新潟県 Ｍ邸

「夏も冬も快適で、
家族みんなのお気に入りです」
窓を大きくとり、自然をたっぷり取り込むようにつ
くったというMさんのお宅。そのリビングには大きな
赤いギャッベが敷かれている。
「10年前にアートギャッ
ベを知り、いつかは欲しいと思い続けていました」と
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奥さん。2年前、
とうとうご主人を伴ってアートギャッ
ベを見に行き、出会ったのがこの赤い１枚だったとい
う。Mさん夫妻は、現在4歳と1歳半のお子さんを子
育て中。購入当初は、大事に使わなければという思い

夏も冬も心地よい
感性に語りかける絨毯

が強く、子どもが汚さない年齢まで使わないことも考
えたとか。
「でも、子どもの感性にもいい影響があると

アートギャッベと暮らそう！

思って使い始めたら、今では雑なくらいに使い込んで

上質な羊毛で１枚１枚手織りされるアートギャッベは、
四季を通して心地よい肌触りが楽しめ、
モダンアートのような美が私たちを魅了する。

います（笑）」
（奥さん）。ものをこぼしても、すぐに拭
けば大丈夫なことも分かったという。
「冬は暖かいで
すし、夏はひんやりとして心地いいですよ。主人や子
3

転がっています。自分の好きなものに囲まれて暮らす

1 ／ペットもアードギャッベの上がお気に入り。ソファなしの床座の暮らしも検討中とか。 2 ／アー
トギャッベは知らず知らずのうちに子どもの感性を育む。 3 ／アンティークの箪笥との相性も抜群。

というのは、気分がいいですね」

１枚敷くだけでモダンな空間に変えてくれるのもアートギャッベならではの繊細さと表情の持つ魅力。
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シュクレ 水戸店
〒 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡 4247-2
TEL 029-292-6141 sucre.jp/ ?shoplist = mito

地帯で暮らす遊牧民の女性たちが織
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り つ づ け て き た 毛 足 の 長 い 絨 毯 で、
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土井家具
〒184-0004 東京都小金井市本町 5-3-23
TEL 042-384-1811 www.casa-doi.com

て、敷物として、夜具として、なく

TEL 053-437-0012 kaimin.jp

近畿

〒 433-8111 静岡県浜松市中区葵西 5-6-37

TEL 0584-62-5026 www.hiratsukakagu.com

てはならない実用品である。母親か

杉屋

〒 503-0105 岐阜県大垣市墨俣町二ツ木 209

TEL 03-3781-5080 gabbeh.co.jp

ら代々技術を受け継ぎ、１枚１枚丹

念に手織りされるギャッベは、彼女

たちの嫁入り道具にもなっている。

そんなギャッベの中でアートギャ

ッベと呼ばれるものがある。それは

上質な羊毛を用いた優れた織り手に

よる作品の中から、専属の選定人が

Limes 平塚家具

日本人の暮らしや感性に響くよう厳

選したものだ。１日の気温差が ℃

以上にもなる乾燥した高地で育つ羊

の 毛 は、 繊 細 で 吸 放 湿 性 に す ぐ れ、

ラノリンと呼ばれる脂分を豊富に含

む。そのため、敷物の素材として汚

れに強く、冬暖かく夏涼しいという

すぐれた特性を生み出している。

暮らしを豊かにする
優れたデザイン性

モダンアートを彷彿させる色やデ

ザインも、アードギャッベの大きな

魅力である。主に草木で染め上げた

羊毛が醸し出す自然な風合いと、現

地の風景をモチーフにした素朴なデ

ザインは、遠い日本に暮らす私たち

の心にまで語りかけてくるようだ。

アートギャッベは絨毯としての役

割を超え、暮らしに変化をもたらす

アートギャッベショップ・MUSUBI 結び
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〒142-0043 東京都品川区二葉 3-22-2

アートギャッベ取扱いショップリスト

PR

存在だ。空間と同時に、私たちの心ま

で豊かにしてくれる。アートギャッ

ベを通して、お子さんの豊かな感性

やひとつのものを長く大切に使う心

を育てたいと願う人も多い。もちろ

ん、天然素材なので安心・安全だ。

世界にただひとつ、一生ものと言

われるアートギャッベは、長く愛着

のもてる家族のような存在になれる

だろう。そして、次の世代に引き継

ぎたくなる、そんな絨毯である。

アートギャッベのお問い合わせは
全国のアートギャッベ取扱いショップへ

赤いアートギャッベがアクセントカ
ラーに。赤は茜の根で染めている。
気がつくとアートギャッベの上が家
族の溜まり場になっているという。

どもたちは気がつくとソファでなくギャッベの上で寝
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いとしや
〒 870-1154 大分県大分市田原 34 やすらぎ通り

TEL 097-586-1100 www.nemuriya.jp

インテリア飛騨
TEL 0834-32-0807 www.i-hida.jp

※アートギャッベは BDコーポレーション
（株）
の
登録商標です。

アートギャッベ

検索

www.artgabbeh.com

文・写真 ＊ 鈴木和宏

