
羊毛100％の心地よい手織り絨毯

ガゼニラハット
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日本の生活環境に合わせ
使い心地を追求した
手織りじゅうたん

合わせやすさ

丈夫で長持ち 汚れに強い

シンプルモダンなデザイン
どんな空間にも自然に調和

こだわりの羊毛(ガゼニウール)を使用
ずっと触れていたい肌ざわりを実現

織り密度の高いダブルノット
ダブルエッジでとにかく丈夫

豊富な油分・織り密度の高さで
汚れをはじき浸透しにくい

肌ざわり

ガゼニ(ガゼニウールを使用した)

ラハット(快適・カジュアルなじゅうたん)
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ガゼニラハットとは



染料を使わず（無染色）で 織り上げているので

※４～７色の天然色の羊毛をブレンド

空間に自然に調和
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天然色のじゅうたんが、どんなインテリアや空間にも自然に馴染み

お部屋の主役にならずこだわりの家具や空間を引き立てる。

※染色したカラーシリーズの商品もございます。

合わせやすさ
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機械織り

まずはガゼニラハットを

体感してください。

①肌に触れてみてください。

手ざわり 踏みごこち

【ガゼニウール】

寒暖差の激しい地域の羊毛のため、一般的な羊より多
く油分を含むため、「しっとり」「しなやか」「ひん
やり」とした触りごこちが特徴

「ラノリン」というスキンケアクリームに使われる
保湿成分を多く含んでいるため、子供やペットにも
優しい肌触りです。

なぜ肌ざわりが良いのか･･･

【丁寧な仕上げ】

そんな特徴を持つガゼニウールでも、一般的な手織り
じゅうたんの仕上げ作業を行ってしまうと、油分が
抜け落ちパサパサに･･･

必要な油分を落とし過ぎないよう、やさしい洗剤を使
用し、手間を惜しまず丁寧な洗浄作業を3度行って
います。
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土足の海外と違い、日本ではじゅうたんは直接肌に触れるもの。

肌ざわりにこだわり、離れたくなくなる触り心地を実現。

肌ざわり



②順目、逆目の違いを体感してください。

順目：明るく見える方向 逆目：濃く見える方向

手織りじゅうたんには順目・逆目があります。

目の向きによって見え方が違うので、お客さまのお好み、

お部屋の雰囲気や季節によって敷き方を変えてお楽しみください。
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ガゼニラハットは
なぜ【丈夫】なの？

①織り方：ダブルノット（ペルシャ絨毯、ギャッベと同じ）

②織り密度：30/35

ダブルノットは手織りじゅうたん
の中でもとてもしっかりした丈夫
な織り方。

現地でも織り技術に定評のある
【トルクマン族】が、徹底した品
質管理で、しっかりと丁寧に織り
上げています。

※トルクマン族は上質なペルシャ
絨毯工房からも生産を依頼される
ほどの高い技術を持っています。

※絨毯を裏にすると結び目があり、
その結び目の一つを１ノットと呼
びます。

10cm角に結び目が、

横に30ノット、縦に35ノット

➡ 約1,050ノット／10cm角

※一般的なギャッベは、
約500～700ﾉｯﾄ/10cm角
上質なギャッベのアマレバフト

とほぼ同クラスに相当します。
10cm角の中に
約1,050ノット（結び目）
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丈夫で長持ち



ｖｃ

③エッジ対策：ダブルエッジ

丈夫な手織りじゅうたんにも弱点があります･･･
それは、『エッジ』と『フサ』と呼ばれる部分。

↑ ↑ ↑ ↑
ダブルエッジ（８の字エッジ）

④フサ対策：フサ隠し加工

ペルシャ絨毯の
エッジ外れ

ギャッベの
エッジほつれ

↑ ↑ ↑ ↑
フサ隠し加工

フサは、長年使っていると黒ずみ、擦り切れて
しまいます。

アフガンじゅうたん特有のとても丈夫なエッジで、通常使用で外れたりほつ
れたりしてくることはまずありません。

弱点のフサ部分を隠してしまっているので使い込んでも汚れや擦り切れ
の心配をする必要はありません。
フサのある手織りじゅうたんには使用しづらかったロボット掃除機も
ご使用いただけます。

ガゼニラハットは、手織りじゅうたんの弱点も対策していますので、

安心して、ストレスなく長くご使用いただけます。
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上質なガゼニウールを丁寧に仕上げているので、

ガゼニラハットは
なぜ【汚れに強い】の？
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汚れに強い

油分を多く含んでいるので

➡ 汚れをはじく

長繊維の羊毛を使用

➡ 断面が少ない

織り密度が高い

➡ 中にゴミが入らない

無染色の羊毛だから日焼にも強いので安心です。

豊富な油分と織り密度の高さで守られてい
るため、こぼしてしまった飲み物なども、
簡単には中までの侵入をできません。

ガゼニウールは毛の長い品種の羊。

その羊毛を1年に1度だけ刈り取っているの
で、繊維の1本1本が長く断面が少ない。

断面が多いとそこから汚れ吸収しやすく
なってしまいます。

高密度の羊毛が、ほこりや食べこぼしなど
も簡単に中まで侵入させず、じゅうたんの
上に乗っているだけなので、お手入れも簡
単です。



汚れが取れたら、乾いたタオルで
拭き取ります。
※ドライヤーを使用してもOK

洗面器に水に薄めた中性洗剤と
タオルを使って拭き取ります。

油分を多く含んでいるため
汚れをはじきます。

このような処置をなるべく早く行う
とシミになりません。
※時間が経ってしまい、シミになっ
てしまった場合はご相談ください。

ガゼニラハットは、丈夫で汚れに強いため、20年、30年でも世代を越えて
長くご使用いただけるじゅうたんです。

機械織りカーペットの平均的な寿命は、3年～長くて５年。

機械のカーペットを購入し、数年ごとに買い替える事を考えると、
決して高い買い物ではないはずです。
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手織りじゅうたんは親から子、そして孫へと受け継がれていくものです。
その寿命をより長く持たせるにはお手入れが重要です。

いつまでも美しさを保つためのお手入れ方法をご紹介します。

週 に一度、掃除機又はホウキで毛並みの方向（順目）に沿って、

ホコリやゴミをとるようにしてください。

※ウールのじゅうたんは使い初めに遊び毛（不必要な繊維くず）が出るものが

ございますが、１～3ヶ月ほどで落ち着きます。

抜け毛ではございませんので心配ございません。

月 に一度、水に付けた雑巾を固く絞り、毛並みの方向（順目）に

沿って拭いてください。

バケツ一杯のお水に、キャップ1杯ほどの中性洗剤を溶かし、固く絞ったタオルで

じゅうたんを拭いてください。

年 に一度、カラッと晴れた日に、戸外で裏干しし、ゴミやホコリを

はらいとってください。

湿気を取り除き、空気を通し呼吸させてあげることを目的としています。

日々、換気や空調などを使用しご利用いただいている環境であれば必須では

ございません。

大きいサイズで天日干しが難しい場合は、じゅうたんの上に配置している家具

などの足の位置を少し変えて呼吸をさせてあげてください。
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お手入れ方法



≪梅雨時期についてお願い≫
ウールの手織りじゅうたんは湿気を吸収し吐き出してくれる特徴があります。

しかし、その特性上、梅雨時期の長期外出など、お部屋の高温多湿状態が長く続くと、

じゅうたんが呼吸をできず、湿気を吸収したまま不衛生な状態になってしまう事がございます。

なるべく、換気や空調などで、お部屋の空気を循環していただきながらご使用ください。

可能であれば、玄関マットなどは梅雨等の湿度が高い季節には晴天の日を選んで

２～３時間干してください。

※変色の恐れがございますので、必ず裏干してください。

大きなじゅうたんの場合、

カラッとした天気の日に

【窓を開けて】

【ラグをめくって】いただくと

たまった湿気を吐き出してくれます。

◆じゅうたんが水で濡れてしまった状態で、タオルなどで強く拭き取るとウール本来
に含まれている自然の油分がタオルにつく場合がございます。
油分であり、色落ちではございませんのでご安心ください。

◆保管する場合は、ナフタレン等の防虫剤を入れてください。

◆部分的に汚れた場合には・・・

①絨毯の裏側に乾いたタオルを下に敷きます。

②ぬるま湯が入ったバケツに中性洗剤を入れて、固く絞ったタオルで汚れた部分を叩いて
ください。

③汚れが取れたら、ドライヤーで乾かしてください。

クリーナーは事前に色落ちしないかどうか確かめてください。

動物の汚物は長時間たちますと、絨毯の色を脱色させる恐れもありますので早めに処置し
てください。

◆ひどい汚れ、長時間放置の汚れ、化学薬品等によるシミ、原因のわからない汚れは、

専門家へ任せましょう。
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手織り絨毯は、機械織りカーペットと違い、

接着剤を使わずにパイル糸を縦糸に結び付けて

いくことで1枚のじゅうたんになっています。

そのため、空気の通り道が多く、

呼吸をしていると表現されるほど

吸湿性、発散性に優れています。

室内の湿度が上がるとじゅうたんが湿気を吸収し、

室内の湿度が下がるとじゅうたんに吸収した湿気を自然に発散してくれます。

縦糸 パイル糸

ガゼニラハットの織り手は、手織り技術では世界的に
定評のある「トルクマン族」

ラグサイズで男性2人の職人さんが
４～６か月かけて織られる努力の結晶

機械織りカーペットの寿命は3年～長くて５年
(汚れ、色あせ、ラテックスの劣化など）

ガゼニラハットは、丈夫で汚れに強く、20年、30年
世代を越えてご使用いただける。

機械のカーペットの場合、数年ごとに買い替える必要
があるため、決して高い買い物ではないはずです。

機械織りとの違い

手織りじゅうたんは、

身体にもやさしく、床にもやさしい

天然のエアコン効果があるんです。
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ガゼニラハット ギャッベ

【イメージ】
シンプルモダンで落ち着いた印象

【ウール】
ガゼニウール

【染料】
無染色シリーズが主
カラーシリーズの染色部分は、化学染料
と天然染料のブレンド ※詳細はP22

⇒油分が多く肌ざわりが良い

【織り密度】
1050ﾉｯﾄ(10cm角)

日本の生活環境に合わせ、狭い空間にも
合わせやすい。
インテリアや、空間全体を引き立てるシ
ンプルでモダンなデザイン。肌ざわり、
実用性にこだわり、徹底した品質管理で
生産されている。

【イメージ】
エスニックテイストでにぎやかな印象

【ウール】
遊牧民が所有する羊

【染料】
天然染め（※自然な色合い美しい）
⇒肌ざわりにはこだわっていない。

【織り密度】
500～700ﾉｯﾄ(10cm角)

遊牧民たちが何千年も前から伝統的にイン
スピレーションで織り上げている人気の
じゅうたん。
織り密度や品質の個体差が大きい。
1枚1枚が、世界に1点の美術品で、お部屋全
体のイメージを明るく可愛らしく印象に買
えるインパクトがあるデザインが特徴

ギャッベとの違い

人気のギャッベとは
何が違うの？



Design：Gradation（グラデーション）

Design NO. P20 Design NO. P68

Design NO. P88 Design NO. P184

Design NO. P245 Design NO. P250
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デザインバリエーション



Design NO. P90
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Design NO. P201

Design NO. P202 Design NO. P213

Design：Modern （モダン）

Design NO. P201

Design NO. P202 Design NO. P213

Design NO. P246 Design NO. P303
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Design： Frame（フレーム）

Design NO. P2

Design NO. P91 Design NO. P108

Design NO. P1

Design NO. P232
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Design： Plane（プレーン）

Light Brown

Light Gray Gray

Dark Brown

Ivory

Dark Blue

Green Silver GrayRed
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D807 D808 D821

D826 D831 D874 D879 D880 D881

D803

D750

D752 D781 D786

D802

D823

Design：Natural ＆ Color（ナチュラル＆カラー）



D860

D856

D813
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※染料について･･･

Planeシリーズの一部商品、 Natural ＆ Color、 Full Colorシリーズは、化学染料と天然染
料のブレンド染料を使用しています。

天然染料の染色力だけでは、ガゼニウールの油分をほとんど抜き切らないと染色できず、
肌ざわりが著しく低下してしまうため、人の肌に触れ続ける染料として安心安全かつ、油
分と色落ちを防ぐこだわりの化学染料をブレンドしています。

染色商品であっても、ガゼニラハットの1番のこだわりは、
『ずっと触れていたい触りごこち』です。是非、肌ざわりをご体感ください。

Design：Full Color（フルカラー）



◆ミニマット・ランナー

◆玄関マット

◆リビング・ダイニングサイズ
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約43x43cm 約40x120cm 約60x200cm

約45x75cm 約60x90cm 約80x120cm

約120x180cm 約140x200cm 約150x250cm

約200x200cm 約200x250cm 約240x240cm 約250x300cm

¥16,500 ¥23,100 ¥39,600 ¥99,000

¥25,300 ¥40,700 ¥68,200

¥157,300 ¥244,200 ¥297,000

¥330,000 ¥385,000 ¥514,800 ¥618,200

約43x43cm
クッションカバー

※価格はすべて税込みです。

サイズと価格
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株式会社成城武井商事の

ホームページに在庫を掲載しております。

https://yasuomi0.wixsite.com/seijo-takei

検索：【成城武井商事】

≪お問い合わせ≫

【平日】 ㈱成城武井商事

〒157-0066

東京都世田谷区成城2-28-12

TEL ０３－３４１６－１７９６

【土日祝】オリエンタルラグファクトリー自由が丘

〒152-0035

東京都目黒区自由が丘1-8-5 村上ビル３F 

TEL ０３－５７２６－９６０４

Mob ０９０－７７２４－３１４６

メーカー在庫の確認方法




