
1 ※製品の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

装飾カーテンレール

マルティ

参考価格 （税別） シングル正面付けセット 2.1ｍセットの場合 15,400円

シンプルなデザインで、様々なインテリアシーンにフィット。
「デザインリング」で装う、新感覚の装飾カーテンレール。

ポール断面図 [単位：mm]

ポール材質：
アルミ押出し形材＋
ポリオレフィン系樹脂シート
ラッピング

ピュアグレーブラック クラウディホワイト

ポール/径：19mm　カラー：3色

19

20

静音性
36（dB）

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校

nikkeiXTECH-202202
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マルティ（クラウディホワイト）／
ファンティアフィル ダブル正面付けセット

マルティ（ブラック）／
ダブル正面付けセット

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校



三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校

3

装飾カーテンレール

※製品の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

マルティ

ラインナップ

セット価格（税別）
＊マルティはポール（レール）カットにも対応します。

おすすめアクセサリー

1.2m 2.1m 3.1m
シングルセット 10,400円 15,400円 19,800円
ダブルセット 15,700円 22,900円 32,400円
ファンティアフィル ダブルセット 13,600円 19,100円 25,600円

キャップ キャップ

ダブルセット ダブルセット

ブラック クラウディホワイト

■房掛 ファンテ ■房掛 テンポP.221 P.220 ■タッセル コンレ P.232

ファンティアフィル
ダブルセット

ファンティアフィル
ダブルセット

グレージュブラック ベージュグレーチャコールグレーマットホワイト



三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校

4

ラインナップ

ピュアグレー

キャップ

ダブルセット

ファンティアフィル
ダブルセット

デザインリング ラインナップ

■ラウンド　500円/コ

■フラット　500円/コ

ブラック

ナチュラルブラウン（木目調）

クラウディホワイト

ブラウン（木目調）

ピュアグレー ゴールド シルバー



5

装飾カーテンレール マルティ

シンプルなデザインとマットな質感・カラーで、様々なインテリアシーンにフィット。
さらに、「デザインリング」で新感覚のアレンジを楽しめます。

特 長

●高い走行性と静音性
ポールのアルマイトクリア塗装面をランナーが走行するので、高い走行性と、 
36dB程度の静かな操作音を実現しています。

●シンプルな形状で取付け場所を選ばないデザイン
●様々なインテリアシーンに合わせやすいマットな質感とカラー全３色

音について
音の大きさはデシベル（dB）で表します。数値が小さいほど「音が小さい」ことを
意味します。人間の耳に聞こえる音と音の大きさ（dB）は、比例関係にはありま
せん。目安として、10（dB）下がると大雑把に人の耳では半分程度に音が小さく
なったと感じとれます。

・ 上記数値は傾斜させたレールにランナーを入れて走行させ、50cm離れた位置
で測定した実験測定値です。

●マルティの騒音レベル

静か
騒音レベル（dB）
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うるさい

静かな事務所
日常会話日常的騒音

騒 し々い工場内
カラオケ店内極めてうるさい ♪♪

♪♪
♪♪

騒がしい事務所
電話のベルうるさい

深夜の郊外
ささやき声静か

極めて静か 音がない感じ

36（dB）
マルティ

51（dB）
当社デリアスウォーム25

zz z..

アルマイトクリア

● カーテンのひだがきれいに出るランナー
カーテンフックを引っ掛ける吊環部分が自由に回転するので、ランナーとカーテ
ンのひだを正面に向けて美しく納められます。

吊環が自由に回転

■ラウンド

■フラット

● アクセサリーを選ぶようにアレンジできる新感覚の「デザインリング」
シンプルなレールにアクセサリー感覚で取付けて、アレンジできる「デザインリング」をラインナップ。
重ね付けでアクセントにしたり、さりげないポイントにしたりと自由に楽しむことができます。

製品の動きはこちら ▶

ブラック

ナチュラルブラウン（木目調）

クラウディホワイト

ブラウン（木目調）

ピュアグレー

ブラック クラウディホワイト ピュアグレー

ゴールド シルバー

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校
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「マルティ」を「デザインリング」でアレンジ！おすすめの組み合わせをご紹介します！

● レールに「デザインリング」を付けてアレンジ！

●木目調デザインを組み合わせて、ナチュラルテイストやヴィンテージテイストに

●異なるカラーを組み合わせてモダンなアクセントに

●ゴールドやシルバーはエレガントなインテリアにも似合います

● レールと同色にしてシンプルに

お好きなデザインリングを自由に組み合
わせることができます。デザインリングは、
レールの正面から簡単に付け外しができ、
後から移動することもできます。

デザインリングを付ける位置は
自由に調節できます。

掲載している寸法は
目安としてご使用ください。

ブラック2コ、ブラウン（木目調）1コ ブラウン（木目調）2コ、ブラック1コ

ピュアグレー1コ、ブラック1コ

ブラック2コ

ブラウン（木目調）1コ、ブラック1コ

クラウディホワイト1コ

ピュアグレー2コ、ブラウン（木目調）1コ ブラウン（木目調）2コ、ピュアグレー1コ

クラウディホワイト1コ、ピュアグレー１コ

ピュアグレー2コ

ブラウン（木目調）1コ、ピュアグレー1コ

シルバー１コ

クラウディホワイト2コ、ナチュラルブラウン（木目調）1コ ナチュラルブラウン（木目調）2コ、クラウディホワイト1コ

ピュアグレー1コ、クラウディホワイト1コ

クラウディホワイト2コ

ナチュラルブラウン（木目調）1コ、クラウディホワイト1コ

ゴールド1コ

10
5 5

10
5 5

20
5 510

35
5 5 510 10

32
5 5 510 7

32
5 5 510 7

30
5 510 10

シルバー2コ シルバー１コ

ゴールド2コ ゴールド1コ

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校
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装飾カーテンレール マルティ

シングルセット

ファンティアフィル ダブルセット

サイズ 製品色
キャップ

価格

1.2m
ブラック 109910

10,400クラウディホワイト 109911

ピュアグレー 109912

2.1m
ブラック 109913

15,400クラウディホワイト 109914

ピュアグレー 109915

3.1m
ブラック 109916

19,800クラウディホワイト 109917

ピュアグレー 109918

セットの明細

・ポール：1.2ｍ＝1.2ｍ×1本、2.1ｍ＝2.1ｍ×1本、3.1ｍ＝3.1ｍ×1本
・キャップ：2コ
・リングランナー：1.2ｍ＝10コ、2.1ｍ＝20コ、3.1ｍ＝30コ
・シングルブラケット：1.2ｍ＝2コ、2.1ｍ/3.1ｍ＝3コ
・取付ネジ

サイズ 製品色
 キャップ

価格

1.2m
ブラック 109919

13,600クラウディホワイト 109920

ピュアグレー 109921

2.1m
ブラック 109922

19,100クラウディホワイト 109923

ピュアグレー 109924

3.1m
ブラック 109925

25,600クラウディホワイト 109926

ピュアグレー 109927

セットの明細

マルティ
・ポール：1.2ｍ＝1.2ｍ×1本、2.1ｍ＝2.1ｍ×1本、3.1ｍ＝3.1ｍ×1本
・キャップ：2コ
・リングランナー：1.2ｍ＝10コ、2.1ｍ＝20コ、3.1ｍ＝30コ
・ダブルブラケットN：1.2ｍ＝2コ、2.1ｍ/3.1ｍ＝3コ
・取付ネジ

ファンティアフィル
・レール：1.2ｍ＝1.1ｍ×1本、2.1ｍ＝2.0ｍ×1本、3.1ｍ＝3.0ｍ×1本
・キャップストップ：2コ
・ランナー：1.2ｍ＝10コ、2.1ｍ＝20コ、3.1ｍ＝30コ
・マグネットランナー（両開）：1組
・ワンタッチシングルブラケット：1.2ｍ/2.1m＝なし、3.1ｍ＝2コ
・取付ネジ

■マルティ シングル正面付けセット価格 1箱1セット入り　［単位：円（税別）］

■マルティ ＋ ファンティアフィル ダブル正面付けセット価格 1箱1セット入り　［単位：円（税別）］

価 格

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校
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価 格

サイズ
製品色

1.2ｍ 1.55ｍ 2.1ｍ 3.1ｍ
コード 価格 コード 価格 コード 価格 コード 価格

ブラック 109937

4,500
109938

5,000
109939

7,000
109940

11,500クラウディホワイト 109941 109942 109943 109944

ピュアグレー 109945 109946 109947 109948

■マルティ ポール価格 1箱1本入り　［単位：円（税別）］ポールのみ

サイズ
製品色

1.1ｍ 2.0ｍ 3.0ｍ
コード 価格 コード 価格 コード 価格

ブラック 109949

900
105868

1,300
105894

1,930クラウディホワイト 109950 109951 109952

ピュアグレー 109953 109954 109955

■ファンティアフィル レール価格 1箱1本入り　［単位：円（税別）］レールのみ

ダブルセット

サイズ 製品色
 キャップ

価格

1.2m
ブラック 109928

15,700クラウディホワイト 109929

ピュアグレー 109930

2.1m
ブラック 109931

22,900クラウディホワイト 109932

ピュアグレー 109933

3.1m
ブラック 109934

32,400クラウディホワイト 109935

ピュアグレー 109936

セットの明細

・ポール：1.2ｍ＝1.2ｍ×2本、2.1ｍ＝2.1ｍ×2本、3.1ｍ＝3.1ｍ×2本
・キャップ：4コ
・リングランナー：1.2ｍ＝20コ、2.1ｍ＝40コ、3.1ｍ＝60コ
・ダブルブラケット：1.2ｍ＝2コ、2.1ｍ/3.1ｍ＝3コ
・取付ネジ

■マルティ ダブル正面付けセット価格 1箱1セット入り　［単位：円（税別）］

W寸法（＝ブラケットの両端）L1α1 L2 α2

ポール寸法
製品寸法

ファンティアフィルレール寸法

5

32 23

5

デザインリングを付ける場合 ：ポール寸法＝（W+L1+L2+α1+α2+6ｍｍ）
デザインリングを付けない場合：ポール寸法＝（W+L1+L2+6ｍｍ）
＊L1・L2は100～120ｍｍがおすすめです。
＊キャップのみ込み寸法：片側3ｍｍ×2コ＝6ｍｍ
＊ファンティアフィルのレール寸法はW＋40mm以上がおすすめです。

デザインリングを付ける場合はデザインリングをつける部分の長さ（α1・α2）を考慮してください。

　例）目安としてご使用ください。
POINT マルティは採寸も取付けもラクラク!

［単位：mm］

従来の装飾カーテンレールはフィニアルのデザイン・寸法に応じて
レールカット寸法を算出する必要がありますが、 
マルティはキャップの寸法が片側わずか2mmなので、 
採寸や取付けがラクラク！ 取付け場所を選びません。

マルティの製品寸法（仕上り寸法）＝ポールカット寸法＋4mm
＊キャップの寸法：片側2ｍｍ×2コ＝4mm

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校
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装飾カーテンレール マルティ

価 格

■マルティ 部品価格 　［単位：円（税別）］
部品名 部品色 コード 単価 箱入数 箱入価格

デ
ザ
イ
ン
リ
ン
グ

デザインリング 
（ラウンド）

ブラック 109958

クラウディホワイト 109959

ピュアグレー 109960 500 1コ 500

ゴールド 109961

シルバー 109962

デザインリング 
（フラット）

ナチュラルブラウン
（木目調） 109963

500 1コ 500ブラウン 
（木目調） 109964

キ
ャ
ッ
プ

キャップ ブラック 109965

200 1コ 200クラウディホワイト 109966

ピュアグレー 109967

ラ
ン
ナ
ー

リングランナー
（内径26㎜/外径35㎜）

ブラック 109968

200 5コ 1,000クラウディホワイト 109969

ピュアグレー 109970

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

シングルブラケット ブラック 109971

1,500 1コ 1,500クラウディホワイト 109972

ピュアグレー 109973

ダブルブラケットN ブラック 109974

1,500 1コ 1,500クラウディホワイト 109975

ピュアグレー 109976

ダブルブラケット ブラック 109977

1,500 1コ 1,500クラウディホワイト 109978

ピュアグレー 109979

部品名 部品色 コード 単価 箱入数 箱入価格

そ
の
他
の
部
品

ポールジョイント

—— 109980 500 1コ 500

フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
フ
ィ
ル
用
部
品

キャップストップ
（ファンティアフィル用）

ブラック 105981

80 50コ 4,000クラウディホワイト 109981

ピュアグレー 109982

ワンタッチ
シングルブラケット
（ファンティアフィル用）

ブラック 105999

130 1コ 130クラウディホワイト 109983

ピュアグレー 109984

ランナー（8コ連結） 
（ファンティアフィル用）

ホワイト 105971 53 480コ
（8コ×60本） 25,440

マグネットランナー（両開）
（ファンティアフィル用）

ホワイト 105972 470 20組 9,400

ジョイント
（ファンティアフィル用）

—— 106016 180 20コ 3,600

房
掛

房掛 ファンテ ブラック 104482
260 1コ 260

グレージュ 104589

房掛 テンポ

マットホワイト 104464 500 1コ 500

カットの種類 1カットあたり価格
「シングルセット」のポール 1,500

「ダブルセット」のポール・レール 2,200
ポールのみ 1,500

セット品の場合
「ダブルセット」の奥側ポールは、手前側ポールと同寸法でカットします。
「ファンティアフィル ダブルセット」の奥側レールは、W+40ｍｍ以上がおすすめです。

カット後の残ポール（レール）は弊社にて
廃棄します。セット価格　＋　ポール（レール）カット加工費

ポールのみの場合
カット後の残ポールは弊社にて
廃棄します。ポール価格　＋　ポールカット加工費

■ご希望の長さにポール（レール）をカットしてお届けします。

ポール（レール）カットについて

1. 製品名をご指定ください。

2. カラーをご指定ください。

3. ポール寸法をご指定ください（10ｍｍ単位）。
デザインリングを付ける場合 ：ポール寸法＝（W+L1+L2+α1+α2+6ｍｍ）
デザインリングを付けない場合：ポール寸法＝（W+L1+L2+6ｍｍ）
＊L1・L2は100～120ｍｍがおすすめです。
＊ デザインリングを付ける場合は、デザインリングを付ける部分の長さ（α1・α2）を 
加算してください。詳しくはP.31をご覧ください。
＊キャップのみ込み寸法：片側3ｍｍ×2コ＝6ｍｍ

4.  ファンティアフィル ダブルセットの場合は、ファンティアフィルの
レール寸法をご指定ください（10ｍｍ単位）。
＊ファンティアフィルのレール寸法はW＋40mm以上がおすすめです。

●製品寸法の算出方法
製品寸法＝ポール寸法＋4mm
＊キャップの寸法：片側2ｍｍ×2コ＝4mm

■ポールカット加工費 　［単位：円（税別）］

W寸法（＝ブラケットの両端）L1α1 L2 α2

ポール寸法
製品寸法

ファンティアフィルレール寸法

5

32 23

5

＊ 下図はファンティアフィル ダブルセットの正面図。
シングルセット・ポールダブルセットの場合も、ポール寸法の考え方は同じです。

デザインリングを付ける場合

［単位：mm］

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校
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片開き

5kg
両開き

+5kg

900mm以内900mm以内
1800mm以内

総重量
10kg

片開き

3kg
両開き

+3kg

総重量
6kg

1400mm以内1400mm以内
2800mm以内

リングランナー
1コあたり

1kg

■シングル正面付け

■ダブル正面付け

32

7

18

82

23

48

70

55

30

5535

102

52
45

7

31

23
15 22

■部品の材質
部品名 材　質

ポール
アルミ押出し形材＋
ポリオレフィン系樹脂
シートラッピング

キャップ ポリエチレン樹脂

リングランナー ポリエチレン樹脂＋ 
ステンレス

ブラケット 電気亜鉛メッキ鋼板

デザインリング
フラット：ABS樹脂＋
ポリオレフィン系樹脂シート
ラウンド：ABS樹脂

■寸法図 ［単位：mm］

キャップ デザインリング ラウンド デザインリング フラット

∅
22

10

室
内
側

∅
26 5

室
内
側

製品仕様

取付け図
［単位：mm］

43

7

31

2316

5735

104

47

11 16

シングルブラケット
（ブラケット幅：22）

ダブルブラケット
（ブラケット幅：26）

ダブルブラケットN
（ブラケット幅：22）

■ブラケット取付けピッチ・カーテン適正重量
〈2.1m〉 〈3.1m〉

5

32

23 20

7

10
室
内
側

三校

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

ご捺印欄
校正者 -1 校正者 -2 校正者 -3 校正者 -4 校正者 -5 校正者 -6 校正者 -7 担当責任者様

校正日 / / / / / / / /

商品に関する全ての情報（価格・色・型番・サイズなどの仕様・画像・画像と商品情報との整合性・説明文・コピーなど）をご確認の上、
捺印をお願いいたします。

初校 初校再校 再校 三校


