
テーブルに掛けた時のイメージ

丸型クロス

テーブル

A BB

A：円形テーブル直径

B：円形テーブルの高さ

この公式にピッタリ当てはまると、
テーブルクロスの裾が床につくジャストサイズ！

円形クロスの大きさ＝A＋（B+B）

A

B B

ジャストサイズのテーブルは？

70 ㎝

50 ㎝

40 ㎝

25 ㎝

45 ㎝

※高さは 70cmを基準に算出

丸型クロスとはこんなクロス

丸型クロスとは円形クロス

丸型 320Φ

丸型 280Φ

丸型 270Φ

丸型 260Φ

丸型 230Φ

直径 180cm×高さ 70cmの円形テーブル

直径 140cm×高さ 70cmの円形テーブル

直径 140 ㎝以上の円形テーブル

直径 120cm×高さ 70cmの円形テーブル

直径 90cm×高さ 70cmの円形テーブル

＊トップクロスでのサイズ展開

＊

テーブルクロスをかける時、必ず床までピッタリのサイズでなければならないという決まりはありません。

床にはつかないけれど裾が床から浮く程度の長めのサイズ、テーブルからほんの少し垂れさがるくらいの短めのサイズ、

トップクロスとアンダークロスという 2枚がけのスタイルなど、お好きなスタイルでWSGのテーブルクロスをお楽しみください！

まずは、お持ちのテーブル直径 (A) と、高さ (B) を公式に当てはめてみましょう。

アイディア次第で、おしゃれに使う。

円形クロス大きさ＝A＋（B+B)
床までピッタリサイズ！

ホテル・結婚式場などでは一般的な長さ。
重厚感があり、フォーマルな印象に。

円形クロス大きさ＜A＋（B+B）
クロスの裾が床上サイズ！

レストランなどで多い、テーブルの脚が見える長さ。

会場の雰囲気が軽やかに。

お友達を招待したパーティーなどでもおススメ。

円形クロス大きさ＞A＋（B+B)
クロスの裾が床につくサイズ！

床についたテーブルクロスは内側に折り込んで

使用します。ケーキ・キャンドル用テーブルや、

展示会などでも活躍！

テーブルに掛けたら、こんなイメージ。
直径 180cm×高さ 70cm円形テーブル
直径180cm×高さ 70cmのテーブルに、
様々なサイズのテーブルクロスを掛けると、
裾の長さは次のように変化します。

丸型 230Φ

丸型 260Φ

丸型 270Φ

丸型 280Φ

丸型 320Φ

直径 180cm

テーブル

25cm

40cm

45cm

50cm

70cm

直径 140cm

テーブル

45cm

60cm

65cm

70cm

余り、20cmずつ

直径 120cm

テーブル

55ｃｍ

70ｃｍ

余り、5cmずつ

余り、10 ㎝ずつ

余り、30cmずつ

直径 90cm

テーブル

70cm

余り、15cmずつ

余り、20cmずつ

余り、25cmずつ

余り、45cmずつ

テーブルクロスのお問い合わせは、WEB レンタル事務局までご連絡ください。

TEL：06-7711-1212　　Mail :w- rental@wsg-co.com

営業時間：平日　10 時～ 18 時（土・日定休日、祝祭日営業）



180 ㎝ テーブルにかけた時のイメージ

四隅がラウンド加工なので、

全面の裾の長さが均等です。

90cm( 奥行き )×180cm( 幅 )×70cm( 高さ ) の長方形テーブル

90cm( 奥行き )×360cm( 幅 )×70cm( 高さ ) の長方形テーブル

長卓クロス ( 長方形クロス）

長卓クロスとはこんなクロス
長卓クロスとは、四隅がラウンド型の長方形クロス

テーブル

ジャストサイズのテーブルは？

長卓 S 90＝230cm×320ｃｍ

長卓M90＝230cm×500ｃｍ

A
B

C

A A

A
A

B C

A：テーブルの高さ

B：テーブルの奥行き

C：テーブルの幅

テーブルクロス短辺＝テーブル奥行き (B)＋（高さ (A)×２）
テーブルクロス長辺＝テーブルの幅 (C)＋（高さ (A)×2)　
この公式に当てはまれば、ジャストサイズのテーブルクロス！

裾のラインが一直線に揃うのは

こんな時。

裾は床から 10cmずつ、同じ長さで上がります。

基本のテーブルサイズに対して
1、奥行きと幅が同じ大きさで変化するとき。（高さは 70cmとする。）　　
　　例）奥行き、幅が 20cmずつ広い場合。
2、奥行き、幅はが変わらないまま、高さだけ高くなるとき。
　　例）高さが 80cmの場合。

10 ㎝ UP
10 ㎝ UP

クロスの裾は前後が 10cm、側面が 20cm上がります。

裾のラインが前面と側面で違うのは

こんな時。

基本のテーブルサイズに対して、
奥行きと、幅が異なる大きさで変化するとき。( 高さは 70cmとする。）
　　例 ) 奥行きが 20cm、幅が 40 ㎝大きくなった場合。

10 ㎝ UP
20 ㎝ UP

お持ちのテーブルが小さい時は。
余ったクロスはテーブルの下にしまいこんでしまえば、

見た目にも全く問題なくお使いいただけます。

展示会や受付台などで片面だけしかゲストに見られない場合は

片面を壁に付けて、壁面に余りをしまってしまえばさらに綺麗！

テーブルクロスのお問い合わせは、WEB レンタル事務局までご連絡ください。

TEL：06-7711-1212　　Mail : w-rental@wsg-co.com

営業時間：平日　10 時～ 18 時（土・日定休日、祝祭日営業）



テーブルにかけた時のイメージ

角型クロス

四隅の裾の長さは、それ以外の部分の裾の長さよりも長くなります。

　角型 ( 正方形 ) クロス一辺 (A)＝テーブル一辺の長さ (B)＋（裾の長さ (C)×２）

正方形テーブル

A

D

A

A

B

B

C

D

C

B
B

D

D

正方形の為、テーブルクロスの四隅の裾の長さ (D) は、それ以外の部分の裾の長さ (C) よりも長くなります。

四隅の長さ (D)≦テーブルの高さだと綺麗に掛けることが出来ます。

ジャストサイズのテーブルとは？

角型クロスとはこんなクロス

角型クロスとは正方形クロス

A：角型クロス一辺の長さ
B：正方形テーブル一辺の長さ
C：テーブルからクロスの裾までの長さ
D：テーブルから四隅の裾までの長さ

角型 220 角　220cm×220cm

角型 210 角　210cm×210cm

角型 200 角　200cm×200cm

120cm×120cm×70cm( 高さ）の正方形テーブル

110cm×110cm×70cm( 高さ ) の正方形テーブル

100cm×100cm×70cm( 高さ ) の正方形テーブル

角型クロスはかっこよく、　
かつ、さりげなく。
さりげなく 1枚掛けるだけでかっこいいのが角型クロス。
四隅の裾が少し長めに下がるのがポイントです。
また、角型クロスは円卓に掛けることも可能で、
1枚ではもちろん、円形アンダークロス×角型トップクロス、
角型アンダークロス×角型トップクロスのように、
組み合わせを変えることで、さらに楽しみが広がります。
WSGの豊富なカラーバリエーションで、さらにコーディネートは無限大！

　　

∮∮

∮∮ ∮∮∮∮ ∮∮
∮∮ ∮∮ ∮∮

∮∮
∮∮ ∮∮

∮∮∮∮
∮∮
∮∮

丸型クロス×角型クロス
丸型クロスに角型の

レース付きクロスの組み合わせ。

Sofia の角型クロスは

WSGの人気トップクロス。

円形テーブル×角型クロス
角型クロスを円形テーブルに掛けると

正方形テーブルの時よりも

少し柔らかいイメージに。

正方形テーブル×角型クロス
正方形テーブルに角型クロスを

掛けた基本のスタイル。

きりりとした雰囲気。

角型クロス×角型クロス
角型クロスにNoir を

トップクロスとして

掛けた組み合わせ。

下に合わせる色によって

雰囲気も大きく変わります。

裾の長さの考え方。
ポイントは、裾の長さ 50cmが基準！

テーブルの高さは 70cmが一般的。

正方形クロスをピッタリのサイズで掛けるならば、裾を 50 ㎝に合わせて考えると四隅の長さは 70cmになります。

よって、裾の長さが 50 ㎝より短かければ四隅の裾は床上、50cmより長ければ四隅は床に付くサイズとなります。

120cm×120cm×70cmのテーブルに 3種類のサイズの角型テーブルクロスを掛けた場合は、裾の長さ、四隅の長さは次のように変化します。

角型 200 角

角型 210 角

70 ㎝

50 ㎝ 70 ㎝

120 ㎝

120 ㎝

70cm

63cm

56cm

裾の長さ 四隅の長さ

40cm

45cm

50cm

56cm

63cm

70cm

イラストはイメージです。

◆テーブルの高さが 70ｃｍより高くなる場合も、

高くなった長さ分、裾の長さは上に上がります。

テーブルクロスのお問い合わせは、WEB レンタル事務局までご連絡ください。
TEL：06-7711-1212　　Mail : w-rental@wsg-co.com　　営業時間：平日　10 時～ 18 時（土・日定休日、祝祭日営業）

１
２

１

つまり、1：1：√２=50：50：約 70

テーブル

なぜ 50cmが基準なの？

四隅は正方形。
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