


mina perhonen の描く世界を、
山形緞通がじゅうたんに。

〈ギャッベアートコレクション〉

ペルシャ絨毯トルクメン産
組成／毛100％　サイズ／約130×194cm

特別価格 税込 253,800円 #423

ペルシャ絨毯カシュガイ産
組成／毛100％　サイズ／約105×146cm

特別価格 税込 396,000円 #660

ペルシャ絨毯ギャッベ
組成／毛100％　サイズ／約59×154cm

特別価格 税込 88,000円 #165

ペルシャ絨毯ギャッベ
組成／毛100％　サイズ／約155×207cm

特別価格 税込 275,000円 #453

ペルシャ絨毯カシュグリギャッベ
組成／毛100％　サイズ／約80×125cm

特別価格 税込 220,000円 #399

ペルシャ絨毯カシュグリギャッベ
組成／毛100％　サイズ／約150×198cm

特別価格 税込 726,000円 #1210

ペルシャ絨毯クム産（アルサラニ工房）
組成／絹100％　サイズ／約74×109cm

特別価格 税込 1,320,000円 #3300

ペルシャ絨毯タブリーズ産（ICC工房）
組成／毛100％　サイズ／約306×406cm

税込 20,900,000円

ペルシャ絨毯テヘラン産
（ICC工房）
組成／毛100％　
サイズ／約148×207cm

税込 10,450,000円

ペルシャ絨毯クム産（ジェッディ工房）
組成／絹100％　サイズ／約100×151cm

特別価格 税込 4,950,000円 #8250

ペルシャ絨毯クム産
（シャイエステ工房）
組成／絹100％　
サイズ／約79×119cm

特別価格 税込 1,100,000円 

ペルシャ絨毯クム産（ゴシャエシュ工房）
組成／絹100％　サイズ／約98×148cm

特別価格 税込 3,960,000円 #6600

山形緞通（bird inthe forest）
組成／毛100％　

ペルシャ絨毯クム産（ラジャビアン工房）
組成／絹100％　サイズ／約78×119cm

特別価格 税込 3,300,000円 #5500

ごあいさつ

　拝啓　時下ますますご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。

さて、このたび当店では、「第17 回シルクロード絨毯展」を開催させていただきます。今なお多くの人を魅了し続けているのは、まさに

担い手たちが本質を守りながら、革新をもたらし、高品質で斬新な作品を生み出し続けているからにほかなりません。

「伝統と革新の絨毯 100選」と題しまして、歴史的価値の高い希少品や、巨匠たちの名作から、新進作家の斬新な意欲作をご紹介いたします。

素朴で、親しみやすいトライバルアート作品、老舗絨毯メーカー山形緞通の新作もご覧いただきます。

　また、期間中、会場ではお買得品を数多くご用意し、皆様のお越しをお待ちいたしております。

　ぜひこの機会にご来場賜りますようお願い申し上げます。
株式会社　福屋

敬具

令和3年11月吉日

ペルシャ絨毯の本質を守り続ける ICC工房

ICCが1953年に制作したナスレッディン文様のオリジナルデザインの作品。
パーレビ国王2世の妻 ファラ王妃が60年代後半にICCを訪問した際、この
デザインを気に入り、新たに別注で製作を依頼した逸話を持つ品です。

「bird in the forest」と名つけられたこの作品は皆川明氏
による掻き下ろし原画を、山形緞通の手を通して表現され
たものです。空想の景色にいざなわれるようなやさしい
包容力を持つじゅうたんが
生まれました。

世界中で愛されるペルシャ絨毯の品質保持ならびに、
独自に高品質の絨毯を製作するため1935年に国に
よって設立された工房。厳選した羊毛を草木染めで
染色し、随所に伝統的な手法と工夫を取り入れた絨
毯製作を行っています。

高度な技を持つ匠たち。次の世代に繋げ
る作品を創り続ける有名工房、世界に一
つしかない手織の逸品。

新進気鋭の作家たちの独創的な作品。
斬新なデザインと独特の色使いが素晴ら
しく、近年力をつけてきている次世代工房。

Iran Carpet Company
ICC（国営イランカーペット公社）

この作品は、一般的にカーペット・イン・カーペット文様ですが、中心の
カーペットを除いたフィールの柄はオーバーオール（ペルシャ語でアフ
シャン）と呼ばれています。
そしてこの絨毯は、中心のカーペットが平行ではなく斜めに描かれており、
柄の継ぎ目や全体のバランスを保つのが非常に難しい文様となっている
ため、高度の技術が必要となります。 ICCの洗練された職人が、あたかも
普通の作品のように仕上げているところに更なる稀少価値が生まれてい
ます。 

山形緞通は、1935年山形県山辺町で創業。
素足の生活習慣に合わせた日本のじゅうたんを独自に研究、製作
し続けています。日本で唯一、糸づくりから染め、織り、アフターケア
まで自社工房で取り組んでいます。

デザイナーの皆川明氏により設立。
オリジナルの図案によるテキスタイル
を作るところから服作りを進めています。
ブランド名はデザイナーが北欧への旅
を重ねる中でそのライフスタイルやカル
チャーに共鳴し、フィンランド語で名つけ
られました。

Tribal Art Rugs
トライバルラグは、民族色豊かな遊牧民たちの生活の道具として作られてきた絨毯。 素朴な
デザインはモダンナチュラルな空間とも相性がよく、温もりを感じる絨毯です。

《トライバルアートラグ》

GABBEH ART 
COLLECTION
《ギャッベ》

サイズ／約60×95cm        税込 165,000円
サイズ／約78×140cm      税込 275,000円
サイズ／約140×200cm    税込 660,000円
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ペルシャ絨毯タブリーズ産（ICC工房）
組成／毛100％　サイズ／約306×406cm

税込 20,900,000円

ペルシャ絨毯テヘラン産
（ICC工房）
組成／毛100％　
サイズ／約148×207cm

税込 10,450,000円

ペルシャ絨毯クム産（ジェッディ工房）
組成／絹100％　サイズ／約100×151cm

特別価格 税込 4,950,000円 #8250

ペルシャ絨毯クム産
（シャイエステ工房）
組成／絹100％　
サイズ／約79×119cm

特別価格 税込 1,100,000円 

ペルシャ絨毯クム産（ゴシャエシュ工房）
組成／絹100％　サイズ／約98×148cm

特別価格 税込 3,960,000円 #6600

山形緞通（bird inthe forest）
組成／毛100％　

ペルシャ絨毯クム産（ラジャビアン工房）
組成／絹100％　サイズ／約78×119cm

特別価格 税込 3,300,000円 #5500

ごあいさつ

　拝啓　時下ますますご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。

さて、このたび当店では、「第17 回シルクロード絨毯展」を開催させていただきます。今なお多くの人を魅了し続けているのは、まさに

担い手たちが本質を守りながら、革新をもたらし、高品質で斬新な作品を生み出し続けているからにほかなりません。

「伝統と革新の絨毯 100選」と題しまして、歴史的価値の高い希少品や、巨匠たちの名作から、新進作家の斬新な意欲作をご紹介いたします。

素朴で、親しみやすいトライバルアート作品、老舗絨毯メーカー山形緞通の新作もご覧いただきます。

　また、期間中、会場ではお買得品を数多くご用意し、皆様のお越しをお待ちいたしております。

　ぜひこの機会にご来場賜りますようお願い申し上げます。
株式会社　福屋

敬具

令和3年11月吉日

ペルシャ絨毯の本質を守り続ける ICC工房

ICCが1953年に制作したナスレッディン文様のオリジナルデザインの作品。
パーレビ国王2世の妻 ファラ王妃が60年代後半にICCを訪問した際、この
デザインを気に入り、新たに別注で製作を依頼した逸話を持つ品です。

「bird in the forest」と名つけられたこの作品は皆川明氏
による掻き下ろし原画を、山形緞通の手を通して表現され
たものです。空想の景色にいざなわれるようなやさしい
包容力を持つじゅうたんが
生まれました。

世界中で愛されるペルシャ絨毯の品質保持ならびに、
独自に高品質の絨毯を製作するため1935年に国に
よって設立された工房。厳選した羊毛を草木染めで
染色し、随所に伝統的な手法と工夫を取り入れた絨
毯製作を行っています。

高度な技を持つ匠たち。次の世代に繋げ
る作品を創り続ける有名工房、世界に一
つしかない手織の逸品。

新進気鋭の作家たちの独創的な作品。
斬新なデザインと独特の色使いが素晴ら
しく、近年力をつけてきている次世代工房。

Iran Carpet Company
ICC（国営イランカーペット公社）

この作品は、一般的にカーペット・イン・カーペット文様ですが、中心の
カーペットを除いたフィールの柄はオーバーオール（ペルシャ語でアフ
シャン）と呼ばれています。
そしてこの絨毯は、中心のカーペットが平行ではなく斜めに描かれており、
柄の継ぎ目や全体のバランスを保つのが非常に難しい文様となっている
ため、高度の技術が必要となります。 ICCの洗練された職人が、あたかも
普通の作品のように仕上げているところに更なる稀少価値が生まれてい
ます。 

山形緞通は、1935年山形県山辺町で創業。
素足の生活習慣に合わせた日本のじゅうたんを独自に研究、製作
し続けています。日本で唯一、糸づくりから染め、織り、アフターケア
まで自社工房で取り組んでいます。

デザイナーの皆川明氏により設立。
オリジナルの図案によるテキスタイル
を作るところから服作りを進めています。
ブランド名はデザイナーが北欧への旅
を重ねる中でそのライフスタイルやカル
チャーに共鳴し、フィンランド語で名つけ
られました。

Tribal Art Rugs
トライバルラグは、民族色豊かな遊牧民たちの生活の道具として作られてきた絨毯。 素朴な
デザインはモダンナチュラルな空間とも相性がよく、温もりを感じる絨毯です。

《トライバルアートラグ》

GABBEH ART 
COLLECTION
《ギャッベ》

サイズ／約60×95cm        税込 165,000円
サイズ／約78×140cm      税込 275,000円
サイズ／約140×200cm    税込 660,000円

#1760



ペルシャ絨毯クム産
組成／絹100％　サイズ／約59×90cm

特別価格 税込 726,000円 #1210

ペルシャ絨毯クム産
組成／絹100％　サイズ／約129×200cm

特別価格 税込 1,452,000円 #3300
ペルシャ絨毯ナイン産
組成／毛100％　サイズ／約177×258cm

特別価格 税込 1,815,000円 #3025

ペルシャ絨毯タブリーズ産
組成／毛100％　サイズ／約202×295cm

特別価格 税込 1,980,000円 #3520

パキスタン製手織絨毯
組成／毛100％　サイズ／約200×250cm

特別価格 税込  330,000円 #550

伝統と革新の絨毯100選

会期／1月27日【木】→31日【月】
　　　
          時間：10時30分～１８時30分
会場／福屋八丁堀本店7階催場

第17回

（外商お得意様ご招待日：1月29日【土】・30日【日】）

広島市中区胡町6-26/電話（082）246-6111（代）/営業時間：10時30分-19時30分
https://www.fukuya-dept.co

※最終日は17時閉場

特別ご奉仕品
玄関、リビング、ダイニングに、手織り絨毯は使うほどにその良さがわかります。
時を経ても変わらない伝統柄のペルシャ絨毯はお部屋を彩るにふさわしい一枚となります。
また、ウールの手織り絨毯は丈夫さや温もりを備え、機能性においてもすぐれています。

ペルシャ絨毯クム産（ザヘッド工房）
組成／絹100％　サイズ／約62×87cm

特別価格 税込 594,000円 #990


