないでください。　
⑨風の強いときは窓を閉め、製品に当たらないようにしてください。　
⑩製品の取付状態など、定期的にご確認をしてください。　
⑪製品が汚れた場合は、ハタキなどでホコリを落としてください。水分を含んだタオルなどでは拭かないでください。

●製品(すだれ)の伸縮について
　①基本的に夏場は縮み、冬場に伸びるという現象が生じやすいと考えることができますが、製品の設置場所の環境によっても左右される場合が多く、
　　夏でも乾燥している場所であれば伸び、冬でも湿度の高い場所では縮む場合があります。特に条件の激しい場合は一日の朝晩でも丈の長さが変わってきます。
　　※縮む現象　：降雨時・高湿度の時は、生地・編糸に水分が含まれることで膨張し、縮む現象が発生します。（特に梅雨の時期）
　　※伸びる現象：好天時・乾燥の時は、水分が抜けて生地・編糸が収縮し、生地重量も併せて伸びていきます。
　②商品の到着後は梱包時の＜折り癖＞によって、高さが多少短くなっている場合があります。
　　御簾・各座敷簾を長い間上げた状態の場合も、＜折り癖＞によって高さが多少短くなっている場合があります。
　③製品は最終的には丈が2～5％程度伸びていく方向にあります。当社は㎜単位からのオーダーをお受けしておりますが、天然素材を使用したすだれ特有の
　　性質により、指定サイズの誤差が生じる場合があります。製品の丈伸び（※）につきましては、出荷時より一年以内であれば、当社に送って頂けると
　　無償で丈調整いたします。（50㎜以上伸びた場合に限ります）
　　送料別途・工場での修理対応となります。現場での対応は出来ませんので、ご了承ください。

　以上の理由から、「製品は伸縮し変形しやすい」「製品の左右で丈が異なる」「弓状に反る」など、年間を通じて安定することは難しい性質を持った製品です。
　そのため、製品全般ではゆがみ・ねじれなどが生じる場合があります。

●防炎商品
　当社は消防庁長官が認定した製造業者です。
　防炎規制を受ける防火対象物には、必ず防炎加工を施した品番をご使用ください。　認定番号　ＡＥ-27-0064

●防炎加工について
　製品に使用している木(竹)材料には、防炎品のみ防炎加工が施されています。この防炎済自体は、気候・温度・湿度などによって、
　潮解現象（固体が空気中の水分を吸収して溶解する現象）を起こす場合があり、商品(生地)の表面が白く粉をふいたような状態になる場合があります。

●販売
　各代理店様を通じての販売となります。御簾・各簾生地については、場合により直接のお取引にて対応しております。

●運賃/配送
　数量・台数を問わず、商品合計が5万円以上の場合は無償となっています。（一部地域・指定便・現場宛などは除く）
　商品合計が5万円未満の場合と部材だけの場合は、別途運送費が必要となります。金額とくわしい内容につきましては、お問い合わせください。
　出荷日には責任を持ちますが、着日につきましては当社では責任を持てませんので、納品には余裕を持ってくださるようにお願いいたします。

●保証期間
　商品の到着後、直ちに製品の数量・仕様及びキズ・破損等を必ずご確認ください。万一損傷がある場合には、到着後１週間以内にご連絡ください。
　この期間以降のクレームはお受けできない場合がありますのでご了承ください。天然素材本来の自然なキズなどは、ご容赦ください。
　商品の保証期間は工場出荷日より１年間です。この期間中に製品の欠陥により損傷が生じた場合には、無償にて修理させていただきます。
　これ以外については実費にての修理となります。
　※工場への返品・工場での修理対応になります。現地での対応は出来ませんのでご了承ください。（消耗品は除きます）

　以下の条件に起因する場合については、当社はその責を負いかねます。
　①直射日光・自然環境・経時変化・特殊環境・冷暖房等の電気製品などによる変形・変色。
　②納品後の移動・輸送、不適切な取り扱いや、不注意により生じた破損・故障。　
　③特注加工品



経済産業大臣指定伝統的工芸品の
大阪金剛簾は、伝統マーク対応です。
伝統マークは、伝統の「伝」の字と
日本の心を表す赤丸を組み合わせ
たものです。
神社仏閣用「御簾」、座敷簾「詩」、
座敷簾「時」、「別注　亀甲簾」は
伝統マーク対応品です。



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



￥10,000

￥14,800

￥   200

￥10,000

￥25,400

￥   600

￥14,800上縁は片面仕上 ２５％

●ご注文の際には、＜製品について＞をご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

※上図は、神殿用花菱(小)です。縁のサイズは、品番・ロットにより変動する場合があります。帽額柄は片面仕上げが標準となります。詳しくは、当社営業部までお問合せください。

神社仏閣用・御簾の価格について

価格については、都度の御見積りとなります。
詳しくは、弊社営業部までお問合せください。

・御簾の本体
・鉤丸・鉤(麻房三段染・神殿用鈎)
・神殿用 花菱(大)
・オプション取付金具
　(菊座折釘　/　並・上・特上)
　(乙鈎、箱長押・自在長押・棒長押)



新 大和錦（赤）/ しん やまとにしき（あ　か）

新 大和錦（緑）/ しん やまとにしき（みどり）

本 大和錦（赤）/ ほん やまとにしき（あ　か）

本 大和錦（緑）/ ほん やまとにしき（みどり）Ｇ-４

Ｇ-１

品番 名 称（色）　/ 　読み方 品番 名 称（色）　/ 　読み方

Ｇ-２

Ｇ-３

正絹

化繊

なし あり

防炎加工ＵＰ率

なし あり

防炎加工ＵＰ率

なし あり

防炎加工ＵＰ率
素材 素材

化繊

正絹

帽額 麻　　布（縹　色）/ もこう あさぬの（はなだいろ）

帽額 麻　　布（萌黄色）/ もこう あさぬの（もえぎいろ）

帽額 綿　　布（縹　色）/ もこう めんぬの（はなだいろ）

帽額 綿　　布（萌黄色）/ もこう めんぬの（もえぎいろ）Ｇ-13

Ｇ-10

品番 名 称（色）　/ 　読み方

Ｇ-11

Ｇ-12

帽額 テトロン（縹　色）/ もこう テトロン（はなだいろ）

帽額 テトロン（萌黄色）/ もこう テトロン（もえぎいろ）Ｇ-15

Ｇ-14

四出雲　　/ よつでぐもＧ-８ 化繊

※Ｇ-３～８・Ｇ-10～15は常時在庫していない場合があります。
　ご注文前に納期の御確認をお願いいたします。

４０％ ５５％

２５％ ４０％ ３５％ ５０％

２５％ ４０％

２５％ ４０％

２５％ ４０％

― ２５％ 燭光 金襴 / しょっこう きんらんＧ-７ 化繊 麻

素材

綿

化繊

並 上 特上

菊座折釘　きくざおれくぎ

￥200/個

折　釘
おれくぎ

二重折釘
にじゅうおれくぎ 宣徳色 銀古美色

自在長押　じざいなげし

宣徳色 銀古美色

箱長押　はこなげし乙鈎 おつかぎ

(宣徳色)

棒長押 ぼうなげし

(宣徳色)

神社仏閣用・御簾の価格について

価格については、都度の御見積りとなります。
詳しくは、弊社営業部までお問合せください。

・御簾の本体
・鉤丸・鉤(麻房三段染・神殿用鈎)
・神殿用 花菱(大)
・オプション取付金具
　(菊座折釘　/　並・上・特上)
　(乙鈎、箱長押・自在長押・棒長押)

神社仏閣用・御簾の価格について

価格については、都度の御見積りとなります。
詳しくは、弊社営業部までお問合せください。

・御簾の本体
・鉤丸・鉤(麻房三段染・神殿用鈎)
・神殿用 花菱(大)
・オプション取付金具
　(菊座折釘　/　並・上・特上)
　(乙鈎、箱長押・自在長押・棒長押)

※菊座折釘、乙鈎、箱長押、自在長押、棒長押の各価格につきましては、都度、お問合せください。※鉤丸・鉤（麻房三段染・神殿用鈎）の各価格につきましては、都度、お問合せください。



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



ＦＵ-４１（生成）　　※旧 ＦＵ-31

ＫＭ-21（生成）　※旧 ＫＭ-10

ＭＯ-11（薄茶）　※旧 ＭＯ-01 ＭＯ-12（濃茶）　※旧 ＭＯ-02 ＭＯ-13（黒茶）　※旧 ＭＯ-03

ＫＭ-22（薄茶）　※旧 ＫＭ-11 ＫＭ-23（濃茶）　※旧 ＫＭ-12 ＫＭ-24（黒茶）　※旧 ＫＭ-13

ＫＭ-34（黒茶）　※旧 ＫＭ-17ＫＭ-33（濃茶）　※旧 ＫＭ-16ＫＭ-32（薄茶）　※旧 ＫＭ-15ＫＭ-31（生成）　※旧 ＫＭ-14

ＦＵ-４２（生成）　　※旧 ＦＵ-32

ＦＵ-４４（濃茶）　　※旧 ＦＵ-34ＦＵ-４３（薄茶）　※旧 ＦＵ-36 ＦＵ-４５（黒茶）　※旧 ＦＵ-37

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



※防炎加工：２５％ＵＰ

※防炎加工：２５％ＵＰ

※図は中縁一本入の参考図です

①品　番　：

・詩　　（ＹＵ-11～13、ＹＵ-21～23）

・時　　（ＹＴ-11～13）

・亀甲簾（ＪＫ-01～04）

・座敷簾 小　紋（ＭＯ-11～13）

・座敷簾 こもれ（ＫＭ-21～24、ＫＭ-31～34）

・座敷簾 風　雅（ＦＵ-41～45）

②上　縁　：55㎜

③下　縁　：35㎜

④立　縁　：35㎜

⑤中　縁　：70㎜（時・詩は入りません）

⑥吊金具

⑦鉤丸

⑧鉤

⑨取付金具：図は洋灯吊使用例

●ご注文の際には、＜製品について＞をご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

※巻上テープの色は、茶色のみとなります。

※上図は、鉤丸Ｌ400の場合です。

巻
上
寸
法

＜巻上方法＞

 ①座敷簾の下端から、丁寧に巻き上げます。

 ②座敷簾を鉤に乗せて、固定してください。

＜巻上寸法の目安＞

 鉤丸Ｌ400　→≒380

巻
上
寸
法

⑦鉤丸（こまる）

形　状

鉤
丸
Ｌ

120

製品Ｈ 鉤丸Ｌ

～ 350 250

～ 400 300

～ 450 350

～ 600

400

～2100

～2200 500

～2300 600

～2400 700

色　名

朱　　赤

むらさき

うぐいす

茶

⑧鉤（こ）

150
90 85

125

形　状 鉤の有無製品Ｈ

無～ 600

有～2400

色　名

宣 徳 色

銀古美色

⑥吊金具（ゆきわセット）

「鉤」の代わりに「真田紐」に金具を付けた＜巻上テープ＞で、座敷簾を巻き上げる加工です。

「座敷簾」の後部に窓面などがあり、「鉤」が窓面に接触する恐れなどがある場合などにおすすめです。

■オプション：巻上テープ

ゆきわの色製品Ｈ

宣徳色～ 600

ご指定の

鉤と同色
～2400

色　名

宣 徳 色

銀古美色

形　状

ゆきわ

つぼ

ふた

15

●巻上図

●詳細図

15
12

55

35

  製
  品
  高
（Ｈ）

＜巻上図＞＜表面＞

550

留金具(オス)

＜裏面＞

留金具(メス)

300

●巻上寸法　≒400（鉤丸Ｌ400の場合）

Ｈ寸法・鉤丸Ｌによって変動します。（ご指示いただくことも可能です）

 ⑥鉤（こ）の色

　　※～Ｈ600までは、鉤のご指定は不要です。～Ｈ600までの場合で、鉤が必要な場合はご指定ください（料金別途）。

　　※オプションの巻上テープを希望される場合は、ご指定は不要です。

　　※ご指示のない場合は宣徳色となります。

 

①製品の下部を、下から手で丁寧に巻き上げます。

②製品の表面の巻き上げます。

③テープの留金具(オス)を製品の裏面にくぐらせて、

　留金具(メス)に差込み連結して固定します。

●連結の仕方

 ①商 品 名

 ②簾生地の品番

 ⑪鉤丸の長さ

　　※ご希望の長さがあれば、ご指示ください。（調整可能範囲があります）

 ⑫巻上寸法

　　※ご希望の巻上寸法があれば、ご指示ください。（調整可能範囲があります）

 ⑬オプション取付金具の有無（名称・数量）/オプション巻上テープの有無

　　※標準では洋灯吊が付属しています。

 ③防炎の有無

　　※座敷簾「詩」・「時」・「亀甲簾」のみ（小紋・こもれ・風雅は防炎加工済）

　　※防炎加工の場合は、単価が２５％ＵＰとなります。

 ⑤鉤丸（こまる）の色

 ④縁の品番

 ⑩取 付 高

 ⑨取付位置（天井付・正面付）

　　※オプション取付金具で取付される場合は、明記不要です。

 ⑧台　　数

 ⑦サイズ（Ｗ×Ｈ）

　　※Ｗ：Ｈ＝1：3以内がおすすめです

 例①　詩

 例②　ＹＵ-21

 例⑥　宣徳色

 例⑪

 例⑫　巻上寸法５００

 例⑬　自在長押（宣徳色）×２個

 例③　有

 例⑤　うぐいす色

 例④　Ｈ-７５

 例⑩　１９００

 例⑨　

 例⑧　１台

 例⑦　９５０×１８００



ＦＵ-４１

～

ＦＵ-４５

ＫＭ-２１

～

ＫＭ-２４

ＫＭ-３１

～

ＫＭ-３４

ＭＯ-１１

～

ＭＯ-１３

ＪＫ-０１

～

ＪＫ-０４

■オプション取付金具

￥200/個

折　釘
おれくぎ

二重折釘
にじゅうおれくぎ 宣徳色 銀古美色

自在長押　じざいなげし

宣徳色 銀古美色

箱長押　はこなげし乙鈎 おつかぎ

(宣徳色)

棒長押 ぼうなげし

(宣徳色)

■オプション巻上テープ

￥4,000/台

～Ｗ1800
（２本）

￥6,000/台

～Ｗ2400
（３本）

￥8,000/台

～Ｗ2700
（４本）

※乙鈎、箱長押、自在長押、棒長押の各価格は、都度、お問合せください。

※防炎加工：２５％ＵＰ

①製品幅(Ｗ)＝窓枠の内側寸法 - 隙間寸法(8～10㎜以上）

②製品高(Ｈ)＝窓枠の内側寸法 - 取付金具Ｈ - 隙間寸法

①製品幅(Ｗ)＝窓枠の外側寸法(両端に障害物がない場合）
　※障害物がある場合は、障害物より片側４㎜以上を差し引いてください。

②製品高(Ｈ)＝窓枠の外側寸法
　※床などの接地面がある場合は、隙間寸法を差し引いてください。

①製作寸法は、Ｗ：Ｈ＝1：3以内がおすすめです。1：3を超える場合は安定しない場合があります。
②連装される場合は、製品と製品の間に4～5㎜以上の隙間寸法を推奨します。
③巻上げたり下げたりすることが多い場合などは、製品と製品の間の隙間寸法を多めに取られることをおすすめします。
④製品Ｈは、吊金具を含んだＨ寸法です。取付金具は含んでおりません。（採寸方法②を参照）ご注文時は、取付金具を差し引いた寸法をご指示ください。

■標準仕様と別注仕様

「亀甲簾」には短納期で対応できる

標準仕様の他に、別注仕様の

「別注　亀甲簾」も製作できます。

「別注　亀甲簾」につきましては、

別途御見積いたします。

詳しくは、弊社営業部まで

お問合せください。

■別注仕様■標準仕様

ＪＫ-01～04


