
IM4058 リネンドッツ NL IM4058 リネンドッツ NL

Width 297 cm Price 17,930 円/m Width 297 cm Price 17,930 円/m

Repeatタテ 1.3 cm Remarks ギリシャ製 ■裾仕様：　ウェイトロック Repeatタテ 1.3 cm Remarks ギリシャ製 ■裾仕様：　ウェイトロック

ヨコ 1.3 cm 横使い 刺繍部分の下に無地部分が約9cm入ります。 ヨコ 1.3 cm 横使い 刺繍部分の下に無地部分が約9cm入ります。

刺繍部分 約270cm

Quality ポリエステル57％　麻43％ Quality ポリエステル57％　麻43％

0

水洗い寸法変化率　タテ： -3.8 ％　ヨコ： -2.8 ％ 水洗い寸法変化率　タテ： -3.8 ％　ヨコ： -2.8 ％

ド ラ イ寸法変化率　タテ： -1.2 ％　ヨコ： -1.0 ％ ド ラ イ寸法変化率　タテ： -1.2 ％　ヨコ： -1.0 ％

洗濯絵表示： 洗濯絵表示：

■すくい縫い・本縫い レースメントは本縫いのみ ■すくい縫い・本縫い レースメントは本縫いのみ

H ＼ W H ＼ W
約 2倍ヒダ ～75 ～100 ～125 ～150 ～175 約 2倍ヒダ ～75 ～100 ～125 ～150 ～175

約1.5倍ヒダ ～100 ～132 ～166 ～200 ～232 約1.5倍ヒダ ～100 ～132 ～166 ～200 ～232

ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～107 ～142 ～178 ～214 ～250 ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～107 ～142 ～178 ～214 ～250

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

～260 41,250 52,360 63,140 74,030 84,810 ～260 41,250 52,360 63,140 74,030 84,810

ウエイトロック
加算（～268） 1,650 2,090 2,530 2,970 3,410

■裾仕様：　10cmシングル
ウエイトロック
加算（～268） 1,650 2,090 2,530 2,970 3,410

■裾仕様：　10cmシングル

レースメントは本縫いのみ ■すくい縫い・本縫い レースメントは本縫いのみ

H ＼ W H ＼ W
約 2倍ヒダ ～200 ～225 ～250 ～275 ～300 約 2倍ヒダ ～200 ～225 ～250 ～275 ～300

約1.5倍ヒダ ～266 ～300 ～332 ～366 ～400 約1.5倍ヒダ ～266 ～300 ～332 ～366 ～400

ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～285 ～321 ～357 ～392 ～428 ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～285 ～321 ～357 ～392 ～428

フラット ～400 ～450 ～500 ～550 ～600 フラット ～400 ～450 ～500 ～550 ～600

～260 95,700 106,480 117,370 128,150 139,150 ～260 95,700 106,480 117,370 128,150 139,150

ウエイトロック
加算（～268） 3,850 4,290 4,730 5,170 5,610

ウエイトロック
加算（～268） 3,850 4,290 4,730 5,170 5,610

耳縫製:2.5㎝ﾀﾞﾌﾞﾙ、裾縫製:10㎝ｼﾝｸﾞﾙ、又はｳｪｲﾄﾛｯｸ タッセル1,100円/本 耳縫製:2.5㎝ﾀﾞﾌﾞﾙ、裾縫製:10㎝ｼﾝｸﾞﾙ、又はｳｪｲﾄﾛｯｸ タッセル1,100円/本

※裾仕様により柄位置が異なります。※刺繍部分のウェイトロックは不可 ※裾仕様により柄位置が異なります。※刺繍部分のウェイトロックは不可

■形態安定加工加算

H ＼ W H ＼ W
約 2  倍ヒダ ～75 ～100 ～125 ～150 ～175 約 2  倍ヒダ ～75 ～100 ～125 ～150 ～175

約1.5倍ヒダ ～100 ～132 ～166 ～200 ～232 約1.5倍ヒダ ～100 ～132 ～166 ～200 ～232

ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～107 ～142 ～178 ～214 ～250 ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～107 ～142 ～178 ～214 ～250

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

～260 - - - - - ■クッションカバー ～260 - - - - - ■クッションカバー

サイズ ～30□ ～45□ ～60□ ■形態安定加工加算 サイズ ～30□ ～45□ ～60□

H ＼ W プレーン - - - H ＼ W プレーン - - -
約 2  倍ヒダ ～200 ～225 ～250 ～275 ～300 パイピング - - - 約 2  倍ヒダ ～200 ～225 ～250 ～275 ～300 パイピング - - -
約1.5倍ヒダ ～266 ～300 ～332 ～366 ～400 ■ベッドスプレッド 約1.5倍ヒダ ～266 ～300 ～332 ～366 ～400 ■ベッドスプレッド

ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～285 ～321 ～357 ～392 ～428 H ＼ W ～180 ～220 ～240 ～260 ﾜﾝﾌﾟﾘｰﾂ ～285 ～321 ～357 ～392 ～428 H ＼ W ～180 ～220 ～240 ～260

フラット ～400 ～450 ～500 ～550 ～600 ～287 49,170 58,520 63,470 68,640 フラット ～400 ～450 ～500 ～550 ～600 ～287 49,170 58,520 63,470 68,640

～260 - - - - - ～260 - - - - -

刺繍部分 約270cm
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