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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。
ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館にあるペルシャ絨毯の名品アルダ
ビール絨毯は、サファヴィー教団の開祖の霊廟に奉納するためにつくられたと
いわれています。そしてイランの聖地マシュハドやクムのモスクにも実に数多
くのペルシャ絨毯が献納されてきました。また、トルコの中世にまで遡る古い
歴史的絨毯のほとんどは、アナトリア各地のモスクで発見されたものです。こ
のように絨毯と、祈りの場であるモスクには深い関係があります。そんな、絨
毯にうってつけの場、都心のモスク、東京ジャーミイを会場に、大絨毯展を開
催いたします。内容も、スーザニアートコレクションと天然色の絨毯を中心に、
ペルシャやアフガニスタンの絨毯に至るまで、豊富なお買い得品を取り揃えご
披露いたします。
　何かとご多忙のこととは存じますが、是非この機会にご来場たまわりますよ
うお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

大絨毯展大絨毯展
会期 /  12 月 12 日 ( 土 )・13 日 ( 日 )
　　　 午前 10 時 → 午後 5 時
会場 /  東京ジャーミイ  １階ホール

会期 /  12 月 12 日 ( 土 )・13 日 ( 日 )
　　　 午前 10 時 → 午後 5 時
会場 /  東京ジャーミイ  １階ホール

日本最大のモスクで開催される日本最大のモスクで開催される
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イマームの一口講話

礼拝時の指導者をイマームと呼びます。

東京ジャーミイ ・ トルコ文化センター館

長であるイマームに、 東京ジャーミイの

概説と簡単な一口講和をしていただきま

す。 （両日と午前午後各１回を予定）

会場は都心のモスク、東京ジャーミイ
東京ジャーミイは、 1917 年のロシア革命で

満州を経て日本に避難してきたトルコ人たち

によって設立された東京回教学院が前身で、

2000 年にオスマン帝国の装飾様式を持つ壮

麗なモスクとして建て直されたものです。

現在は、 都心の礼拝の場として、 また様々

な情報交換、 文明の対話の場として、 文化

的に重要な役割を果たしています。

東京ジャーミイ・トルコ文化センター
東京都渋谷区大山町 1-19
東京メトロ千代田線・小田急線
代々木上原駅　徒歩 5分
※お車での来場も可能ですが、
　駐車台数に限りがありますので、
　近くのコインパーキングをご利用ください。

イスラームの殿堂　東京ジャーミイ

チャイサービス

ご来場のお客様にはト

ルコ製のチャイ （紅茶）

と茶菓子のサービスが

ございます。

粗品進呈

ご来場粗品として、「ヒマラヤ岩塩（125ｇ）」

をご用意しておりますので、 本状封筒を

ご持参ください。

※なくなり次第

　終了となります。

※写真はイメージです。

大絨毯展ご紹介

ペルシャ絨毯　ギャッベ 　シラーズ産
毛100％　約105×148cm 330,000円（税込）

絨毯展示会の様子 東京ジャーミイ外観

草木染の様子 イラン放牧の様子

トルコ無染色絨毯 毛100％　約150×224cm

297,000円（税込）

天然色の絨毯とは、
ウールそのものの色の絨毯と
草木染の糸を用いた絨毯です。
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Suzani Art CollectionSuzani Art Collection
スーザニ　アート　コレクション
ー PAKISTAN HANDMADE CARPET ー

スーザニとは、中央アジアの国々で製作されている刺繍で、モチーフとなる題材としては、太陽・月・
花（特にチューリップ・カーネーション・アヤメ）、葉とつる、果物（特にザクロ）があり、魚や鳥
なども使用され、自然とともに生きる尊さを表現しています。完成した作品は、結婚式の日に新郎
に贈られるものとしても扱われるほど価値のあるものでした。この絨毯はそのスーザニのデザイン
を取り入れ、ガズニー地方の良質なウールを使い、手織り職人が丁寧に織り上げた作品です。

スーザニとは、中央アジアの国々で製作されている刺繍で、モチーフとなる題材としては、太陽・月・
花（特にチューリップ・カーネーション・アヤメ）、葉とつる、果物（特にザクロ）があり、魚や鳥
なども使用され、自然とともに生きる尊さを表現しています。完成した作品は、結婚式の日に新郎
に贈られるものとしても扱われるほど価値のあるものでした。この絨毯はそのスーザニのデザイン
を取り入れ、ガズニー地方の良質なウールを使い、手織り職人が丁寧に織り上げた作品です。

手織絨毯「自由の奔流」
毛100％　約 175ｘ229ｃｍ

990,000円（税込）
手織絨毯「大輪の花」
毛100％　約 156ｘ233ｃｍ

902,000円（税込）
手織絨毯「大地との調和」
毛100％　約 149ｘ220ｃｍ

902,000円（税込）

ヴァラミン
～新たな取り組み～
天然色の絨毯

ヴァラミンは、絨毯製作の歴史も古く、高品質な絨
毯産地として欧州で人気を博していましたが、首都
テヘランで就労する人が後を絶たず、絨毯生産数が
激減しています。代々ヴァラミンで絨毯製作に携っ
てきた REZA 社はこうした実状を憂い、今後も絨毯
作りが継続されるよう、明るい天然色を生かした配
色に一新するなど、新しい試みに取り組んでいます。

ヴァラミンは、絨毯製作の歴史も古く、高品質な絨
毯産地として欧州で人気を博していましたが、首都
テヘランで就労する人が後を絶たず、絨毯生産数が
激減しています。代々ヴァラミンで絨毯製作に携っ
てきた REZA 社はこうした実状を憂い、今後も絨毯
作りが継続されるよう、明るい天然色を生かした配
色に一新するなど、新しい試みに取り組んでいます。

織りを担う主婦の家 織っている部屋
ペルシャ絨毯　ヴァラミン産　草木染
毛100％　約 150ｘ215ｃｍ

1,100,000円（税込）

ペルシャ絨毯　ヴァラミン産　草木染
毛100％　約 151ｘ157ｃｍ

880,000円（税込）

Varaminنيمارو

ART GABBEH
ギャッベ
遊牧民の手織絨毯

素朴さが持ち味のギャッベは
愛好家の増加と製作期間の短
かさから活発に生産されてい
ますが、同時に粗悪品も増加
しています。そのためリーダー
的存在のマニュファクターた
ちは生産管理体制を強化して
品質の安定を図ると同時に、
製品の完成度を更に高める取
り組みをすすめています。

素朴さが持ち味のギャッベは
愛好家の増加と製作期間の短
かさから活発に生産されてい
ますが、同時に粗悪品も増加
しています。そのためリーダー
的存在のマニュファクターた
ちは生産管理体制を強化して
品質の安定を図ると同時に、
製品の完成度を更に高める取
り組みをすすめています。

ペルシャ絨毯　
ギャッベ　シラーズ産
「モザイクの愉しみ」
毛100％　約 82ｘ124ｃｍ

ペルシャ絨毯　
ギャッベ　シラーズ産
「モザイクの愉しみ」
毛100％　約 82ｘ124ｃｍ

110,000円（税込）110,000円（税込）

ペルシャ絨毯
ギャッベ　シラーズ産
「朝焼けの砂漠にて」
毛100％　約 170ｘ229ｃｍ

ペルシャ絨毯
ギャッベ　シラーズ産
「朝焼けの砂漠にて」
毛100％　約 170ｘ229ｃｍ

440,000円（税込）440,000円（税込）

ペルシャ絨毯
ギャッベ　シラーズ産
「古 (いにしえ ) の色文様」
毛100％　約 145ｘ160ｃｍ

ペルシャ絨毯
ギャッベ　シラーズ産
「古 (いにしえ ) の色文様」
毛100％　約 145ｘ160ｃｍ

165,000円（税込）165,000円（税込）
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