
FABRIC COLOR GUIDE
ファブリックカラーガイド

オールマイティー　ビニールレザー（規格 122cm×30m 乱）　※難燃性・防汚・伸縮・耐薬品硬化・耐移行

リンカーン　ビニールレザー（規格 122cm×30m 乱）　※難燃性

UP6893 〜 6897 　ビニールレザー（規格 122cm×30m 乱）　※抗菌

ライトグリーン（L-2761） グリーン（L-2756） ダークグリーン（L-2763） ブルー（L-2735）

ダークブルー（L-2744） マスタード（L-2681） ライトブラウン（L-2678） ブラウン（L-2690） ライトグレー（L-2779） ブラック（L-2781）

グリーン（L-2930） レッド（L-2931） ライトブラウン（L-2932） ダークブラウン（L-2933） ブラック（L-2934）

UP6893 ベージュ UP6894 ライトブラウン UP6895 レッド UP6896 ダークブラウン UP6897 ブラック

ライトパープル（L-2729） ピンク（L-2724）

ライトグレー（Ve-011） ベージュ（Ve-002） オレンジ（Ve-008） ライトグリーン（Ve-006） ライトブラウン（Ve-009） ブラック（Ve-012）

ヴィーナス　布・ポリエステル100％（規格 145cm×50m 乱）　※スェード調起毛タイプ　

ホワイト（L-2770） アイボリー（L-2675） イエロー（L-2686） ライトピンク（L-2711） オレンジ（L-2700） レッド（L-2708）

A rank
レザー

A rank
布
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ベージュ（101） イエロー（104） オレンジ（108） ローズ（105） ワイン（107） ソフトグリーン（113）

クリスタル　　布・ポリエステル100% (規格 130cm×50m 乱)  

エルシー　布・アクリル100％（規格 137cm×50m 乱）

UP6240 〜6266　　布・アクリル100% (規格 120cm×50m 乱)    

グリーン（114） ライトブルー（109） ブルー（110） ダークブルー（116） バイオレット（112） ブラック（120）

A rank
布

ライトグレー（T-9245） ライトイエロー（T-9244） オレンジ（T-9243） レッド（T-9233） ライトブルー（T-9240） ダークブラウン（T-9237）

UP6252 イエロー UP6256 オレンジ UP6262 コーラル UP6265 レッドUP6247 ベージュ

UP6253 ライム UP6257 ライトグリーン UP6260 グリーン UP6261 ダークブルー UP6248 ライトブラウン

UP6246 ダークブラウン UP6240 クールグレー UP6241 ライトグレー UP6243 ダークグレー UP6244 ブラック

UP6266 ワイン

UP6250 ブラウン
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アイボリー（I）

ライトグレー（T-9257）ホワイト（T-9255）

ベージュ（CA）

マスタード（T-9256）

ベージュ（CH-1） レッドブラウン（L-8044） ブラウン（L-8048） ブラック（L-8045）ピンク（CH-2） グリーン（CH-3）

ブラウン（BR）

オレンジ（T-9254） ブラウン（T-9260） ブラック（T-9263）

ダークブラウン（DBR） ダークグレー（CGR）

アイボリー（I） ベージュ（BE） ライム（LM） ブラウン（BR） シルバーグレー（SGR） バーントアンバー（BU）

ブラック（BL）

シフォン デコア　　ビニールレザー(規格 122cm×30m 乱)   
ビニールレザー（規格 122cm×30m 乱）、
リピート（タテ22.2×ヨコ48cm）※難燃性・防汚　

アメリ　布・ポリエステル77%、アクリル23%（規格 137cm×50m 乱）

アモンド　布・ポリエステル100％（規格 137cm×50m 乱）　※ウォッシャブル加工　

コリンズ　布・ポリエステル100％（規格 135cm×50m 乱）

ポルト　布・ポリエステル100％（規格 135cm×50m 乱）

ベージュ（#14） イエロー（#21） ハニーイエロー（#25） オレンジ（#26） レッド（#28） ライトグリーン（#69）

グリーン（#70） ライトブルー（#49） ダークブルー（#53） グレー（#05） レッドブラウン（#24） ブラック（#06）

A rank
布

Brank
布

Brank
レザー
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バクウ　布・ポリエステル100％（規格 125cm×30m 乱）

レッドブラウン（T-9296）ワイン（T-9295） グリーン（T-9299） ブルー（T-9300） ライトブラウン（T-9297） ブラウン（T-9298）

Brank
布

Crank
布

アンティカ　　布・ポリエステル100%  (規格 137cm×45m 乱)   

ノーチラス　　布・ポリエステル100%  (規格 145cm×50m 乱)

ベージュ（T-9001） オレンジ（T-9005） ライトグリーン（T-9003） ウォームグレー（T-9002） ブラウン（T-9004） ブラック（T-9006）

ブルーグリーン（T-9345） ブラウン（T-9344） ウォームグレー（T-9343） ダークグレー（T-9342）

ブラウン（T-9338）ベージュ（T-9337）

ストラタ　布・ポリエステル100％（規格 145cm×50m 乱）、リピート（タテ6.1×ヨコ4.1cm）　

アイボリー（I）

ホワイト（W）

ゴールド（GO）

ベージュ（BE）

レッド（R）

ライトブラウン（LBR）

グリーン（G） ブルー（B）

ブラウン（BR） ライトグレー（SGR） ダークグレー（CGR）

ルブラン　布・綿74％、ポリエステル26％（規格 140cm×50m 乱）、リピート（タテ23.5×ヨコ17.6cm）　※撥水加工　

モントレー　布・綿39.5％、ポリエステル39.5％、レーヨン18％、麻3％（規格 137cm×50m 乱）
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UP6387〜6389 　 UP6325〜6327　

レッド（R）

ベージュ（No.1）

グリーン（G）

シルバー（No.2）

ベージュ（T-9326） ブラウン（T-9327）レッド（T-9331） パープル（T-9332） グリーン（T-9328）

アイボリー（I）

レッド（No.3）

ダークブラウン（T-9330）

ダークレッド（No.4） ブラック（No.5）

セピア（SE） ブルー（B）

UP6387 オレンジ UP6325 ベージュUP6388 ブラウン UP6326 ダークブラウンUP6389 グレー UP6327 ブラック

UP6131 アイボリー UP6132 ベージュ UP6134 ダークブラウン UP6135 ブラック

シェイプ　布・ポリエステル100％（裏面 特殊ウレタンフィルム）（規格 140cm×50m 乱）　※撥水加工・防水透湿　

デバルジー　布・ポリエステル100％（規格 137cm×45m 乱）、リピート（タテ8.6cm）　

UP6131〜6135　布・アクリル37％、ポリエステル63％（規格 137cm×50m 乱）　

ネイサー　布・レーヨン100％（規格 137cm×50m 乱）

ホワイト（W） アイボリー（I） ベージュ（BE） グレー（GR） ダークブラウン（DBR）

オリエント　布・綿53％、ポリエステル22％、レーヨン25％（規格 137cm×50m 乱）

Drank
布

Erank
布

布・綿32％、ポリエステル44%、レーヨン24％
（規格139cm×40m乱）、リピート（タテ22cm）

 布・ポリエステル52%、アクリル48％
（規格136.5cm×50m乱）、リピート（タテ2.9×ヨコ2.1cm）
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UP6147〜6149　

カーサ・ギルド　フランク　布・フェルトタイプ、ウール90％、ナイロン10％
（規格135cm×40m乱）

UP6147 ライトグレー

ベージュ（T-9527）

UP6148 ライトブラウン

レッド（T-9528）

UP6149 ダークグレー

ダークグレー（T-9529）オレンジ（OR） グリーン（G）

布・ポリエステル43.6%、アクリル39.7%、綿11.7％、レーヨン5％
備長炭糸5％（規格136cm×50m乱）　※消臭機能加工

布・ポリエステル72%、アクリル28% 
(規格 140cm×55m 乱)リピート(タテ19×ヨコ17.3cm)

CT シェニール　

オルテガ　

アイボリー（T-9534）

ベージュ（T-9543） オレンジ（T-9544） ブルー（T-9545）

コーラル（T-9535） ダークブラウン（T-9536）

布・アクリル61.3%、ポリエステル38.7%
（規格140cm×50m乱）、リピート（タテ6.8×ヨコ6.3cm）

布・ポリエステル61%、レーヨン39% (規格 145cm×50m 乱)
リピート(タテ14.5×ヨコ19.0cm)

業務家具のメンテナンス

Erank
布

■木製の椅子
日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、
よく絞った布で洗剤液を拭き取ったあと、乾いた柔らかい布できれいに拭き取って下さい。

（ご注意）化学ぞうきんを長い間接触させたままにしておくと、変色や表面がはげたりすることがありますのでご注意
下さい。
曲木の椅子は木ネジやボルト、ナットで組み立てられていますので、緩んだ際には締め直して下さい。 

■金属の椅子（スチール・アルミ・ステンレス）
日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落と
し、よく絞った布で洗剤液を拭き取ったあと、乾いた柔らかい布できれいに拭き取って下さい。湿気がついたままに
したり、酸性のものが付着したままにするとサビの原因となります。
クロームメッキ仕上げ、アルミ、ステンレスの汚れやサビは金属磨きにより充分に拭き取り、乾かしたあと金属用
ワックスをかけて磨いて下さい。
塗装仕上げの汚れは、中性洗剤で汚れを落とし、専用ワックスで磨いて下さい。溶剤（シンナー・ベンジン等）は使用
しないで下さい。

■籐製の椅子
籐は高温多湿をきらい、長い使用期間によりたるみがでてきます。また部分的に荷重を加えると破れる恐れがあり
ます。日常のお手入れは、ブラッシングによりホコリを取り除き、汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、
よく絞った布で洗剤液を拭き取ったあと、乾いた布で水分を充分に拭き取って下さい。 

■布製品
日常のお手入れは、ブラッシングや掃除機で織り目のホコリ等を取り除いて下さい。コーヒー、お酒等で汚れた場合は、
3〜5％に薄めた中性洗剤（または石けん液）を浸した柔らかい布を軽く絞って、表面をたたくように拭き取って下さい。
そのあと、洗剤液をよく布で拭き取り自然乾燥して下さい。この場合、シミなどを防ぐため汚れた部分だけでなく、
周囲もまんべんなく拭いて下さい。 

■合成皮革製品
日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。汚れは、ぬるめの薄めた中性洗剤（または石けん液）に
湿らせた柔らかい布でよく拭き取り、そのあと、水で湿らした布で洗剤液をよく拭き取って下さい。

（ご注意） ビニール製品等を長時間重ねておくと、変色の原因となることがありますのでご注意下さい。

■皮革製品・再生皮革製品
日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。年に2回程度は市販のレザークリーンで磨いて、充分
乾燥させてからウール地等で拭いて下さい。汚れは、薄めた中性洗剤（または石けん液）に浸した柔らかい布でよく
拭き取り、水で湿らした布で洗剤液をよく拭き取って下さい。そのあと、乾いた布で磨いて下さい。この場合、シミなどを
防ぐため汚れた部分だけでなく、周囲もまんべんなく拭いて下さい。

（ご注意）靴クリーム、溶剤（シンナー・ベンジン等）は使用しないで下さい。また、整髪剤も革を傷めますので、丁寧に
拭き取って下さい。ビニール製品などを長時間重ねておくと、変色の原因になることがありますのでご注意下さい。

■屋外対応木製製品（オイルフィニッシュ仕上、生地仕上）
屋外対応型商品は過酷な状況に考慮した素材や仕上げを行っておりますが、長期に渡り美しい状態を保つためには
定期的なメンテナンスが必要になります。また、長時間ご使用になられない場合は屋内にて保管して下さい。
ご使用の際は衣服への樹木の成分の付着を防ぐため、事前に乾拭きを行って下さい。
オイルフィニッシュ仕上、生地仕上どちらの製品においても、表面の色の変化は1ヶ月程度から始まり、白く変色して
ゆきます。表面の変色を気にされる場合は変色の前に表面のササクレや細かなヒビなどを細かな目のサンドペーパー
にて研磨し、オイルを塗布して下さい。
表面が劣化してしまった場合はサンドペーパーで表面を剥離した後、塗装を行って下さい。
コーヒーなどの濃い液体を木部表面に放置しますとシミになる事がありますので、直ちに拭き取って下さい。

■樹脂成形製品
普段のお手入れは、汚れやほこりを中性洗剤で洗い流し乾いた布で拭き取って下さい。
研磨剤などをご使用になりますとキズになり、ほこりなどが着きやすくなりますのでご使用に注意下さい。長期に
渡り美しい状態を保持するには、汚れを除去した後にワックスのご使用をおすすめします。

■樹脂ピール編み製品
普段のお手入れは、汚れやほこりを中性洗剤で洗い流し乾いた布で拭き取って下さい。
編み目の汚れやほこりは柔らかなブラシにてブラッシングを行って取り除いて下さい。

■木製天板
木製の天板には、硬く重い物や底のざらついたもの、また熱したものは直接置かないようにして下さい。日常のお手入
れは、乾拭きを行い、汚れの度合いに応じて薄めた中性洗剤で拭き取ったあと、専用ワックスで磨いて下さい。

■メラミン化粧天板
普段のお手入れは、汚れやほこりを中性洗剤で洗い流し乾いた布で拭き取って下さい。
研磨剤などをご使用になりますとキズになり、ほこりなどが着きやすくなりますのでご使用に注意下さい。長期に
渡り美しい状態を保持するには、汚れを除去した後にワックスのご使用をおすすめします。

■ストーンクラフト天板
ストーンクラフト天板は吸水性があり、濡れたものや汚れ、ホコリなどの放置によりシミを作ることがあります。日常
のお手入れは、柔らかい乾いた布でホコリを払い、専用ワックスで磨いて下さい。

■ガラス天板
卓上には、硬く重いもの、鋭利なものはなるべく置かないようにして下さい。汚れは、ガラスクリーナーで拭き取った
あと、柔らかい乾いた布で拭いて下さい。

■ステンレス天板
普段のお手入れは、汚れやほこりを中性洗剤で拭き取り、乾いた布で水分を除去して下さい。沿岸地域にてのご使用
は赤サビが発生しやすいので、早めに除去して下さい。
手アカや指紋などの汚れは中性洗剤で拭き取り、乾いた布で水分を除去し、出来ない場合は有機溶剤（アルコール、
ベンジンなど）をスポンジか布に含ませて拭き取ります。
以上で十分ではない場合は、ステンレス用清掃薬液を使用し、使用後は水拭きを入念に行って下さい。
なお、金属タワシやワイヤーブラシのご使用は絶対にお止め下さい。

※ここでは、一般的なお手入れ方法をご紹介させていただきましたが、汚れの程度や経過時間により、必ずしも
　ご納得いただける結果が得られない場合がございます。予めご了承下さい。
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