
あたたかな雰囲気に模様替えしたくなる季節。それなら、「ハグみじゅうたん」を取り入れたらどうでしょう。
厳選された羊毛を、１枚１枚職人の手で丁寧に織り上げるハグみじゅうたん。

日本の住まいに合うやさしい色とパターンが空間に彩りを加え、天然素材ならではの手触りのよさとあたたかさにほっとする。
１枚のじゅうたんが、暮らしを大きく変えてくれるはず。

photograph: Akira Yamaguchi(p90-91)，Keiko Ichihara(p92-93)　styling: Yui Otani(p92-93)　hair & make-up: Yuka Takamatsu　text: Tomoko Yanagisawa

ハグみじゅうたんでつくる
彩り豊かな暮らし

モデル、イラストレーターとして
活躍する傍ら、ホテル備品をイメ
ージしたプロダクトブランド
「HOTEL VILHELMS 」のディレ
クターも務める。

香菜子さんprofile :

ており　約170ｃｍ×240ｃｍ　¥225 ,000

家族が集まるリビング。みんな床に寝
転んでごろごろするのが常だとか。香
菜子さんが選んだのは、グリーンから
赤のグラデーションが美しい「ており」。
赤がいいアクセントになりました。

LIVING
玄関SS （約40ｃｍ×60ｃｍ ¥25,000）
玄関S （約50ｃｍ×70ｃｍ ¥32,000）
玄関M （約60ｃｍ×90ｃｍ ¥37,500）
玄関L （約70ｃｍ×110ｃｍ ¥52,500）
M （約150ｃｍ×200ｃｍ ¥170,000）
L （約170ｃｍ×240ｃｍ ¥225,000）
LL （約200ｃｍ×250ｃｍ ¥278,000）

ハグみじゅうたんの中
でも最上質。熟練の職
人が1枚1枚手結びで織
り上げた「ており」。し
っとりなめらかな肌触
りで、床暖房にも対応。

type : ており

家具を動かしたりしなくても、じゅうたんを取り入れるだけで部屋の印象が大きく変わります。

香菜子さん宅のインテリアをじゅうたんで模様替えしましたPART
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リバーシブルストライプ 約170cm×240cm　¥58,000

リビングの一角にテーブルを置いたダイニング
スペース。「夜、ここでパソコン仕事をすること
も。足もとがあたたかいとなんだか仕事が進む
気がします 子菜香（」 さん）

DINING

リバーシブルストライプ〈マルチカラー〉
約50cm×180cm　¥14,800

足もとの冷えを解決し、キッチン
を明るく見せてくれるストライ
プのじゅうたん。何かこぼして
しまっても、さっとティッシュで
吸い取れるお手入れのしやすさ
も魅力。燃え広がらない性質を
持つウール製だから、より安心。

KITCHEN

mini　　（約60ｃｍ×90ｃｍ ¥8,800）
S　  （約120ｃｍ×180ｃｍ ¥38,800）
M　  （約150ｃｍ×200ｃｍ ¥42,000）
L　　（約170ｃｍ×240ｃｍ ¥58,000）
● MULTI-COLOR
約50cm×180cm　¥14,800

平織りならではのシャリ感と厚みを
抑えたデザイン、さまざまな表情を楽
しめるストライプが特徴。リバーシ
ブルで両面使えるのもうれしい。

type : リバーシブルストライプ

料理のやる気があがります

Befor
e

Befor
e

玄関S （約50ｃｍ×70ｃｍ ¥38,000）
玄関M （約60ｃｍ×90ｃｍ ¥44,000）
玄関L （約70ｃｍ×110ｃｍ ¥61,000）
M （約150ｃｍ×200ｃｍ ¥202,000）
L （約170ｃｍ×240ｃｍ ¥265,000）
LL （約200ｃｍ×250ｃｍ ¥320,000）

日本の住宅になじむ自
然な色合わせと、置く
方向によって色の表情
が変わる織り方。さら
さらふわふわな肌触り
で、夏でも快適です。

type : ておりコレクション

ておりコレクション　約70cm×110cm　¥61,000

玄関には窓がなく、少し暗い印象の香菜子さん宅。シックな青色をセレクトしました。
「落ち着いた色だから帰って来たときにほっとします」。向きによって色が変わって見
えるので、ときには置く方向を変えてみるのも楽しい。
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玄関S （約50ｃｍ×70ｃｍ ¥14,800）
玄関M （約60ｃｍ×90ｃｍ ¥16,800）
玄関L （約70ｃｍ×110ｃｍ ¥27,800）
ランナー （約50cm×180cm ¥31,800）
M （約150ｃｍ×200ｃｍ ¥86,000）
L （約170ｃｍ×240ｃｍ ¥118,000）
LL （約200ｃｍ×250ｃｍ ¥145,000）

毛足が立った織り方で厚みのある「てざわり」シリー
ズ。密度の高い織りでふかふかの手触り。

type : てざわり02

M （約150ｃｍ×200ｃｍ ¥95,000）
L （約170ｃｍ×240ｃｍ ¥127,000）
LL （約200ｃｍ×250ｃｍ ¥155,000）

「てざわり」シリーズよりさらに色
彩が豊かな「てざわりコレクション」
シリーズで子どもの感性も豊かに。

type : てざわりコレクション

植物を置く
なら

緑色が合い
ます！

豊富なパターンからどんな色、柄を選べばいいの？  お手入れはどうしたらいい？  ２人のプロに聞きました。

じゅうたんのスタイリング&お手入れ方法をプロに聞いてみましたPART
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じゅうたんの色や柄をどう選べばよい？Q

「床や家具の色と少しだけでも合わせると違和感があり
ません。最近は、黒のインテリアが人気。テーブル、イス
の脚とじゅうたんのふちの部分の色を合わせました」

ており　約170cm×240cm　¥225 ,000

床や家具の色と合わせるA2

「リビングや寝室の一角、玄関、階段の踊り場など小さな
じゅうたんとイスや鏡を置けばインテリアに世界観が生
まれます。お好きな色を選んでください」

てざわり02　約70cm×110cm　¥27,800

インテリアのアクセントにするA1

「ハグみじゅうたんはすべてウールと綿。接着剤は使っておらず、厳しい
チェックを経ているので安心。床のキズ防止や防音効果もありますよ」

てざわりコレクション　約150cm×200cm　¥95,000

子どもがいても
安心して使える素材は？

Q

手触りのいい天然素材を選んでA

スタイリング 編
how to styling

デザイナーとしてデザイン会社勤務を経て、
スタイリストに。インテリア、テーブルコー
ディネート、ライフスタイル全般を手がける。

教えてくださったのは

インテリアスタイリスト
大谷優依さん

「インテリアの見た目だけでなく、リラックスできるかにおいても重要な
ポイント。じゅうたんの上でごろごろ過ごしたいなら大きめサイズを」

DINING
リバーシブルストライプ　約170cm×240cm　¥58,000

「イスを引いた状態でもまだ少し余裕があるくらい
が、見た目のバランスも防音面でもベスト」

LIVING
てざわりコレクション　約170cm×240cm　¥127 ,000　チェックリネンカーテン¥5,000/㎡（Lif/Lin）

「ソファより少し大きく、じゅうたんの上で大人が寝転べるくらいがリラックスできるサイズ。
カーテンも天然素材だとよりリラックスできる空間に」

半分ずつ、

折り返すだけ
でOK

じゅうたんの
サイズの選び方がわからない

Q

部屋の用途や過ごし方に合わせるA

「ウールは汚れに強いので、すぐにふき取れば大丈夫です。
ティッシュで吸い取って、水ぶきできれいに。落ちない場
合は衣料用中性洗剤を溶かした水でふいてください」

飲み物を
こぼしてしまったら？

Q

すぐに水分をふき取ればOKA
「基本的にウールは復元性の高い素材なので、おいておけば
跡はほぼ消えます。気になる場合は、スチームをあててく
ださい。化繊のラグに比べるととてもへたりにくいです」

家具の跡が
ついてしまったら？

Q

アイロンのスチームをあててA

「普段のお手入れは掃除機だけでOK。目が詰まってい
るのでほこりやゴミが入りこみにくく、化繊に比べて汚
れにくいためお手入れが簡単です」

ハグみじゅうたんの普段のお手入れは？Q

「写真のようにじゅうたんを半分ずつめくって風通しを。
これなら力のない方でも簡単。ついでに裏面の掃除機が
けと床の乾拭きもすると、湿気がこもりにくく快適に」

半月に一度風通しをA12～3日に一度掃除機がけA2

Chec
k!
ハグみじゅうたんが一度に
見られるイベントを開催！

「てざわりコレクション」「ており」「ておりコレクション」
をご覧になれる「ハグみじゅうたん展」を10月から全国で
開催しています。この機会にぜひ本物に触れてください。

東京ショールーム（新宿区）、
横浜ショールーム（横浜市
都筑区）では、ハグみじゅう
たんを実際に体感できます。

SHOWROOM

INFORMATION

ハグみじゅうたんは全国約250店舗で取り扱っています。
詳細は下記のお問い合わせ先、ハグみじゅうたん公式HP
をご覧ください。

ハグみじゅうたん 　www. lohas-rug.com
ハグみじゅうたん公式HP
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お手入れ 編
how to care

ハグみじゅうたんに携わり７年目。今では
室長として、全国の販売店への営業やサポー
トと、全国で開かれるイベントを担当。

教えてくださったのは

ハグみじゅうたんスタッフ
高橋郁美さん

［お問い合わせ先］COBLIN 　tel: 0250-22-0606 ※「ており」「ておりコレクション」については、特に希少価値が高く、生産に多大な手間と時間を要するため、注文後、数か月お時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

ウールには天然のコーティングが！


