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The Twenties – Art Deco’s heyday. Glamour, societal
change, and the liberal arts are gaining popularity in the
modern age. Stylish nobility and an abstract de-sign
language seem to have announced their arrival in the
Avant-Garde movement. In Ardecora’s case, even in the
new millennium, the latest AVANTGARDE collection
rewrites the story of this passionate era by reinterpreting
its fascination, vitality and dichotomy with a
contemporary twist. A creative palette encom-passing
fabrics, embroidery and graphics shows off the
extravagance while maintaining a minimalistic side.
EMBLEMA, the contemporary part of the collection, is
comprised of both linear and constructivist motifs.
Metallic beats set the rhythm for the ellipse design that
dances its way across the soft, draping velour that is
MOVIMENTO. GIOIELLI, meanwhile, adds a more
feminine touch to the collection and mesme-rises
onlookers with natural and playful treasures. In
CRISTALLI, the distinctive satin background is stylish
and sophisticated, while the silver, gold and copper
appliquéd beads radiate splendour. TORMALINA
combines the two worlds that the collection inhabits in
one lush feather look that scatters into countless, tiny,
geometric squares up close.
With the AVANTGARDE collection, Ardecora puts the
spotlight firmly on the exciting contrast between
decorative elements and urban architecture, while
inviting you into a new era of the design – one that is
contemporary, elegant and inspiring.

1920年代 –アールデコ全盛期の時代、グラマー・社
会の変化・リベラルアーツといった要素が当時人気
を博し、スタイリッシュな貴族性と抽象的なデザイ
ン手法が、その時代のアバンギャルドなムーブメン
トの中で取り上げられました。アルデコラが 2000年
代である今、最新の「 AVANTGARDE」コレクショ
ンで表現したのは、その時代が持っていた魅力や活
力、そして相反する 2つの要素といったものを現代
的なひねりを効かせて再解釈したストーリーです。
ファブリック、刺繡、グラフィックを通じて創造し
たのは、ミニマルな側面を維持しながら表現した誇
張表現です。

コレクションの中でも現代的な表現によるアイテム
が揃う「 EMBLEMA」は、線と構成的デザインから
成るカテゴリーです。柔らかでドレープ性の良いベ
ロアのアイテム MOVIMENTOは、メタリックな質感
によりリズムがあり、ダンスをしているかのような
動きのある楕円デザインです。またコレクションに
フェミニンなタッチを加える「 GIOIELLI」では、自
然で遊び心のある宝たちで見る人たちを魅了しま
す。存在感あるサテン地がスタイリッシュで洗練さ
れているCRISTALLIは、シルバー、ゴールド、銅色
のアップリケビーズが使われ華やかさを放っていま
す。 TORMALINAは、コレクションの持つ 2つの世界
観を組み合わせたようなアイテムで、数え切れない
ほどの小さな幾何学的な正方形が互いにくっつき合
い生地全体に表現され、全体で 1つの華やかな羽の
デザインとなっています。
コレクション「AVANTGARDE」において、アルデ
コラは装飾的な要素と都市建築の間の興味深いコン
トラストにスポットライトを当て、現代性を持ちつ
つもエレガントで刺激的なデザインの新時代に見る
人をいざないます。

C R I S TA L L I | 1 0 1 5 4 6 5
This contemporary decorative fabric is full of luxury and
style. The interplay of the elegant linen back-ground and
the precious pearls that adorn it create a subtle matte and
glossy contrast that transforms CRISTALLI into a
particularly expressive fabric that embodies the zeitgeist.

ラグジュアリーでスタイル性に満ちたコンテン
ポラリーな装飾用テキスタイル。エレガントな
リネン地とそれを飾る真珠がかすかなマット感
と光沢のコントラストを成し相互し合い、時代
に合った表現力豊かな生地となっています。

100% LI | Width: 137 cm
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1015465-495

1015465-557

1015465-883

1015465-991

1015465-666

CUBISMO | 1015472
CUBISMO has a clear, stylish design that will add an
accent to any sophisticated interior. Inspired by the
geometric design language of the avant-garde movement
of the same name, CUBISMO makes a strong statement.
A precise digital printing technique was used for this
fabric, extending a graphic motif across the high-quality,
softly draping cotton satin.

CUBISMOは、洗練されたインテリアにアクセント
を加えるクリアでスタイリッシュなデザインで
す。キュビズムというアバンギャルドムーブメン
トの幾何学的なデザイン言語にインスパイアさ
れ、力強い主張をしています。緻密なデジタルプ
リント技術が使用され、グラフィカルなモチーフ
が上質で柔らかなドレープ感のあるコットンサテ
ン全体に広がっています。

100% LI | Martindale: 20.000 | Width: 150 cm
Category: Decoration-Upholstery

x 8 4 : Z

1015472-415

1015472-546

1015472-892

DIAMANTI | 1015470
This is an expressive and stylish striped barré fabric on an
opulent linen-satin blend. The different embroi-dery
elements shimmer in a subtle shift of colour and create a
delightful combination together with the matte linen
background. They evoke imagery of small precious
gemstones and lend DIAMANTI its refined beauty.

上質なリネンサテン地に描いた表現力豊かでスタ
イリッシュなブロックストライプ。マットなリネ
ン地に、異なる種類の刺繍が微妙な色変化の中で
きらめく楽しい組み合わせのアイテムです。小さ
く貴重な宝石のイメージを呼び起こすDIAMANTI
は洗練された美しさを持ったアイテムと言えま
す。

100% LI, Embroidery 77% CV, 23% PES | Width: 140 cm

x 8 4 : Z
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1015470-494

1015470-548

1015470-695

1015470-715

1015470-892

1015470-993

DIETRICH | 1015468
DIETRICH is a distinctive, wide width, transparent fabric
with a refined feel. Small, subtle, two-tone woven strips
have been embroidered into the mesh fabric in the shape
of diamonds using an innovative appliqué technique,
lending this low-maintenance textile its charming
character.

DIETRICHは幅広で透過性のある生地で、上品な
質感による特徴的な生地です。小さくて繊細な
ツートンカラーの織られた糸が、革新的なアップ
リケ技術を使用してダイヤモンドの形でメッシュ
生地に刺繍されており、お手入れが容易なこのテ
キスタイルに魅力的な特徴を与えています。

100% PAN, Appl. 100% PES | Width: 320 cm

| Usable width: 280 cm
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1015468-887

1015468-992

1015468-892

1015468-895

GIADA | 1015471
GIADA reimagines a Toile de Jouy pattern with a subtle
allure. The comfortable soft, flowing surface of this
jacquard fabric has been designed using a par-ticularly
innovative finish known as the brush effect. After the
fabric has been woven, the cotton weft is gently brushed,
giving it a velour-like background.

GIADAはトワレドジュイを、落ち着いた魅力で描
いた新たな解釈のパターンです。ジャカードによ
る心地よく柔らかで流れるような表面は、ブラッ
シュ効果として知られる特別に革新的な仕上げを
使用し織られています。生地を織った後にコット
ンの緯糸にやさしくブラッシングを施し、ベロア
のような仕上げとなっています。

45% LI, 35% CV, 20% PES | Width: 140 cm

x 8 4 : Z

1015471-495

1015471-992

1015471-596

1015471-696

ICONA | 1015473
This is a decorative upholstery fabric in an all-over look
with embroidered motifs on faux leather. The subtle
nuance of the colour composition in the em-broidery
underscores the fabric’s three- dimensional effect and
accentuates the rhythmic sensation created by the
pattern. ICONA draws you in with its vibrant colour
palette and clear graphic effect.

合成皮革に刺繍を施し全体柄とした装飾的な張り
生地です。刺繍に使用される色の組み合わせのも
つ微妙なニュアンスは、生地の立体的な効果を強
調し、パターンによって作られるリズミカルな感
性を際立たせています。 ICONAは、鮮やかなカ
ラーパレットとクリアなグラフィカル効果で人を
惹きつけるアイテムです。

80% PVC, 20% PES | Martindale: 25.000 | Width: 150 cm
Category: Upholstery

x 8 4 ? z

1015473-717

1015473-818

1015473-827

1015473-844

1015473-884

1015473-954

1015473-965

1015473-983

1015473-992

1015473-996

1015473-985

I N TA R S I O | 1 0 1 5 4 6 3
INTARSIO is inspired by the geometric lines of the
wooden intarsia seen in Art Deco architecture. The
rhythmic sensation created by the well-proportioned
Scherli stripes and the use of particularly special effect
threads gives this wide width transparent fabric its
incredibly decorative look.

INTARSIOは、アールデコ建築の寄木細工に見られ
る幾何学的なラインに触発されデザインされまし
た。バランスの取れたストライプはシェルリと呼
ばれるカット技法によるもので、特殊な効果を持
つ糸から生まれるリズミカルな感性が、この広幅
の透過性ある生地を驚くほど装飾的にしていま
す。

100% PES | Width: 300 cm

f 8 4 :Z
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1015463-585

1015463-883

1015463-892

LUSSO | 1015466
LUSSO is the epitome of when craftsmanship meets
timeless elegance. The innovative interpretation of this
stripe pattern is the result of a highly sophisti-cated
manufacturing process. Frist individual velour stripes are
woven together, then they are embroidered before being
decorated with fine sequins. In the last stage, the finished
velour tapes are embroidered onto the woven jacquard
stripes.

職人技が時代を超越した洗練と出会ったときに生
まれたデザインであるLUSSO。非常に手をかけた
製造プロセスによってストライプという文様を革
新的に解釈したアイテムとなっています。最初
に、一本一本の帯状のベロアが織られ、次に刺繍
を施し、細かいスパンコールを留めつけます。最
後に、テープ状に加工されたベロアがジャカード
織りのストライプに刺繍されます。

37% CO, 34 %LI, 29% CV, Appl. 40% WO, 25% PES, 20% PAN, 15% CV | Width: 140 cm

x 8 4 : Z

1015466-193

1015466-484

1015466-596

1015466-685

1015466-992

1015466-995

MITO | 1015462
This high-quality jacquard velour captivates on-lookers
with its elegant feel and vibrant interplay of colours.
MITO is a contemporary and refined interpretation of
a classic motif that boasts a very pleasant look. The
slightly raised fringes enhance and accentuate the
three-dimensional effect of the medallion pattern. They
also give the fabric its inte-resting patina effect.

上質なジャカードベロアであるMITOは、洗練さ
れた触り心地と鮮やかな色の組み合わせによっ
て見る人を魅了します。クラシックなモチーフ
を現代的かつ洗練された形で解釈したもので、
デザインの美しさが際立っています。かすかに
凹凸をつけた文様の陰影が、メダリオンパター
ンの立体感を強調し、生地はまるで時間の経過
とともに色褪せたような興味深い質感に仕上
がっています。

50% CO, 39% CV, 11% PES, Flor 100% CV | Martindale: 55.000 | Width: 140 cm
Category: Upholstery

x 8 4 : Z

1015462-184

1015462-257

1015462-485

1015462-528

1015462-586

1015462-686

1015462-897

1015462-993

MOVIMENTO | 1015475
This prestigious and wonderfully decorative print was
inspired by architectural elements from the Golden
Twenties. The soft, flowing velour background and the
elegant, shimmering motifs come together with an
effortless sophistication that underscores the rhythmic
sensation created by the pattern. The elegant colour
palette allows the vibrant interplay of the colours to shine
through, making MOVIMENTO a true highlight in any
sophisticated interior design scheme.

この上質な目を奪われるような装飾的プリント
は、黄金の 1920年代の建築要素に触発されデザイ
ンされました。柔らかく流れるようなベロアベー
スとエレガントできらめくモチーフが融合し、そ
のパターンによって生み出され強調されるリズミ
カルな感性により、ただ単に洗練といった様相を
生み出しています。使用される美しいカラーパ
レットが、絶妙な組み合わせとなって表現されて
います。洗練されたインテリア空間に正に最適な
アイテムと言えます。

100% PES, Flor 100% PES | Width: 145 cm

x 8 4 : Z
4

1015475-255

1015475-494

1015475-797

1015475-856

1015475-895

1015475-896

1015475-994

O PA L E | 1 0 1 5 4 7 4
This expressive interpretation of a floral motif is one of
the collection’s top highlights. The decorative leaf shapes
effortlessly intertwine on the elegant velour background.
Metallic pigments flowing through the printed motifs
bring the fascinating light and shadow effects to life,
giving OPALE a truly unique feel.

表現力豊かに解釈したこの花のモチーフは、コレ
クション最大のハイライトの 1つで、エレガント
なベロア地に装飾的な葉の文様が溶け込むように
組み合わさっています。プリントされたモチーフ
に流れるメタリック顔料は、魅力的な光と影の効
果をもたらし命を吹き込み、真に個性を感じさせ
るアイテムとなっています。

100% PES, Flor 100% PES | Width: 145 cm

x 8 4 : Z
4

1015474-416

1015474-964

1015474-893

1015474-944

STRUTTURA | 1015469
Innovative and expressive, this interpretation of a
transparent weave has a pleasant all-over effect. The
interplay of the matte background and the appliquéd,
geometric faux leather will integrate this attractive fabric
seamlessly into any timeless interior design concept.
STRUTTURA is an absolute eye catcher!

革新的で表現力豊かな透過性ある織りである
STRUTTURAは、見た目にも楽しい全体柄を作り
上げています。マットな質感のベースに対しアッ
プリケされた幾何学の人工皮革が留めつけられ、
どのような空間デザインのコンセプトにも容易に
溶け込む魅力的なアイテムに仕上がっています。
必ず人の目を奪うデザインであることは間違いあ
りません。

100% PAN, Appl. 62% PVC, 35% PES, 3% PU | Width: 150 cm | Usable width: 133 cm

f 8 1 : z
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1015469-883

1015469-888

1015469-894

TORMALINA | 1015464
Contemporary and highly attractive, this jacquard
patterned quality has a soft, flowing surface.
TORMALINA draws you in with its elegant and exciting
colour palette that gives this fabric its refined and eyecatching vigour. The graphic pattern’s stylish
interpretation evokes a look reminiscent of the fine lines
of a feather, which perfectly matches the collection’s
colour palette.

モダンで非常に魅力的なこのジャカードアイテム
は、柔らかく滑らかな質感を持ち合わせていま
す。洗練され目を見張るようなエネルギーをも
ち、美しく心躍るカラーパレットで見る人を虜に
します。そのグラフィカルなパターンは、羽の細
い線を連想させ、今回のコレクションのカラーに
完全に組み合わせできるものとなっています。

76% CV, 24% PES | Width: 140 cm

x 8 4 : Z

1015464-183

1015464-255

1015464-585

1015464-687

1015464-784

1015464-797

1015464-883

1015464-892

VISIONE | 1015467
VISIONE drew its inspiration from the architecture of the
Golden Twenties. The handstitched embroidery of this
regal striped pattern combined with subtle
tones and three-dimensional relief is simply captiva-ting.
The elegant, iridescent effect of the jacquard background
rounds off the sophistication and
modernity of this refined fabric.

VISIONEは、黄金の20年代の建築からインスピ
レーションを得たアイテムです。堂々とした縞文
様に使用される刺繡はハンドステッチによるもの
で、微妙な色調と立体的なレリーフの組み合わせ
は、ただただ人を魅了するデザインです。ベース
に使用される玉虫効果のあるエレガントなジャ
カードが、洗練されたファブリックの上品でモダ
ンな要素をまとめあげています。

50% CO, 29% CV, 21% PES, Embroidery 55% CV, 45% PES | Width: 138 cm

x 8 4 : Z
4 3

1015467-194

1015467-297

1015467-484

1015467-585

1015467-796

1015467-992
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To submit your request:
‘Save As’ and return as attachment.

