
Vol.12
季節の装い

Spring &Summer

delicious
easy entertaining
everyday dining

…

Food
Flower
plate   dish
cutlery
glass



P 3 P 4

P 7  8 ……

……

P 9

1 21

商品カタログ

あじさいのテーブル
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English style tea time

May 5 月 June 6 月 July 7 月  七夕の宵

盛夏の和カフェスタイル

August 8 月

お悩み解決 Q&A

   ～ 基礎編 ～

お悩み解決 Q&A

   ～お手入れ編～
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easonal coodinate

オーガンジーに野ばらの刺繍をちりばめた

可憐なレースのテーブルクロス。

お気に入りのティーカップを並べて

優雅なティータイム。

 Recipes index

ナプキンのたたみ方

S M ay

English style tea time

ジャガードテーブルクロス （ブライトプレジール /アクアミント）円形
オーガンジー刺繍クロス （ローズガーデン）円形

Vol .12 季節の装い

これからの季節、テーブルも装いをかえ
て

…
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A

プリントテーブルクロス（ハイドランジア）　
デリシャスカラーナプキン（手前 : グレープ /奥 : ブルーベリー）

テーブルマット（nami ）  アクリル長皿（karakusa)  
デリシャスカラーナプキン（カマンベール）

une あじさいのテーブルJ
スケッチのようなタッチであじさいが描かれた

ナチュラルなテーブルクロス。

ナプキン・グラス・フラワーのシックな

パープルのグラデーションが さりげない

センスを感じさせます。

七夕の宵

           天の川に見立てたテーブルランナーに

           　   満天の星空を映したきらめく楕円盆

                           を組み合わせた七夕のテーブル。

きりっと冷やした日本酒で 大人の集いも盛り上がります。

ulyJ
ジャガードテーブルクロス（ ishidatami / グリーン） ・テーブルランナー（輪違七宝 /ターコイズ )　
楕円盆（hoshikuzu) ・ アクリル三段重（karakusa)  ・デリシャスカラーナプキン（ピスタチオ /セージ）

涼やかな水面をイメージした光沢感のある

   メッシュのテーブルマット。

         夏はテーブルクロスを使わずに

             こんなスタイルのおもてなしでも OK。

盛夏の和カフェスタイル

ugust
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カマンベール 10 チェリー 21 バニラ 20 ライム 23

グレープ 18

650144-01-□□

650151-01-□□

650168-01-□□

650175-01-□□

● ジャガードテーブルクロス

140×200 ㎝　\ 6 ,300

150×240 ㎝　\ 7 ,350

170 ㎝円形   \ 6 ,300

130×170 ㎝　\ 5 ,250

[ 素材 ]綿 65％・ポリエステル 35％

はっ水加工　生地：トルコ製　縫製：日本製

[素材 ]ハイドランジア /フェンネル 04 ベージュ
                      ：綿 75％・麻 25％

フェンネル 07 イエロー /62 ネイビー：綿 100％

はっ水加工

はっ水加工

はっ水加工

はっ水加工

＜クローブ＞

480369-14-10

480376-14-10
480383-14-10

480390-14-10

● オーガンジー刺繍クロス

150×200 ㎝　\ 1 6,800

150×240 ㎝　\ 1 8,900

158 ㎝円形   \ 1 4,700

100×100 ㎝　\  8,400

はっ水加工
＜ローズガーデン＞

472784-01-□□

472791-01-□□

472807-01-□□

● 透かし織りシリーズ

● アクリル三段重
　　＜karakusa＞

● アクリル長皿
　 ＜karakusa＞

30×200 ㎝　\ 5 ,040

40×130 ㎝　\ 3 ,990

20×100 ㎝　\ 2 ,520

598002-01-89
13×13×H:11.6 ㎝　\ 6 ,090

598019-01-89
13×35 ㎝　\ 3 ,990

＜霞＞

ピンク  01アイボリー  20

ハイドランジア　ベージュ
　　　　　　　 108－04

フェンネル　ベージュ
　　　　　  107－04

フェンネル イエロー
　　　　　 107－07

フェンネル　ネイビー
        　　　107－62

ホワイト  10 ライトグリーン 13

* 商品番号末尾二桁の□□には色番号をお入れください。例：<クローブ >ピンク 140×200 ㎝ 650151-01-01

* 商品番号末尾五桁の□□□ー□□には商品画像下の番号をお入れください。例：フェンネル イエロー 140×200 ㎝ 470247-107-07

グリーン  03

ベージュ  04 グリーン  03 グレー  40

セージ 43  バナナ 37

エッグプラント 72ブルーベリー 58

オリーブ 56

400091-01-□□

400107-01-□□

400114-01-□□

400121-01-□□

400138-01-□□

● テーブルクロス＜無地＞

130×130 ㎝　\ 3 ,990

130×170 ㎝　\ 4 ,725

130×200 ㎝　\ 5 ,460

130×230 ㎝　\ 6 ,300

100×100 ㎝　\ 3 ,150

470223-□□□-□□

470230-□□□-□□

470247-□□□-□□

470254-□□□-□□

432658-□□□-□□

● プリントテーブルクロス

130×170 ㎝　\ 6 ,300

140×200 ㎝　\ 6 ,825

140×230 ㎝　\ 8 ,190

 40×130 ㎝　\ 3 ,150

100×100 ㎝　\ 4 ,200

590037-07-□□

590044-07-□□

590051-07-□□

● ジャガードテーブルクロス

   ＜ishidatami＞

140×200 ㎝　\ 7 ,350

150×240 ㎝　\ 8 ,925

590068-07-□□170 ㎝円形　 \ 7 ,350

130×170 ㎝　\ 6 ,300

401050-01-□□

● テーブルマット＜無地＞

32×45 ㎝　\ 840

414036-01-□□

● ナプキン＜無地＞

50×50 ㎝　\ 840

＊色番はテーブルクロス・テーブルマット・ナプキン共通

[素材 ]綿 70％・ポリエステル 30％

はっ水加工　日本製

[素材 ]綿 70％・ポリエステル 30％

はっ水加工　日本製
[素材 ]綿 70％・ポリエステル 30％

日本製

[素材 ]ポリエステル 100％    日本製

[素材 ]本体：メタクリル樹脂  

裏底ストッパー：シリコーン

耐熱温度：80℃  中国製

● 楕円盆＜hoshikuzu＞

431101-07-1030×42 ㎝　\ 3 ,675

[ 素材 ]木製（中質繊維板）ウレタン塗装

厚み 0.5cm　日本製

はっ水加工

＊ナプキンは、はっ水加工をしておりません。

Delicious  color

* 商品番号末尾二桁の□□には色番号をお入れください。例：テーブルマット＜無地＞バニラ　401050-01-20

ラベンダー 02-28 ピンク 02-01 グレー 03-40 ブルー 03-02 キミドリ 02-06 

ブルー 02-02 

ネイビー 62 ベージュ 04 ブラウン 54 

ネイビー 03-62 グレー 02-40 

ターコイズ 03-33 

ベージュ 03-04 

● テーブルマット

32×45 ㎝　\ 1 ,050

462068-□□-□□ 462075-□□-□□ 461016-□□-□□ 

● ティーマット

19×30 ㎝　\ 7 35

461634-□□-□□ 463027-□□-□□ 

● テーブルランナー L

＜うろこ紋＞ ＜輪違七宝＞

30×200 ㎝　\ 4 ,725

[ 素材 ]綿 100％   

はっ水加工　日本製

● テーブルマット

32×45 ㎝　\ 8 40

431194-05-02 
<tatewaku>

431194-05-60 <tatewaku>

431194-06-12 
<nami>

431194-06-03 <nami>

431194-07-19 
<karakusa>

431194-07-04 <karakusa>

[ 素材 ]ポリ塩化ビニル 100％  

耐熱温度 80℃ 　中国製

[素材 ]生地：ポリエステル 100％ 刺繍糸：綿 100％  

はっ水加工　日本製

● テーブルランナー S

19×100 ㎝　\ 2 ,625

● コースター

11×11 ㎝　\ 3 15

* 商品番号末尾四桁の□□-□□には色番号をお入れください。例：テーブルランナー L ＜輪違七宝＞ ターコイズ　462068-03-33

春のオススメ色

ピンク：430555-01-01 オレンジ：430555-01-05 ラベンダー：430555-01-18

● 先染テーブルクロス

   < チェック >

130×130 ㎝　￥4,725

　[ 素材 ] 綿 100％　はっ水加工　

　生地：インド製　加工・縫製：日本製

[ 素材 ] 綿 55％・ポリエステル 45％　　

はっ水加工　生地：トルコ製　縫製：日本製

はっ水加工  日本製

* 下写真は 40×130 ㎝サイズ

ウラ面＜ブラック＞

＜ホワイト＞

オモテ面アップ

はっ水加工

和モダンなプリントシリーズは 和食器はもちろん北欧のシンプルな洋食器とのコーディネートも素敵！

リバーシブルに使えて色のコントラストも楽しめます。

*こちらの商品は３月中旬以降のお届けとなります。

*こちらの商品は３月下旬のお届けとなります。

＊ラメが散りばめられています。
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5.一枚目に重ねて手前に折ります。

10

デリシャスカラー インテリアクロス プレゼント !

プレゼントの締め切りは 2011 年 7 月末日

こぼした水分はすぐにふき取り、お洗濯は柔軟剤無しで。

この冊子に添付のハガキか、当社ホームページよりアンケートにお答えいた

だいた方の中から、抽選で 10 名様にデリシャスカラー インテリアクロス

（ カマンベール 100×100 ㎝ ）１枚をプレゼントいたします。

発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

ご意見、ご感想はそれ以降もお受けいたします。

1.ナプキンを四つ折りにして、

　 正方形にします。

3. 2 で出来た三角形の部分を手前に

  折ります。

4.残った 2枚も同様に折ります。2.上から 2枚の両角を、それぞれ

　 写真のように折ります。

はっ水加工のテーブルクロスの場合、 ワインやジュース、 お醤油やドレッシングなど、

とにかくこぼしたらすぐに拭き取りましょう。 そのままにしておくと、 乾いてシミが取れ

にくくなります。 ケチャップなど油分の多いものは布目に入りやすいので、 濡れ布巾

で叩くように拭き取ります。 でも、 シミがつくのは当たり前。 あまり神経質になっては

せっかくの食事も楽しくありません。 それより生地の色や柄を楽しむこと、 良く洗濯し

てあることのほうが大切です。

企画・編集：ブルーミング中西株式会社 2011.3.3 発行

＊商品の表示価格はすべて税込み価格になります。＊品切れの際は申し訳ありませんが、ご了承下さい。

＊当カタログ掲載商品について、予告なく仕様変更・販売中止する場合があります。ご了承下さい。

表紙：プリントテーブルクロス　フェンネル 130×170cm　\6,300

食べこぼしのシミが付いてしまった場合は、 色 ・ 柄物に使える

酸素系漂白剤につけてから洗います。 テーブルクロスは大きくて

つけ置きも場所を取ります。 夜のうちに洗濯機に漂白剤と一緒

に浸しておき、 翌朝洗濯機をまわすと気が楽です。

はっ水加工の商品に柔軟剤を使用しますと、 水を弾く効果の上に

柔軟剤の膜を張ることになり、 弾く効力が半減してしまいます。

もし、 使用してしまった場合はもう一度水洗いをして柔軟剤を落と

してください。 はっ水効果が戻ります。

脱水が終わったら、 きちんとタテに四つ折りにしてハンガー

に掛けて干します。 よくシワを伸ばし布目がゆがんで乾いて

しまわないように、 四角く干すのがコツ。

麻のクロスの場合は生乾きのうちにアイロンをしたいので陰

干しか室内干しにしましょう。 ポリエステルを含む素材なら、

きちんと干せば、 アイロンをかけなくても大丈夫です。

洗濯をくり返すと繊維が毛羽立ち、 はっ水の効果が

弱まったように感じることがあります。

そんな時はアイロンをかけ、 表面の毛羽を押さえ

ると再びはっ水の効果が戻ります。

二つ折りにしてアイロンをかけたら、 そのままひっくり返しもう一度

かけます。 二回かけることによってプレスがかかり、 よりキレイに

シワがとれます。 最後に中央の折り目にアイロンをかけます。

point3 で触れたようにシワを伸ばすように干せばアイロンが不要な

場合もあります。 でも、 ひと手間かけてすっきりとアイロンのかか

ったテーブルクロスはとても気持ちがいいものです。

A :

Q :テーブルクロスは大きくてアイロンを

   かけるのが大変！

A : 外表に二つ折りにしてアイロンをかけ、最後に

　　折り目の部分をかけて仕上げます。

Q : はっ水加工のお手入れ方法が知りたい！

シミ抜きをしてから洗濯をする

はっ水の効果が

弱まってきたと感じたら
折りたたんで干す

柔軟剤は使用しないで！

Napkin

Envelope
封筒

point１

point 4

point 2

point 3

ホームページはこちらから  http ://www.b looming .co . jp

トップページの新着情報「小冊子のご案内とアンケートのお知らせ」よりお申し込み下さい。
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