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GÉNOIS
BEAN BAGS

Available in Unique Editios (fabric from a special part of sail: numbers, colors or 
marks) and in Limited Etidions (fabrics from the same sail usually whites).

In the Limited Edition bean bags the bolt rope is available in: black, withe, red, 
mink, navy and orange. 

New colecction of DYED  bean bags in black, red and blue.

200 cm 130 cm 115 cm 100 cm

80
 c

m
 

80
 c

m

70
 c

m

60
 c

m

97
 cm

97
 cm

85
 cm

75
 cm

BlackBlack Mink
RedWhite Navy

BlueRed Orange

Floating lounger that protects you from the sun and the wind 
by the curve of the sail’s surface. An inner air chamber makes 
it float.

Material: Recovered Sail, Fiberglas. Polyester rope, Air camera.

Pack*: 10 Kg / 0,101m3
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GARRUCHO
HANGER

Hangers made of recovered bronze 
carabiners from sails knoted to polyester 
ropes with diferent colors.

GARRUCHO 100.7 GARRUCHO 70.5 GARRUCHO 40.3 GARRUCHO 1

100 cm
Pack*: 4 Kg / 0,007m3

70 cm
Pack*: 3 Kg /0,005 m3

40 cm
Pack*: 2 Kg / 0,003 m3

20
0 

cm

Pack*:
0,5 Kg / 0,001 m3

VAURIEN
FLOATING LOUNGER

GENOIS U.E. UNIQUE EDITIONS GENOIS D.E. DYED EDITIONSGENOIS L.E. LIMITED EDITIONS

船で使われているメインマストの大きなセイルは、アップサイク
ルにより幾何学的な４面体のとても安定感がある快適なビー
ンバックに生まれかわりました。Génois（ジェノワ）とはフラン
ス語でセイルの意味を持ちます。

グラスファイバーを使用した構造に対しセイルを張り、カーブ
させたフォルムで太陽と風をプロテクトするサンベットです。
本体に空気室があるので水に浮きながらサンベットで寝るこ
とができます。

ジェノワ ヴォーリエン

ガルッチョ

ジェノワ ユニークエディション
（模様が入っているタイプ）

ジェノワ ダイドエディション
（セイルの生地を後染めしたタイプです。3色から選べます。）

ジェノワ リミテッドエディション
（無地タイプ、ボルトロープの色が６色から選択できます。）

GENOIS CHESLÓN 
ジェノワ シェズロン
12 Kg / 0,523m3 

GENOIS 
ジェノワ
9 Kg / 0,308m3

GENOIS JUNIOR
ジェノワ ジュニア
5 Kg / 0,189m3

GENOIS MINI
ジェノワ ミニ
4 Kg / 0,131m3

GÉNOIS CHELSÓN

GÉNOIS JUNIOR

GÉNOIS MINI

GÉNOIS 

WHITE BLACK RED NAVY MINK ORANGE 

MATERIAL:LIMITED EDITION’S BOLT ROPE COLOURS: ボトルロープ（テープ）の色をお選びいただけます。 外側：再生セイル
内側：EPSボール

CHES LE
CHES UE 
CHES DE 

GEN LE
GEN UE
GEN DE 

JUN LE
JUN UE
JUN DE 

MINI LE
MINI UE
MINI DE 

¥128,000 
¥180,000
¥180,000

¥87,000 
¥127,000
¥127,000

¥78,000 
¥110,000
¥110,000

¥69,000 
¥100,000
¥100,000

NEW
VAURIEN LIMITED EDITION

VAURIEN UNIQUE EDITION

VAU  L.E.

VAU  U.E.

¥275,000

¥300,000

ヴォーリエン リミテッドエディション

ヴォーリエン ユニークエディション

MATERIAL

Recovered bronze 
carabiners, Polyester 
rope, Brass tube.

セイルを固定するために使用されていた
古いブロンズ製のカラビナとロープを組
み合わせたハンガーです。ウォールアート
としても成立するアンティークなプロダ
クトです。

ブロンズ製再生カラビナ、
ポリエステルロープ、
ブラスチューブ

GA100.7 ¥60,000 GA70.5 ¥49,000 GA40.3 ¥35,000 GA1 ¥10,000

MATERIAL

Recovered Sail, Fiberglas
Polyester rope, Air camera

再生セイル、グラスファイバー、
ポリエステルロープ
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COQUE
TABLE

It is produced in a standard smooth 
version and in Unique Editions with 
transparent resins and evocative sails 
inside it.

Pack*: 7 Kg / 0,22 m3

102 cm

51
 c

m

40
 cm

TRIMMER
ARMCHAIR

DRIZA
HANGER

Comfortable three legs armchair of steel strucutre and 
upcycled sail. 

POWDER-COATED STEEL COLOURS

Brown Chocolate RAL 8017
Black RAL 9011
Red RAL 3020

Pack*: 10 Kg / 0,639 m3
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m
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Hanger adaptable to different heights that allows 
raising and lowering clothes. Material: Recovered 
bronze carabiners, Polyester rope, Pulleys.

RIS MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

STOOL

3rd RIS MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

COUNTER STOOL

RIS STOOL LIMITED EDITION   /   RIS L.E.     

3rd RIS STOOL LIMITED EDITION   /   RIS L.E.     

Pack*: 4,5 Kg / 0,0364 m3

Pack*: 4,4 Kg / 0,029 m3

A folding stool that can be piled up that 
consists of an articulated structure of laminated 
phenolic birch plywood and cylindrical bars of 
sycamore wood. 

Treated with water varnish for outdoor use. 
Joints of stainless steel screws. Seat of 
polyester fabric from a recovered sail. Suitable 
for outdoor use.

It is the intermediate version between the 
RIS stool and the 2ND RIS high stool. It 
incorporates a small back and a bar of 
support for the feet being equally practical and 
comfortable.

Ideal for 90 cm height tables and counters.

NEW

NEW
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* Se enviará desmontado con instrucciones, también 
disponibles en la ficha técnica de la web.

ドリザ リス

サード・リス

MATERIAL
Recovered bronze 
carabiners, Polyester 
rope, Pulleys.

ドリザとは、セイルを吊ったり、持ち上げたり、ピンと
整えたりするロープ（ハリヤード）の意味を持ちます。
船から取り外されたカラビナ、ケーブル、滑車のシス
テムをインテリアアイテムとしてアップサイクル。ハン
ガーを好きな高さに昇降させることが可能です。

Pack*: 3 Kg / 0,016m3

DRIZA
カラビナ5個
Height:300 cm.

ブロンズ製再生カラビナ、
ポリエステルロープ、
滑車

DRI    ¥56,000

トリマーアームチェアは、ヨットの帆を張るときの技術を活かしたデザイン
になっており、使用されるセイルの素材特性を最大限に引き出しています。
鋼管の３本脚でできたシルエットに3点ロープを張り、ファブリックのテン
ションを保つことで軽量なアームチェアになりました。

トリマー

コケ

TRIMMER UNIQUE EDITIONS

COQUE U.E. UNIQUE EDITIONS

TRIMMER LIMITED EDITIONS

COQUE L.E. LIMITED EDITIONS

トリマー ユニークエディション
（模様が入っているタイプ）

コケ ユニークエディション

トリマー リミテッドエディション
（無地タイプ）

コケ リミテッドエディション

TRI U.E.       ¥215,000

COQ U.E.       ¥160,000

TRI L.E.       ¥189,000

COQ L.E.       ¥130,000

MATERIAL

Recovered Sail 
Steel structure
Rope
再生セイル
パウダーコートスティール
ポリエステルロープ

フランス語で船のフレームや内部構造の意味を持つCoque（コケ）。このテーブルは、繊維と硬化樹脂
であるレジンの技術を応用して作られています。セイルを中に閉じ込めた「ユニークエディション」とレ
ジンのなめらかな特性を活かした「リミテッドエディション」がございます。Génois（ジェノア）と組み合
わせてご利用ください。

MATERIAL

Upcycled sail and resin.

MATERIAL

Resin.
再生セイル、レジン レジン

NATURAL

NATURAL

BLACK

BLACK

¥68,000

¥56,000

背もたれ付きのバースツール。マリンプライウッド使用しています。
背もたれと足をかけるバーがあり実用的で快適な座り心地です。
スタッキング、折りたたみも可能。座面はヨットのセイル生地を使用しています。
90cm程度の高さのテーブルとカウンターに最適です。

スタッキングができる折り畳み式のスツール。構造はマリンプライウッド、座面はヨッ
トのセイル生地を使用しています。
玄関等のちょっとしたスペースにも場所をとらず、とても便利です。
マリンプライウッドシリーズ・・・フェノール系接着剤（特に耐屋外暴露性能が要求さ
れる木質構造材用接着剤）を使用した積層バーチ材合板とシカモア材の円筒形のバ
ーで構成されており、さらに屋外用ウォーターワニスで特殊な処理を施している。
ジョイントにステンレス製のネジを使用しているので、安心して屋外使用が可能。
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CREW MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

CHAIR

TACK MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

ARMCHAIR

CUNNINGHAM MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

ARMCHAIR

CREW LIMITED EDITION  /  CRE L.E.    

TACK LIMITED EDITION  /  TAC L.E.      

CUNNINGHAM LIMITED EDITION  /  TAC L.E.   

A folding chair that can be piled up that 
consists of an articulated structure of 
laminated phenolic birch plywood and 
cylindrical bars of sycamore wood. Treated 
with water varnish for outdoor use. Joints of 
stainless steel screws.  

The seat and the back consist of two stiff 
polyethylene sheets sheathed in fabrics of 
recovered sails. Suitable for outdoor use.

A folding armchair that can be piled up 
that consists of an articulated structure 
of laminated phenolic birch plywood and 
cylindrical bars of sycamore wood. Treated 
with water varnish for outdoor use. Joints of 
stainless steel screws.  

The seat and the back consist of two stiff 
polyethylene sheets sheathed in fabrics of 
recovered sails. Suitable for outdoor use.

A folding armchair that can be piled up 
that consists of an articulated structure 
of laminated phenolic birch plywood and 
cylindrical bars of sycamore wood. Treated 
with water varnish for outdoor use. Joints of 
stainless steel screws.  

The seat and the back consist of two stiff 
polyethylene sheets sheathed in fabrics of 
recovered sails. Suitable for outdoor use.

Pack*: 8 Kg / 0,187 m3

NEW

NEW

NEW
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Pack*: 8,5 Kg / 0,096 m3
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Pack*: 6 Kg / 0,26 m3
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2nd RIS MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

BAR STOOL

2nd RIS STOOL LIIMITED EDITION  /  2RIS L.E.      

A high folding stool that can be piled up 
that consists of an articulated structure 
of laminated phenolic birch plywood and 
cylindrical bars of sycamore wood. Treated 
with water varnish for outdoor use. Joints of 
stainless steel screws. Seat of polyester fabric 
from a recovered sail. 

It has a lower bar to support your feet and 
reinforce the structure which is therefore 
extremely stable. Suitable for outdoor use.

Great for tables and counters from 10,5 to 
1.15 m in height.

NEW

Pack*: 6 Kg / 0,0468 m3
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セカンド・リス

クルー

タック

カニンガム

NATURAL

NATURAL

NATURAL

NATURAL

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

¥180,000

¥125,000

¥75,000

¥95,000

スタッキングができる折り畳み式アームチェア。
シートと背もたれは、2枚の硬質ポリエチレンシ
ートとヨットのセイル生地を使用しています。
もちろん屋外での使用にも適しています。

スタッキングができる折畳み式のチェア。
マリンプライウッドを使用しています。
シートと背もたれは、ヨットのセイル生地です。座
面幅が５０cmなのでゆったり座れます。

スタッキングができる折り畳み式アームチェア。
シートと背もたれは、2枚の硬質ポリエチレンシ
ートとヨットのセイル生地を使用しています。
もちろん屋外での使用にも適しています。

スタッキングができる折り畳み式のバースツール。
マリンプライウッドを使用。足を支えるバーがある
ので安定して座ることができます。
座面はヨットのセイル生地を使用。
高さ105cm〜115cm程度のカウンターに最適。
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B&S* (BARLOVENTO & SOTAVENTO) MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

ARMCHAIR & LOUNGER

An armchair and lounger that consists of an 
articulated structure of laminated phenolic birch 
plywood and cylindrical bars of sycamore wood. 
Treated with water varnish for outdoor use. 
Joints of stainless steel screws.  

The seat and the back consist of fabric from a 
recovered sail that surrounds the structure and 
allows it to be used in two positions. Depending 
on how the structure is supported on the 
ground it can be used as a chair or an easy 
chair. Suitable for outdoor use.

NEW

BARLOVENTO & SOTAVENTO LIMITED EDITION  /  BS  L.E.

Pack*: 8 Kg / 0,074 m3
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66 cm 66 cm116 cm 111 cm

COY MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

DAYBED

RACK MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

STORAGE SYSTEM

A folding easy chair that can be piled up that 
consists of an articulated structure of laminated 
phenolic birch plywood and cylindrical bars of 
sycamore wood. 

Treated with water varnish for outdoor use. 
Joints of stainless steel screws. Support 
surface of polyester fabric from a recovered sail. 
Suitable for outdoor use.

Innovative and practical system for storing folds 
up to four pieces of furniture from the MP&S 
collection.

FORTUNA MARINE PLYWOOD & SAIL COLLECTION

SUNBED

A beach chair that consists of an articulated 
structure of laminated phenolic birch plywood 
treated with water varnish for outdoor use. 
Joints of stainless steel screws. Fabric of 
polyester fabric from a recovered sail. 

The structure is driven into the sand and 
supports the fabric to provide a back; the 
remainder of the fabric is spread out and allows 
us to sit down off the sand. 

Pack*: 3 Kg / 0,01 m3FORTUNA LIMITED EDITION  /  FOR L.E.

RACK Natural  /  RAC N

RACK Black  /  RAC B

NEW

NEWNEW

Pack*: 9 Kg / 0,212 m3
COY LIMITED EDITION  /  COY L.E.
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RIS’S RACK
Pack*: 1,6 Kg / 3,5 lb. Vol: 0,012 m3

CREW’S RACK
Pack*: 1,7 Kg / 3,72 lb. Vol: 0,014 m3

TACK’S RACK
Pack*: 2,4 Kg / 5,25 lb. Vol: 0,027 m3

2nd RIS’S RACK
Pack*: 1,5 Kg / 3,3 lb. Vol: 0,01 m3

3rd RIS’S RACK
Pack*: 1,59 Kg / 3,5 lb.  Vol: 0,012 m3
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37,5 cm 37,5 cm 37,5 cm

35,2 cm 35,2 cm29,2 cm

8 cm

8 cm 37,5 cm

43 cm

8 cm8 cm

8 cm 51,7 cm

59,5 cm

AVAILABLE IN NATURAL 
AND BLACK

* It will be shipped disassembled with 
instructions, also available in the technical 
sheet of the web.

ラック フォーチュナー

ビーアンドエス

コイ

¥160,000

一つで二役の賢いチェア。逆さにすることでアーム
チェアがラウンジチェアーに変身。その時の気分
によって使い方を変えられます。
この商品は、輸送効率を高めるために、組立前の
状態で出荷されます。
組立が必要な商品ですが、ウェブサイトのテクニ
カルシートにも組立方法が記載されています。

もうビニールシートでくつろぐのはやめませんか。
ヨットのセイルから出来たシートをくるくると広げれば快適
なビーチチェアに。
軽いので持ち運びも簡単です。

マリンプライウッドシリーズを壁にスタッキングして収納す
るための画期的な専用ラック。１つで４台まで収納できます。

¥35,000

¥45,000

¥45,000

¥185,000

スタッキングができる折り畳み式サンベッド。
使用しない時も場所を取りません。
シートはヨットのセイル生地を使用しています。
屋外での使用に適しています。

NATURAL BLACK
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FACRIC’S CARE & 
CLEANING 
Although the upcycled fabric is waterproof 
and have an anti-solar treatment, with the 
proper easy care and maintenance it can 
offer many years of beauty and enjoyment. 
If it is not properly cleaned and protected, 
it will gradually degrade and its beauty can 
begin to fade. 

A step-by-step guide to protecting & 
preserving your product’s sailcloth:

1. Reduce long period exposure to direct 
sunlight: Protect the fabric from prolonged 
exposure to direct sunlight with the help of 
a shady place.

2. Wipe with a damp cloth is sufficient for 
light stains. For further cleaning, the fabric 
can be washed in the washing machine 
with warm water and mild soap. 

3. Clean your GÉNOIS area regularly. 
After cleaning your floor, allow it to dry 
completely before placing the GÉNOIS.

4.  And when you notice that you need to fill 
the interior, contact dvelas@dvelas.com, we 
will tell you the exact amount do you need 
depending on the model of puff.

WOOD’S CARE
The wood used is glued weather-resistant 
birch plywood in accordance with 
standard EN 314-2/type 3 for outdoor 
use. An outdoor protection water-based 
varnish has been applied which protects 
the colour of the wood for a longer period 
as it contains solar filters and iron oxides 
that give the wood considerable protection 
from ultraviolet rays. To keep the colour 
unaltered for much longer we recommend 
keeping the furniture out of the sun when it 
is not in use.

Each leg has an embedded plug for 
support made of hpl phenolic laminate 
which is highly resistant both mechanically 
and to impact and wear. Their V-shaped 
design ensures that they cannot work 
loose. It is however recommendable 
not to drag the furniture over very rough 
surfaces.

www.dvelas.com

Living Under The Sun

Living Sails

DVELAS  日本総代理店  有限会社ゲートジャパン
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-5-33 #302

TEL：03-6805-1567   FAX：03-6369-3432
担当：大越　E-Mail：okoshi@gate-japan.net

アップサイクルされたファブリックは抗太陽光処理が施され
ており、防水性もあります（注意:完全防水ではありません）。
お客様による日々の適切なケアと簡単なメンテナンスで、美
しさと快適さを楽しさむことができます。日頃のケアが適切に
行われていないと、徐々に劣化してしまう可能性があります。
セイル生地製品を長くご利用いただくためのガイド：
1.長時間の直射日光を避けてください。
2.汚れたら湿った布で優しく拭いてください。ひどい汚れの際
は、生地を傷めないように中性洗剤で洗浄してください。
3. GÉNOISをご購入のお客様へ
設置場所を定期的に清掃してください。
床を掃除した後は完全にその場所が乾いてからGÉNOISを
設置してください。
湿気に気をつけて下さい。使用しないときは吊るして保管す
ることをお勧めします。
へたりに強い日本製の特殊なビーズが入っておりますが、万が
一へたりを感じた際は追加のビーズ（有料）をご利用ください。
問い合わせ先：customer@gate-japan.netまでご連絡くだ
さい。

マリンプライウッドシリーズで使用される木材は、フェノール
系接着剤（特に耐屋外暴露性能が要求される木質構造材用
接着剤）を使用した積層バーチ材合板とシカモア材の円筒形
のバーで構成されており、さらに屋外用ウォーターワニスで
特殊な処理を施しています。
紫外線による変色を防ぐために、使用していないときには直
射日光を避けておくことをお勧めします。
 各脚には、摩耗に対して高い耐性を有するHPLで作られた
保護プレートが埋め込まれています。こちらは非常に硬質な
素材のため、屋内での使用時は床材等にご注意ください。無
垢のフローリングなど柔らかい床材には跡がつくことがあり
ますので、その際はラグなどで床を保護した状態でご利用く
ださい。
HPLは硬質な素材ですが、故意に粗い地面等に家具を引き
ずらないようにしてください。

HPL保護プレート

www.gatejapan.jp


