
鮮やかな色彩の糸がパステル画のようなアートに。

小サイズなので、お部屋のちょっとしたアクセントに。
布
NUNO

［NUNO ３４８６］
注文品番：IN3486
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6㎏
材　質：木シート貼り・アクリル・糸
パネル（24）

［NUNO ３４８７］
注文品番：IN3487
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6㎏
材　質：木シート貼り・アクリル・糸
パネル（24）

［NUNO ３４８８］
注文品番：IN3488
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6㎏
材　質：木シート貼り・アクリル・糸
パネル（24）

［NUNO ３４８４］
注文品番：IN3484
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6㎏
材　質：木シート貼り・アクリル・糸
パネル（24）

［NUNO ３４８５］
注文品番：IN3485
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6㎏
材　質：木シート貼り・アクリル・糸
パネル（24）

パネル（24） 詳細→P.201

IN3484

布
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［NUNO 3782］
注文品番：IN3782
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3783］
注文品番：IN3783
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3784］
注文品番：IN3784
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3785］
注文品番：IN3785
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3786］
注文品番：IN3786
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3787］
注文品番：IN3787
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3788］
注文品番：IN3788
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

［NUNO 3789］
注文品番：IN3789
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W300×H300×D46mm　0.6kg
材　質：木シート貼り･アクリル･糸
パネル（24）

IN3782

布
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［NUNO 3762］
注文品番：IN3762
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W450×H450×D46mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（17）

［NUNO 3768］
注文品番：IN3768
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W450×H450×D46mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（17）

裂織（さきおり）
裂織はもともと生地が手に入りにく
かった江戸時代に作られ始めたもので、
古布を裂いて、それを再度繋いで織物に
するというものでした。最近では、様々
な色や柄の布を裂いて織り込むことで
オリジナルのファブリックをつくれる
ことから、再評価されています。裂織の
もつ独特な風合いは、装飾作品のように
も見えるほどの風合いがあります。

［NUNO ３３０６］
注文品番：IN3306
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W450×H450×D46mm　1.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（17）

［NUNO ３３０７］
注文品番：IN3307
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W450×H450×D46mm　1.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（17）

風合い豊かな裂織布が、上質な寛ぎ空間を作り上げます。

老人ホームやホテルの装飾品としておすすめです。
布
NUNO

IN3771×2

IN3052

布
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［NUNO 3763］
注文品番：IN3763
価格（税別）　¥36,000
外寸法：W600×H450×D71mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO 3764］
注文品番：IN3764
価格（税別）　¥40,000
外寸法：W600×H600×D71mm　4.2kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）

［NUNO 3765］
注文品番：IN3765
価格（税別）　¥38,000
外寸法：W900×H350×D71mm　3.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO 3769］
注文品番：IN3769
価格（税別）　¥36,000
外寸法：W600×H450×D71mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO 3770］
注文品番：IN3770
価格（税別）　¥40,000
外寸法：W600×H600×D71mm　4.2kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）

［NUNO 3771］
注文品番：IN3771
価格（税別）　¥38,000
外寸法：W900×H350×D71mm　3.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３６０３］
注文品番：IN3603
価格（税別）　¥40,000
外寸法：W600×H600×D71mm　4.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）

［NUNO ３０５４］
注文品番：IN3054
価格（税別）　¥36,000
外寸法：W600×H450×D71mm　2.8㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３０５２］
注文品番：IN3052
価格（税別）　¥38,000
外寸法：W900×H350×D71mm　3.4㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３６０６］
注文品番：IN3606
価格（税別）　¥40,000
外寸法：W600×H600×D71mm　4.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）

［NUNO ３０５５］
注文品番：IN3055
価格（税別）　¥36,000
外寸法：W600×H450×D71mm　2.8㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

外寸法：W900×H350×D71mm　3.4㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３０５３］
注文品番：IN3053
価格（税別）　¥38,000

パネル（18） 詳細→P.201パネル（17） 詳細→P.201

布
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［NUNO 3766］
注文品番：IN3766
価格（税別）　¥54,000
外寸法：W900×H600×D71mm　6.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO 3772］
注文品番：IN3772
価格（税別）　¥54,000
外寸法：W900×H600×D71mm　6.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３６０４］
注文品番：IN3604
価格（税別）　¥54,000
外寸法：W900×H600×D71mm　6.0㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３６０７］
注文品番：IN3607
価格（税別）　¥54,000
外寸法：W900×H600×D71mm　6.0㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO 3767］
注文品番：IN3767
価格（税別）　¥58,000
外寸法：W1200×H450×D71mm　6.2kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO 3773］
注文品番：IN3773
価格（税別）　¥58,000
外寸法：W1200×H450×D71mm　6.2kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３６０５］
注文品番：IN3605
価格（税別）　¥58,000
外寸法：W1200×H450×D71mm　6.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可

［NUNO ３６０８］
注文品番：IN3608
価格（税別）　¥58,000
外寸法：W1200×H450×D71mm　6.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（18）　※タテ使用可 パネル（18） 詳細→P.201

風合い豊かな裂織布が、上質な寛ぎ空間を作り上げます。

老人ホームやホテルの装飾品としておすすめです。
布
NUNO

布
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［NUNO 3726］
注文品番：IN3726
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W450×H450×D40mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3730］
注文品番：IN3730
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W450×H450×D40mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3734］
注文品番：IN3734
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W450×H450×D40mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3738］
注文品番：IN3738
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W450×H450×D40mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3742］
注文品番：IN3742
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W450×H450×D40mm　1.9kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

柄の違う布を組み合わせてインテリアに合うアートパネルに仕上げました。

カジュアルで明るい雰囲気を演出します。

IN3742

パネル（10） 詳細→P.200

布
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［NUNO 3739］
注文品番：IN3739
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3743］
注文品番：IN3743
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可 パネル（10） 詳細→P.200

［NUNO 3727］
注文品番：IN3727
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3731］
注文品番：IN3731
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3735］
注文品番：IN3735
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.4kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

柄の違う布を組み合わせてインテリアに合うアートパネルに仕上げました。

上品なくつろぎ空間を演出します。
布
NUNO

IN3733

布
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［NUNO 3728］
注文品番：IN3728
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W600×H600×D40mm　3.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3732］
注文品番：IN3732
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W600×H600×D40mm　3.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3736］
注文品番：IN3736
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W600×H600×D40mm　3.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3740］
注文品番：IN3740
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W600×H600×D40mm　3.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3744］
注文品番：IN3744
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W600×H600×D40mm　3.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3741］
注文品番：IN3741
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3729］
注文品番：IN3729
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3737］
注文品番：IN3737
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3733］
注文品番：IN3733
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3745］
注文品番：IN3745
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可
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［NUNO 3746］
注文品番：IN3746
価格（税別）　¥18,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3750］
注文品番：IN3750
価格（税別）　¥18,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3754］
注文品番：IN3754
価格（税別）　¥18,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3758］
注文品番：IN3758
価格（税別）　¥18,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3747］
注文品番：IN3747
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3751］
注文品番：IN3751
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3755］
注文品番：IN3755
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3759］
注文品番：IN3759
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

柄の違う布を組み合わせてインテリアに合うアートパネルに仕上げました。

カジュアルで明るい雰囲気を演出します。
布
NUNO

IN3755、IN3747

布
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［NUNO 3748］
注文品番：IN3748
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3752］
注文品番：IN3752
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3756］
注文品番：IN3756
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3760］
注文品番：IN3760
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3749］
注文品番：IN3749
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3753］
注文品番：IN3753
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3757］
注文品番：IN3757
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3761］
注文品番：IN3761
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

IN3761

パネル（2） 詳細→P.200
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柄の違う布を組み合わせて、インテリアに合うアートパネルに仕上げました。

上質で落ち着いた空間にマッチします。
布
NUNO

［NUNO ３６１５］
注文品番：IN3615
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO ３３１１］
注文品番：IN3311
価格（税別）　¥18,000

［NUNO ３６１９］
注文品番：IN3619
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO ３３１５］
注文品番：IN3315
価格（税別）　¥18,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）

外寸法：W450×H450×D56mm　2.1㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）

［NUNO ３６１７］
注文品番：IN3617
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.7㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO ３３１３］
注文品番：IN3313
価格（税別）　¥18,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）

IN3311、IN3315、IN3313

布

76



［NUNO ３６１６］
注文品番：IN3616
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）

［NUNO ３６１８］
注文品番：IN3618
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）

［NUNO ３６２０］
注文品番：IN3620
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.5㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）

［NUNO ３３１２］
注文品番：IN3312
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO ３３１４］
注文品番：IN3314
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO ３３１６］
注文品番：IN3316
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2㎏
材　質：アルミ・アクリル・布
パネル（2）　※タテ使用可

パネル（2） 詳細→P.200

合わせ布
シルクのような光沢ある無地のシャン
タン生地を、刺しゅう柄の生地とコー
ディネートしました。柄の違う生地を
合わせることで互いの魅力が引き立っ
ています。

IN3316、IN3312

布
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風合いの違う布を組み合わせてモダンなアートに。

重厚感ある落ち着いた雰囲気を楽しめます。
布
NUNO

［NUNO 3710］
注文品番：IN3710
価格（税別）　¥19,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3714］
注文品番：IN3714
価格（税別）　¥19,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3718］
注文品番：IN3718
価格（税別）　¥19,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3722］
注文品番：IN3722
価格（税別）　¥19,000
外寸法：W450×H450×D56mm　2.1kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3711］
注文品番：IN3711
価格（税別）　¥24,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.8kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3715］
注文品番：IN3715
価格（税別）　¥24,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.8kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3719］
注文品番：IN3719
価格（税別）　¥24,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.8kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3723］
注文品番：IN3723
価格（税別）　¥24,000
外寸法：W600×H450×D56mm　2.8kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

IN3725

布
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［NUNO 3712］
注文品番：IN3712
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.6kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3716］
注文品番：IN3716
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.6kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3720］
注文品番：IN3720
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.6kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3724］
注文品番：IN3724
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W600×H600×D56mm　3.6kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）

［NUNO 3713］
注文品番：IN3713
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3717］
注文品番：IN3717
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3721］
注文品番：IN3721
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

［NUNO 3725］
注文品番：IN3725
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W900×H350×D56mm　3.2kg
材　質：アルミ･アクリル･布
パネル（2）　※タテ使用可

合わせ布
スペインで作られた高級な
ストライプ柄の生地を、同素
材の単色生地とコーディ
ネートしました。柄の違う
生地を合わせることで互い
の魅力が引き立っています。

［NUNO ３０５６］
注文品番：IN3056
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W750×H250×D85mm　2.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（12）

［NUNO ３０５７］
注文品番：IN3057
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W750×H250×D85mm　3.0㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（12）

パネル（12） 詳細→P.200パネル（2） 詳細→P.200

布
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明るいストライプ柄がおしゃれなファブリックパネル。

品のある額縁がグレード感を出します。
布
NUNO

［NUNO ３３８５］
注文品番：IN3385
価格（税別）　¥21,000

［NUNO ３３８６］
注文品番：IN3386
価格（税別）　¥17,000

［NUNO ３３８７］
注文品番：IN3387
価格（税別）　¥21,000
外寸法：W495×H495×D20mm　1.9㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　

外寸法：W495×H495×D20mm　1.9㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）

外寸法：W495×H395×D20mm　1.5㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　※タテ使用可

［NUNO ３３８４］
注文品番：IN3384
価格（税別）　¥17,000
外寸法：W495×H395×D20mm　1.5㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　※タテ使用可

［NUNO ３３８８］
注文品番：IN3388
価格（税別）　¥11,500
外寸法：W345×H345×D20mm　1.0㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）

［NUNO ３３８９］
注文品番：IN3389
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W645×H345×D20mm　1.7㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　※タテ使用可

［NUNO ３３９０］
注文品番：IN3390
価格（税別）　¥26,000
外寸法：W945×H345×D20mm　2.7㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　※タテ使用可

［NUNO ３３９１］
注文品番：IN3391
価格（税別）　¥11,500

［NUNO ３３９３］
注文品番：IN3393
価格（税別）　¥26,000

外寸法：W345×H345×D20mm　1.0㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）

［NUNO ３３９２］
注文品番：IN3392
価格（税別）　¥17,500
外寸法：W645×H345×D20mm　1.7㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　※タテ使用可

外寸法：W945×H345×D20mm　2.7㎏
材　質：樹脂転写・アクリル・布
パネル（35）　※タテ使用可 パネル（35） 詳細→P.202

IN3393
布
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［NUNO ３３１７］
注文品番：IN3317
価格（税別）　¥19,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３３１８］
注文品番：IN3318
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３３１９］
注文品番：IN3319
価格（税別）　¥19,500
外寸法：W600×H450×D40mm　2.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３３２０］
注文品番：IN3320
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３３２１］
注文品番：IN3321
価格（税別）　¥24,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３３２２］
注文品番：IN3322
価格（税別）　¥38,000
外寸法：W1400×H350×D40mm　4.4㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３３２４］
注文品番：IN3324
価格（税別）　¥38,000

［NUNO ３３２３］
注文品番：IN3323
価格（税別）　¥24,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

外寸法：W1400×H350×D40mm　4.4㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可パネル（10） 詳細→P.200

南仏布
南仏で作られた伝統
的な布です。カラフ
ルで美しいコントラス
トは質感のある抽象
画のようです。インテ
リアとの相性は良く、
コーディネートしやす
いのが特徴です。

IN3322

布
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明るいストライプ柄がおしゃれなファブリックパネル。

すっきり細身フレームがスタイリッシュさを演出します。
布
NUNO

［NUNO ３３７９］
注文品番：IN3379
価格（税別）　¥13,500
外寸法：W354×H354×D27.5mm　0.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）

［NUNO ３３８１］
注文品番：IN3381
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W804×H204×D27.5mm　1.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）　※タテ使用可 パネル（29） 詳細→P.202

IN3376、IN3374、IN3379

［NUNO ３３７４］
注文品番：IN3374
価格（税別）　¥13,500
外寸法：W354×H354×D27.5mm　0.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）

［NUNO ３３７２］
注文品番：IN3372
価格（税別）　¥13,500
外寸法：W354×H354×D27.5mm　0.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）

［NUNO ３３７５］
注文品番：IN3375
価格（税別）　¥12,500
外寸法：W394×H304×D27.5mm　0.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）　※タテ使用可

［NUNO ３３７３］
注文品番：IN3373
価格（税別）　¥12,500
外寸法：W394×H304×D27.5mm　0.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）　※タテ使用可

［NUNO ３３７６］
注文品番：IN3376
価格（税別）　¥13,500
外寸法：W354×H354×D27.5mm　0.9㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）

［NUNO ３３７７］
注文品番：IN3377
価格（税別）　¥8,500
外寸法：W404×H204×D27.5mm　0.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）　※タテ使用可

［NUNO ３３７８］
注文品番：IN3378
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W804×H204×D27.5mm　1.2㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）　※タテ使用可

［NUNO ３３８０］
注文品番：IN3380
価格（税別）　¥8,500
外寸法：W404×H204×D27.5mm　0.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（29）　※タテ使用可

布
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パネル（10） 詳細→P.200

［NUNO 3774］
注文品番：IN3774
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W350×H350×D40mm　1.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3775］
注文品番：IN3775
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W350×H350×D40mm　1.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3776］
注文品番：IN3776
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W350×H350×D40mm　1.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3777］
注文品番：IN3777
価格（税別）　¥14,500
外寸法：W350×H350×D40mm　1.0kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）

［NUNO 3778］
注文品番：IN3778
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3779］
注文品番：IN3779
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3780］
注文品番：IN3780
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO 3781］
注文品番：IN3781
価格（税別）　¥23,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.8kg
材　質：アルミシート貼り･アクリル･布
パネル（10）　※タテ使用可

IN3775

麻布にシンプルな刷毛染めでインテリアに合うアートパネルに仕上げました。

夏らしい清涼感も感じさせてくれます。

布
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麻布にシンプルな刷毛染めでインテリアに合うアートパネルに仕上げました。

夏らしい清涼感も感じさせてくれます。
布
NUNO

［NUNO ３１８４］
注文品番：IN3184
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D20mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）　※タテ使用可

［NUNO ３１８６］
注文品番：IN3186
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D20mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）　※タテ使用可

［NUNO ３１８８］
注文品番：IN3188
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D20mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）　※タテ使用可

［NUNO ３１８５］
注文品番：IN3185
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）

［NUNO ３１８３］
注文品番：IN3183
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）

［NUNO ３１８７］
注文品番：IN3187
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）

IN3186

布
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［NUNO ３１９４］
注文品番：IN3194
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D20mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）　※タテ使用可

［NUNO ３１９２］
注文品番：IN3192
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３１９３］
注文品番：IN3193
価格（税別）　¥22,000
外寸法：W900×H350×D20mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）　※タテ使用可

［NUNO ３１９０］
注文品番：IN3190
価格（税別）　¥25,000
外寸法：W900×H350×D40mm　2.6㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（10）　※タテ使用可

［NUNO ３１８９］
注文品番：IN3189
価格（税別）　¥15,500
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）

［NUNO ３１９１］
注文品番：IN3191
価格（税別）　¥15,500
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）

［NUNO ３１８１］
注文品番：IN3181
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16）

［NUNO ３１８２］
注文品番：IN3182
価格（税別）　¥15,000
外寸法：W450×H450×D20mm　1.7㎏
材　質：アルミシート貼り・アクリル・布
パネル（16） パネル（10） 詳細→P.200パネル（16） 詳細→P.201

刷毛染め布
職人が一枚一枚刷毛で手引き染した色
合いある柄が魅力の麻布です。柄の繊
細で美しい色合いは、染料の調合から、刷
毛での染め付け、仕上まで全ての工程へ
のこだわりにより実現したものです。麻
布の風合いや素材感も引き立てます。

IN3194

布
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