
IM3020 メタリカ #REF! #REF! 0

Width 320 cm Price 16,280 円/m 以下、全てスタンダードローマンシェード価格
Repeat　 タテ 40 cm Remarks トルコ製 ■プレーンシェード／コード式

ヨコ 46 cm 横使い 後防炎可 H ＼ W 18～50 ～90 ～140 ～190 ～240

48～100 - - - - -

Quality ポリエステル100％ ～150 - - - - -

   ～200 - - - - -
水洗い寸法変化率　　　タテ -0.5 ％　　　　ヨコ 0.0 ％ ～250 - - - - -
ド ラ イ寸法変化率　　　タテ 0.0 ％　　　　ヨコ 0.0 ％ ～290 - - - - -
洗濯絵表示 ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

前幕プレーン+後幕プレーン以外の最大制作寸法は、200×220㎝です

■プレミアムオーダーカーテン ¥1,100

約 2  倍ヒダ ～75 ～100 ～125 ～150 ～175 ■プレーンシェード／ドラム式
約1.5倍ヒダ ～100 ～132 ～166 ～200 ～232 H ＼ W ～140 ～190 ～240 ～290 ～340
ワンプリーツ ～107 ～142 ～178 ～214 ～250 48～100 - - - - -

フラット ～150 ～200 ～250 ～300 ～350 ～150 - - - - -

～300 45,870 66,000 76,120 86,240 96,250 ～200 - - - - -

～250 - - - - -
約 2  倍ヒダ ～200 ～225 ～250 ～275 ～300 ～290 - - - - -
約1.5倍ヒダ ～266 ～300 ～332 ～366 ～400 ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

ワンプリーツ ～285 ～321 ～357 ～392 ～428
フラット ～400 ～450 ～500 ～550 ～600 ■シャープシェード／コード式

～300 106,370 116,380 126,500 136,620 146,630 H＼W 18～50 ～90 ～140 ～190 ～240
耳縫製:2.5㎝ﾀﾞﾌﾞﾙ、裾縫製:10㎝ﾀﾞﾌﾞﾙ(ｺｰﾅｰｳｴｲﾄ有) (掬縫い) ～100 41,690 55,990 70,840 83,160 97,130

～150 44,000 58,960 74,580 87,450 102,740

～200 46,310 61,930 78,210 91,740 108,460

■スタンダードオーダーカーテン ¥1,100 ～250 48,620 64,900 81,840 96,030 114,180
約 2  倍ヒダ ～75 ～100 ～125 ～150 ～175 ～290 50,930 67,870 85,470 100,430 119,790
約1.5倍ヒダ ～100 ～132 ～166 ～200 ～232 ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

ワンプリーツ ～107 ～142 ～178 ～214 ～250 前幕プレーン+後幕プレーン以外の最大制作寸法は、200×220㎝です

フラット ～150 ～200 ～250 ～300 ～350

～300 37,840 55,880 64,900 73,920 82,830 ■シャープシェード／ドラム式
ウエイトテープ付 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! H＼W ～140 ～190 ～240 ～290 ～340
約 2  倍ヒダ ～200 ～225 ～250 ～275 ～300 ～100 73,590 85,800 99,770 111,320 122,870
約1.5倍ヒダ ～266 ～300 ～332 ～366 ～400 ～150 77,220 90,090 105,490 117,700 129,910
ワンプリーツ ～285 ～321 ～357 ～392 ～428 ～200 80,960 94,490 111,210 124,080 136,950

フラット ～400 ～450 ～500 ～550 ～600 ～250 84,590 98,780 116,820 130,460 143,990

～300 91,850 100,870 109,890 118,910 127,930 ～290 88,220 103,180 122,540 136,840 151,030

耳縫製:2.5㎝ﾀﾞﾌﾞﾙ、裾縫製:10㎝ﾀﾞﾌﾞﾙ(ｺｰﾅｰｳｴｲﾄ有) (本縫い) ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

　タッセル1本に付き 

　タッセル1本に付き 

◆上記表示価格は税込み価格になります ◆上記表示価格は税込み価格になります

株式会社ニーディック 株式会社ニーディック


