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開催日時

オンライン説明会について

新プリーツスクリーン

タチカワブラインドは、暮らしをさらに快適にするプリーツスクリーン「ペルレ ダブル」
「ホームタコス ペルレ ダブル」、ハニカムスクリーン「ブレア ペア」を発売しました。
また、生地はデザイン性・機能性に優れたラインナップにリニューアルいたしました。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

窓の形や使い方に合わせて快適に操作できる豊富な製品、自分らしい快適な
暮らしを叶える多彩な生地バリエーションを、オンラインにてご紹介いたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

新プリーツスクリーンの主なポイント！

・カーテン感覚でドレープ・レースを使い分けできる「ペルレ ダブル」新登場！
・大開口の窓への対応拡大！
・手の触れる部品を抗菌化！「SIAA」マークを取得！
・多彩な生地ラインナップ40柄226アイテム！

開催内容

https://v2.nex-pro.com/campaign/42815/apply

ご視聴はこちら

・新発売「ペルレ ダブル」「ホームタコス ペルレ ダブル」のご紹介

・新発売「ブレア ペア」のご紹介

・多彩な生地バリエーション

・施工例紹介

※約30分間の開催です。
　 期間中、お好きな時間帯にご視聴いただけます。

・お手持ちのPC・タブレット・スマートフォンにてご視聴可能です。ソフトやアプリのダウンロードは必要ありません。
・同業他社様のお申し込みはご遠慮ください。
・オンライン説明会は、(株)ネクプロに運営を委託しております。

※「メールアドレスの形式で入力してください」と表示される場合、大文字やスペースが含まれている可能性があります。再度、半角英数字でご入力をお願いいたします。 
※入力時、「入力されたメールアドレスは既に登録されています。別の値を入力してください。」と表示される場合、以前に弊社オンライン説明会にお申し込みいただいた
　可能性があります。下記「以前に弊社オンライン説明会をご視聴されたことのある方」に従い、お申し込みください。

① 上記QRコードまたはURLにアクセスしてください。
②   　　　　       　　　　　　　をクリック後、メールアドレス・パスワードを入力してください。
　 パスワードをお忘れの場合は、 「パスワード紛失時はこちら」をクリックし、再度パスワードを取得してください。
③ 個人情報・アンケートを確認し、             　をクリックした後、　           　　 をクリックしてください。
④   　　　　　　    　をクリック後、表示されるアイコンをクリックすれば、ご視聴いただけます。

■今回弊社オンライン説明会をはじめてご視聴される方

■以前に弊社オンライン説明会をご視聴されたことのある方

上記QRコードまたはURLにアクセスし、お申し込みフォームよりお申し込みいただければ、ご視聴いただけます。

既に登録済みの方はこちら

次へ 申し込み
トップページへ
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」

タチカワブラインド新製品ニュース 2021年・2022年
新製品

1台にドレープとレースを配した「ブレア ペア」新発売。

2022年5月 新発売

プリーツスクリーン、ハニカムスクリーンをリニューアル ！
毎日の暮らしを豊かにするデザイン生地や、色・質感・機能性がさらに充実した 
プレーン生地(無地・遮光・レース）など、生地選びが楽しくなる豊富なバリエーションです。 
自分らしく、心地よく過ごせる空間づくりで、もっと快適な暮らしへ。

暮らしのさまざまなシーンをもっと魅力的に。もっと快適に。

プリーツスクリーン ゼファー・フィーユ・ペルレ

ハニカムスクリーン ブレア
住宅はもちろん、ホテル・店舗・施設などで幅広く活躍する
電動カーテンレールが新発売。

カーテンレール

Ｐｏｉｎｔ □ あらゆるシーンの快適性向上に向けて、生地をリニューアル！

□ 大開口の窓に、1台で製作できる「広幅生地」、「ジョイント仕様」を拡充！

□ 1台にドレープとレースを組み合わせた「ダブル」「ペア」がさらに充実！ 
レースがあることで、日中は採光しながらプライバシーを確保できて、安心・快適。

□ 電動の「スマートインテリアシェード ホームタコス」がさらに充実！

2022年2月 新発売2022年5月 新発売

●間仕切  プレイス、プレイス スウィング　リニューアル

●抗ウイルス・抗菌加工 「透明スクリーン」「透明レザー」

●抗ウイルス・制菌生地 「ポルテⅡ」新色登場

●ヨコ型ブラインド アルミ  「グロスレス遮熱スラット」

2021年10月 新発売

2021年11月 新発売

2021年  8月 新発売

2021年  8月 新発売



2022年5月 新発売

毎日の暮らしを豊かにする、デザイン・色・質感を楽しめる豊富なバリエーション。
和モダンからノルディックスタイルまで、和洋を問わず幅広いインテリアに対応できます。

日本の美しい情景をデザインした「織景色（おりげしき）」。

織景色WA 光と影WA

スダレ調WA

光を柔らかく室内に伝え、和紙のような透過性が美しい「和紙調」。

明るさと暗がりの間にある美しさを表現した「光と影」。

涼感を誘う、和の風情ある簾（すだれ）のような風合いの「スダレ調」。

※「スダレ調」はペルレのみ。

和 紙 調

自然の豊かさと安らぎを取り入れた温もりあるノルディックスタイル。

プリーツスクリーン「ゼファー」「フィーユ」「ペルレ」がリニューアル ！

ノルディック Nordic

NEWS
「ゼファー」「フィーユ」「ぺルレ」の生地がリニューアル。
さらに暮らしを快適にする、多彩な生地ラインナップ。

ゼファー・フィーユ

ペルレ
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NEWS
「ゼファー」「フィーユ」「ぺルレ」の生地がリニューアル。
さらに暮らしを快適にする、多彩な生地ラインナップ。

ゼファー・フィーユ

ペルレ

無地
7柄

62アイテム

シーンを彩る充実のカラー＆テクスチャー。
お好きなアイテムを選んで、家族みんなが過ごす空間をもっと笑顔に。
住宅はもちろん、ホテルや商業施設等にも最適な、機能性に優れた生地もご用意しています。

シーンに合った生地で、さらに快適に。

シーンに合った生地で、さらに快適に。

シーンに合った生地で、さらに快適に。

ライフ 

エブリ 

マカロン 

エーレ

どんな空間にもなじむ� �
フラットな表情の生地。� �
ナチュラルな杢感で、� �
やさしいトーンの20色。

ざっくりとした織りの
表情豊かな生地「エブリ」は
15色のバリエーション。
好きなカラーを取り入れて
毎日の暮らしを楽しんで。

キャンバスのような生地の
風合いが魅力の「マカロン」。
ベーシックカラーから
パステルカラーまで充実した
12色のバリエーション。

■�日射反射を高め、室内温度の�
上昇を抑える遮熱生地。

■�衛生面に配慮した抗菌加工 
を施した生地「ラミエ遮熱」。

■�「ペルレ」は大きな窓に最適な
　広幅対応（2.9ｍ）＊生地をラインナップ。
　＊「ライフ」「エーレ」

■�「ペルレ」は大きな窓に最適な
　広幅対応（2.9ｍ）＊生地をラインナップ。
　＊「ピアット」「ノッテ」

■�日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱レース。
■�家具や床材の日焼けを軽減するＵＶカット生地。
■�衛生面に配慮した抗菌加工を施した生地「ラジエ遮熱」。
■�生地にホコリが付くのを軽減する制電加工生地。
■�プライバシーを守るミラーレース。
■�「ペルレ」は大きな窓に最適な広幅対応（2.9ｍ）＊生地を�
ラインナップ。　＊「フェアリー」「エテルノ」

温かみのある空間をつくる
木綿の風合い、ミックス感
ある色合いの「エーレ」。

■色・質感・機能がさらに充実したプレーン生地「無地」「遮光」「レース」

生地のカラーやテクスチャー・機能性にこだわって、さらに快適な暮らしをつくりだす
「無地」「遮光」「レース」のラインナップがさらに充実しました。

住宅のリビング・ダイニング、寝室、子供部屋などはもちろん、
ホテルや商業施設など、さまざまなシーンにご提案いただけます。

ピアット 

エブリ遮光 

ヴォレ

ノッテ

マットな質感・グレイッシュ
カラーの20色。
ニュアンスのある色合いが魅力。

ざっくりとした織りの表情
豊かな遮光生地「エブリ遮光」は
15色のバリエーション。
無地「エブリ」と同じカラーで、
用途による使い分けもできます。

ウールのような、
温もりある風合いの生地に、
繊細な色使いで光沢糸を�
配した遮光生地「ヴォレ」。
深みのあるシックなカラー7色。

どんな空間にもなじむ
フラットな質感の「ノッテ」。

遮光
5柄

52アイテム

しっかりと光を遮りプライバシーも守る遮光生地は、寝室だけでなく、
日射しの強いリビングにも最適です。
多彩なカラーバリエーション＆質感豊かな生地をラインナップしています。

遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。
※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています (JIS-L�1055A法 )。

レ ース
8柄

29アイテム

室内に柔らかく光を届けるレース生地。
1台にドレープとレースを組み合わせた「ダブル」「ペア」にすると、
昼はレースで採光、夜はドレープでプライバシーを確保できます。
室内の明るさを最適にコントロールして、一日を通して快適に過ごせます。

プリーツスクリーン「ゼファー」「フィーユ」「ペルレ」がリニューアル ！
SIAA登録製品　▶▶▶�
について詳しくは

デジタルカタログ▶▶▶

ゼファー・フィーユ

デジタルカタログ▶▶▶

ペルレ

1

プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」



ペルレの製作サイズが拡大し、大きな窓にも1台で製作可能な製品や生地が充実しました。

・「�チェーン操作」・「ワンチェーン操作」および電動の「リモコン・スイッチ操作」は、�
最大幅・高さ3ｍ、面積9㎡まで1台で製作できます。��※生地により異なります。

・幅2mを超える窓も1台で製作できる「広幅対応（2.9m、2.5m）」生地は、�
��8柄104アイテムの豊富なラインナップです。�

・製品幅の中央で生地を重ね合わせる(ジョイント）仕様により、�
��幅の大きな窓に対応できる生地もあります。
��※生地の重ね合わせ（ジョイント）について詳しくは、各製品のデジタルカタログをご覧ください。

大開口の窓や複数ある窓、手の届かない高窓での操作に便利な電動の「スマートインテリアシェード�ホームタコス」の対応生地がさらに充実�！
また、「ホームタコス�ペルレ」にはドレープとレースを前後に配した「ダブル」が新登場。製作サイズも拡大し、開口の大きな窓でもより使いやすく。

1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した
「ペルレ�ダブル」、「ホームタコス�ペルレ�ダブル」が新登場�！

前後の生地はそれぞれ上げ下げできるので、�
カーテン感覚でドレープとレースを使い分けできます。
レースがあることで、日中は明るく光を採り入れながら、�
外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。�
また、前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により�
断熱性能に優れています。

NEWS

プリーツスクリーン 「ゼファー」「フィーユ」「ペルレ」がリニューアル！

夜はしっかり目隠しができます。昼間はレースで開放的に。

夜 ドレープ時中間時昼 レース時

部分的な目隠しもできます。

NEWS
「ペルレ」の製作サイズが拡大�！
リビングの大きな窓を１台で操作できる生地が充実しました。

リモコンやスイッチで簡単に操作できる
スマートインテリアシェード「ホームタコス」がリニューアル。

「ぺルレ�ダブル」新登場！
ドレープとレースを前後に配し、1台で採光とプライバシーを両立。

ドレープとレースを前後に配置

NEWS

ペルレ

ペルレ

フィーユ

ペルレ

・対応生地が充実�！

1.ホームタコスに「ペルレ�ダブル」が新登場。
2.�ホームタコス「ぺルレ」各製品の製作サイズが最大で幅・高さ3ｍ、面積9㎡まで拡大。�
※生地により異なります。
3.対応生地が充実�！

フィーユ

ペルレ

■���ホームタコス製品
���・ホームタコス�フィーユ�ペア
　・ホームタコス�フィーユ
　・ホームタコス�ペルレ�ダブル�
���・ホームタコス�ペルレ�ペア
���・ホームタコス�ペルレ

シーンに合わせて選べる操作方法

RFリモコン 赤外線リモコン スイッチ
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ヨコ型ブラインド

「グロスレス遮熱スラット」

POINT

NEWS
手の触れる部品を抗菌化 ！
「SIAAマーク」を取得。

抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、
操作時に手の触れる部品の「抗菌化」を行いました。
抗菌加工製品として“ＳＩＡＡマーク”を取得しました。

プリーツ幅18ｍｍの繊細なフォルム。
ドレープとレースを前後に配し、
カーテン感覚で使い分けできます。
生地間の空気層により断熱性に
優れています。

プリーツ幅25ｍｍのスタンダードな
「フィーユ」。ドレープとレースを
上下に配した「フィーユ ペア」の2種類。
上下生地の分量を調節することで、
光と視線を最適にコントロール。

NEWS
製品降下時に接触音を軽減する 
「ボトムクッション」がオプション追加。

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との
接触音を軽減する「ボトムクッション」が
オプションに追加。
※製品と同時にご注文ください。

 ■対象商品 : ゼファー・フィーユ・ペルレ 各製品
 ■対象部品 :  昇降コード※、操作コード※・操作チェーン・ 

ハンドル、イコライザー、セーフティージョイント、                   
コードクリップ、補助ポール

※ 昇降コード・操作コードに対しては抗菌化を行なっていますが、 
SIAAマークの対象ではありません。

谷部分の裏側をつまんで溶着したところに昇降コードが通るため、
コード穴がなく、光漏れを防ぎます。

フィーユ

生地裏側

生地には昇降コードが通る穴があるため、
光が漏れてしまいます。

一般のプリーツスクリーン

生地裏側

インテリア空間に調和するシンプルで洗練されたデザイン。
空間を引き立て、ファブリックスが映えるすっきりとしたフォルムです。
生地には昇降コードを通す穴がないため遮蔽性に優れています。
また、室内から見えるコード・コード穴がないことで、 
生地本来の美しさを最大限に引き立てます。

昇降コードを通す穴がないため光漏れがありません。
大きなテラス窓のあるリビングや安眠したい寝室に最適です。

空間の快適さを向上させる高い遮蔽性能

機能性とデザインを兼ね備えた最上級のプリーツスクリーン。
「ゼファー」・「フィーユ」

ゼファー・フィーユ

ペルレ

ゼファー・フィーユ

ペルレ

プリーツスクリーン ゼファー プリーツスクリーン フィーユ

※写真はペルレ

ボトムクッション

ゼファー・フィーユ

SIAA登録製品 
について詳しくは▶

3



2022年5月 新発売

ハニカムスクリーン 「ブレア」リニューアル！

POINT 断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造。
ハニカム（蜂の巣）構造の生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まり、冷暖房効率が向上します。
また、生地の内部をコードが通るため、コード穴からの光漏れがないうえ、意匠性にも優れています。

生地の間の空気層が断熱性を高めます。

生地の間に空気層をつくる
ハニカム（蜂の巣）構造。

ガイドレールを設置することで、 
生地の両サイドからの直射光を遮り、 
眩しさを抑え、遮光性を高めます。

さらに、「ガイドレール〈オプション〉」で 
生地両サイドからの直射光を遮ります。

層

気

空

暖 房

冷 房

夏

冬
冷暖房効率UP

室内 室外

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

冬の室内温度推移夏の室内温度推移
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生地の重量
によって上部の
生地が伸びて
しまいます。

D型の形状に
よって室内側の
生地のフォルムを
保ちます。

生地断面 D型形状の場合 D型形状でない場合

生地の内部をコードが通るため、穴からの光漏れがなく、 
光のチラつきを抑え、意匠性に優れています。

D型の生地断面形状で、生地のフォルムを美しく保ちます。

生地断面の形状は、室内側と室外側で山の高さが異なる「D型」の形状のため、 
生地に重量がかかっても室内側の生地が伸びきらず、生地のフォルムを美しく 
保ちます。

ガイドレール
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2022年5月 新発売
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ハニカム（蜂の巣）構造の生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まり、冷暖房効率が向上します。
また、生地の内部をコードが通るため、コード穴からの光漏れがないうえ、意匠性にも優れています。

生地の間の空気層が断熱性を高めます。

生地の間に空気層をつくる
ハニカム（蜂の巣）構造。

ガイドレールを設置することで、 
生地の両サイドからの直射光を遮り、 
眩しさを抑え、遮光性を高めます。

さらに、「ガイドレール〈オプション〉」で 
生地両サイドからの直射光を遮ります。
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※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
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生地断面 D型形状の場合 D型形状でない場合

生地の内部をコードが通るため、穴からの光漏れがなく、 
光のチラつきを抑え、意匠性に優れています。

D型の生地断面形状で、生地のフォルムを美しく保ちます。

生地断面の形状は、室内側と室外側で山の高さが異なる「D型」の形状のため、 
生地に重量がかかっても室内側の生地が伸びきらず、生地のフォルムを美しく 
保ちます。

ガイドレール
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NEWS ドレープとレースを上下に配した「ブレア ペア」が新登場 ！

1台にドレープとレース、2枚の生地を上下に配した「ブレア ペア」が新登場 ！
上下の生地は、分量を調節して採光と視線を最適にコントロールできます。
レースがあることで、日中は明るく光を採り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。

シーンに合わせて「レースの位置」は
上下どちらでも選べます。

レース
（プリーツ生地）

ドレープ
（ハニカム生地）

夜はしっかり目隠しができます。昼間はレースで開放的に。

夜 ドレープ時 製品全開時中間時昼 レース時

全体の開け閉めも行えます。部分的な目隠しもできます。

手の触れる部品を抗菌化！
「SIAAマーク」を取得。

抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、 
操作時に手の触れる部品の「抗菌化」を行いました。
抗菌加工製品として“ＳＩＡＡマーク”を取得しました。

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減する 
「ボトムクッション」がオプションに追加。
※製品と同時にご注文ください。

 ■対象商品 : ブレア ペア・ブレア
 ■対象部品 :  昇降コード※、操作コード※・操作チェーン・ 

ハンドル、イコライザー、セーフティージョイント、                   
コードクリップ、補助ポール

※ 昇降コード・操作コードに対しては抗菌化を行なっていますが、 
SIAAマークの対象ではありません。

ボトムクッション

NEWS NEWS
製品降下時に接触音を軽減する 

「ボトムクッション」がオプション追加。

SIAA 登録製品 
について詳しくは ▶

デジタルカタログ▶▶▶

5

プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」



2022年2月 新発売

カーテンレールが、さらに便利に、デザイン豊富にリニューアル ！

NEWS
電動カーテンレールの
スマートインテリアシェード 「ホームタコス ティエルモ」新登場  ！

大きな窓や複数ある窓、高窓に便利なリモコン操作・スイッチ操作の
電動カーテンレールに「ホームタコス ティエルモ」が新登場!
レール幅10m、カーテン適正重量25㎏まで対応し、カーブレールも製作できるので 
住宅はもちろん、ホテル・店舗・施設などで幅広く活躍します。

■リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。

カーテンを
開けて

コンセントは
1つでOK!

電源分岐コード
■複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。
　 ドレープ・レースのダブル付けや複数台の製品の設置時に、
製品どうしを電源分岐コードで接続することで、�
コンセント（電源）を1つにまとめることができます。

　最大10台まで接続できます。

■静かな動作音
　動作音は約43dB※と優れた静音性。��早朝・夜間など音が気になるシーンに。
　※保証値ではありません。

■スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。
　 市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と�
組み合わせることで、スマートスピーカーでの音声操作や�
スマートフォンでの遠隔操作ができます。

8グループ

RFリモコン

4グループ タイマー
リモコン

シングル 
リモコン

赤外線リモコン

アドレス 
リモコン

3点ワイド 
スイッチ

スイッチ

マルチスイッチシングル 
スイッチ

複数ゾーン 
スイッチ

6



2022年2月 新発売

カーテンレールが、さらに便利に、デザイン豊富にリニューアル ！

NEWS
電動カーテンレールの
スマートインテリアシェード 「ホームタコス ティエルモ」新登場  ！

大きな窓や複数ある窓、高窓に便利なリモコン操作・スイッチ操作の
電動カーテンレールに「ホームタコス ティエルモ」が新登場!
レール幅10m、カーテン適正重量25㎏まで対応し、カーブレールも製作できるので 
住宅はもちろん、ホテル・店舗・施設などで幅広く活躍します。

■リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。

カーテンを
開けて

コンセントは
1つでOK!

電源分岐コード
■複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。
　 ドレープ・レースのダブル付けや複数台の製品の設置時に、
製品どうしを電源分岐コードで接続することで、�
コンセント（電源）を1つにまとめることができます。

　最大10台まで接続できます。

■静かな動作音
　動作音は約43dB※と優れた静音性。��早朝・夜間など音が気になるシーンに。
　※保証値ではありません。

■スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。
　 市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と�
組み合わせることで、スマートスピーカーでの音声操作や�
スマートフォンでの遠隔操作ができます。
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NEWS
フラットな形状と木目が魅力の装飾カーテンレール｢ビバーチェプラナ｣がリニューアル ！
デザインを一新、全11色の豊富なカラーバリエーションでますます使いやすく！

フラットでシャープな印象の「ビバーチェプラナ」が、様々なインテリアスタイルに馴染みやすいデザインにリニューアル。 
インテリアに合わせやすい、全11色の豊富なカラーラインナップになりました。

■機能性にも優れています。
　・美しいカーテンエンドに仕上げるフリーストップ。
　・トップカバーをつければ、光漏れ低減、断熱性向上！
　・カーテンのひだがきれいに出るランナーを採用。

■フラットな形状と木目が魅力。様々なインテリアスタイルに馴染むデザイン。
■天然木のアッシュ材を用いた温もりを感じるサイドカバー・フィニアル。

■ 床や建具に合わせやすい、 
「ビバーチェ」「ファンティア」と同色の豊富な全11色。

NEWS

サイドカバー W サイドカバー S プレーンフィニアル

シンプルなデザインで様々なシーンにフィットする、装飾カーテンレール｢マルティ｣新登場！
「デザインリング」で新感覚のアレンジも楽しめます！

■シンプルな形状で取付場所を選ばないデザイン。
■様々なインテリアシーンに合わせやすいマットな質感とカラー全３色。

ブラック クラウディホワイト ピュアグレー

シンプルな形状とマットな質感・使いやすいカラーで、様々なインテリアシーンにフィットする新感覚の装飾カーテンレール「マルティ」。
付け替え可能な装飾パーツ「デザインリング」により、アクセサリー感覚で窓辺のアレンジが楽しめます。

Choice!
■機能性・静音性にも優れています。
　 高い走行性と静音性（約36dB）に加え、カーテンのひだがきれいに出る 

ランナーを採用。

「ビバーチェ」「ビバーチェプラナ」「ファンティア」「V20」「VR-N」の
ランナー・マグネットランナーを共通化し、意匠性アップ ！

ピクチャーレール「VP-2」「VP-L2」のラインナップもさらに充実 ！

NEWS

NEWS

ドレープ側とレース側のランナーを共通化することで、統一感を出し、意匠性を向上しました。

■VP-2・VP-L2のレールにブラック色が新登場!
　住宅・マンション・店舗などでインテリアに合わせて使えます。

■VP-2・VP-L2のレール長さに1.0ｍ、2.0ｍが新登場 ！
　 設置場所や搬入経路に応じて選べる、豊富なサイズバリエーション
（1.0m、2.0m、3.0m、4.0m）です。

■VP-L2・VP-L2A・VP-L4レールの安全荷重が20㎏になり対応力が向上!

05

シルバーブラック ホワイト

新 色

■デザインリングで自在にアレンジ ！

デジタルカタログ▶▶▶
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」



2021年・2022年 新発売

リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！日常のさまざまなシーンを便利に、快適にする
「スマートインテリアシェード ホームタコス」がさらに充実。 
幅広い製品ラインナップに拡充しました。

電動

スマートインテリアシェード 「ホームタコス」がさらに充実！

POINT

1

上下に開閉する製品

左右に開閉する製品

スマートインテリアシェード  ホームタコス 新製品
●タテ型ブラインド ラインドレープ ペア アンサンブル
●プリーツスクリーン  ペルレ ダブル
●カーテンレール ティエルモ

ヨコ型ブラインド ロールスクリーン プリーツスクリーン カーテンレールローマンシェード タテ型ブラインド

↑持ち出し受光部取ったもの

↑持ち出し受光部あり

タテ型ブラインド

ヨコ型ブラインド ロールスクリーン プリーツスクリーン カーテンレールローマンシェード タテ型ブラインド

↑持ち出し受光部取ったもの

↑持ち出し受光部あり

タテ型ブラインド

ヨコ型ブラインド ロールスクリーン プリーツスクリーン カーテンレールローマンシェード タテ型ブラインド

↑持ち出し受光部取ったもの

↑持ち出し受光部あり
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「ホームタコス」製品は、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。�
日常のさまざまなシーンで活躍する電動製品で、暮らしをより快適に。

リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！ 日常のさまざまなシーンをより快適に。

手の届かない高窓もリモコン操作で
簡単に操作できます。家事の途中でも、
座ったまま操作できて便利です。

1つのリモコンで一斉にも個別にも
操作が可能です。外出時には製品を
まとめて操作して、さっとお出かけ。

大きな窓も、電動なのでラクラク操作。�
大きなサイズの窓でも1台で取付けが�
できる製品もあります。

●複数ある窓に

座ったままやベッド
の中からもリモコン
で操作ができるので、
ご高齢の方にも
おすすめです。

ご高齢の方やお子さまがいらっしゃるご家庭にもおすすめ！

※�バスルームなど水の掛かる場所では使用できません。

操作コードがないので
お子さまが過ごす�
お部屋でも安心。
見た目もすっきり。

●吹き抜けの窓に ●大きな窓に
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POINT

2

電源プラグをコンセントに差し込むだけで複雑な配線工事は一切なし。 
納まりもコンパクトで、気軽にお使いいただけます。
※ホームタコス シルキー 天窓、ホームタコス ラルク 傾斜窓を除く。

製品の取付けが簡単！  納まりもコンパクト。
POINT

3

「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

スマート家電リモコンと組み合わせることで、
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます。

POINT

4

リモコンやスイッチは用途やシーンに合わせて選べます。
製品にリモコンを向けなくても操作ができる「RFリモコン」にも対応！

プラスドライバーで「取付けブラケット」を取付け、
「取付けブラケット」へ製品を取付けます。

電源プラグをコンセントに
差し込むだけ！

赤外線を用いたリモコンです。 
テレビのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
分かりやすい操作で、価格もリーズナブル。

赤外線シングル 
リモコン

赤外線アドレス 
リモコン

  赤外線リモコン
壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。 
左記のリモコンとの併用も可能です。

シングル
スイッチ

複数ゾーン
スイッチ

マルチスイッチ

  スイッチ
電波を用いたリモコンです。 
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作（約20m以内）や、
受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。

RFリモコン
8グループ

RFリモコン
4グループ

  RFリモコン ＊RF：Radio Frequency

電源分岐コード

コンセントは
1つでOK！
コンセントは
1つでOK！

電源分岐コード

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、 
コンセント(電源)を1つにまとめることができます。

●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

電源分岐ジョイント対応製品
●ロールスクリーン ラルクシールド （最大20台まで）
●タテ型ブラインド ラインドレープ （最大10台まで）
●カーテンレール ティエルモ （最大10台まで） 

●スマートスピーカーで操作 ●外出先からスマートフォンで操作 ●タイマー機能でもっと便利に

ロール 
スクリーンを
開けて

暑い夏は
強い西日が当たる前に
閉める設定にすれば
省エネ効果も！

スマートスピーカーに呼びかけるだけで 
製品を上げ下げできます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク！

スマートフォンで外出先等からも操作できます。 
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも 
便利です。

タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、 
起床就寝時間に合わせて開け閉め。 
快適な目覚めをサポートします。

デジタルカタログ▶▶▶
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」



2021年10月 新発売

NEWS 引戸をゆっくり、静かに、確実に開閉できる「ソフトクローズ機能」を標準装備！

■対応製品 : 格納方式・出入りの方法：引戸 

引戸を開け閉めする際にパネルが壁面やレール端部に近づくと、「ソフトクローズ機能」が作動。
自動的に、ゆっくりと静かに閉まり、指のはさみ込みを防ぎます。
手を添えなくても最後まで確実に動作するため、パネルのはね返りがなく、勢いよく閉めても衝突音がしません。
安心して快適に過ごせます。

勢いよくパネルを動かしても壁面の手前で減速し、 
ゆっくりと最後まで確実に閉まります。

＊「ソフトクローズ機能」は、パネルを閉じきるとき、開けきるときに作動します。

間仕切

「プレイス」がさらに使いやすく、便利にリニューアル！
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「プレイス」がさらに使いやすく、便利にリニューアル！
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開き戸から引戸へのリフォームにおすすめ。
壁面に取付けできる「アウトセット納まり」に“正面付け”が新登場！

■対応製品 :  格納方式・出入りの方法：引戸 
（下レール：フラットガイドレール） 

■対応製品 :    格納方式：折戸＋出入りの方法：引戸 
（下レール：フラットガイドレール） 

■対応製品 :  格納方式：折戸＋出入りの方法：引戸 
格納方式・出入りの方法：引戸（下レール：ノンレール） 

袖壁工事無しでも取付け可能なオプション「アウトセット納まり」に“正面付け”が新登場！
開き戸からの取替えなど、出入りをスムーズにするリフォームにも最適です。

リビングの一角に、和室やリモートワークのスペースなど、新しい空間を 
つくることができる「コーナー納まり〈オプション〉」の対応製品に、 
フルオープンにできる「格納方式：折戸+出入りの方法：引戸」が加わりました。

出入りするとき 格納したとき

NEWS

NEWS
“リビングにもう一部屋”が叶う「コーナー納まり」がさらに充実！
たたみ込むとフルオープンになる「折戸＋引戸」に対応。

NEWS 錠で施錠してプライバシーを守れる「シリンダー鎌錠」がリニューアル！

プライバシーを確保したい個室や、特定の人が施錠を行う場所に最適な
オプション｢シリンダー鎌錠」の対応製品に、フルオープンにできる 

「格納方式：折戸+出入りの方法：引戸」が加わりました。

正面カバーはフレームと同色
の統一感ある仕上がり。
スマートでコンパクトな納まり
はリフォームにも最適です。

正面カバー

● パネルの裏側 
（スライダー側）

ロック受けカマチ

● パネルの表側 
（シリンダー側）

シリンダー

ロ
ッ
ク
受
け
部

ロ
ッ
ク

ロック受けカマチ

スライダー

「引戸」は「開き戸」と比べて開閉スペースを取らず、 
スムーズな出入りができます。POINT

開き戸の場合 引戸の場合
ぶつからなくて
出入りがしやすい

デジタルカタログ▶▶▶
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
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2021年10月 新発売

NEWS 引戸をゆっくり、静かに、確実に開閉できる「ソフトクローズ機能」を標準装備！

■対応製品 : 格納方式・出入りの方法：引戸 
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自動的に、ゆっくりと静かに閉まり、指のはさみ込みを防ぎます。
手を添えなくても最後まで確実に動作するため、パネルのはね返りがなく、勢いよく閉めても衝突音がしません。
安心して快適に過ごせます。

間仕切

「プレイス スウィング」がさらに便利に、デザイン豊富に、リニューアル ！

勢いよくパネルを動かしても壁面の手前で減速し、 
ゆっくりと最後まで確実に閉まります。

＊「ソフトクローズ機能」は、パネルを閉じきるとき、開けきるときに作動します。
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NEWS 和紙のような風合い、和の彩りが美しい「採光窓」3色新登場！

凛とした和の趣が好評の和紙調採光窓に、新しいデザインの「ハイザクラ」「アイ」「ウスクサ」が新登場！
光を透しながらプライバシーを守れる和紙調の生地を、半透明の樹脂板ではさみ込んでいます。
プリーツスクリーン「ホナミ遮熱（ハイザクラ・アイ・ウスクサの3色）」とも、コーディネートできます。

「ハイザクラ」 リニューアル 「アイ」 「ウスクサ」

開き戸から引戸へのリフォームにおすすめ。
壁面に取付けできる「アウトセット納まり」に“正面付け”が新登場！

■対応製品 :  格納方式・出入りの方法：引戸 
（下レール：フラットガイドレール） 

■対応製品 :    格納方式：折戸＋出入りの方法：引戸 
（下レール：フラットガイドレール） 

袖壁工事無しでも取付け可能なオプション「アウトセット納まり」に“正面付け”が新登場！
開き戸からの取替えなど、出入りをスムーズにするリフォームにも最適です。

リビングの一角に、和室やリモートワークのスペースなど、新しい空間を 
つくることができる「コーナー納まり〈オプション〉」の対応製品に、 
フルオープンにできる「格納方式：折戸+出入りの方法：引戸」が加わりました。

出入りするとき 格納したとき

NEWS

NEWS
“リビングにもう一部屋”が叶う「コーナー納まり」がさらに充実！
たたみ込むとフルオープンになる「折戸＋引戸」に対応。

正面カバーはフレームと同色
の統一感ある仕上がり。
スマートでコンパクトな納まり
はリフォームにも最適です。

「引戸」は「開き戸」と比べて開閉スペースを取らず、 
スムーズな出入りができます。POINT

開き戸の場合 引戸の場合
ぶつからなくて
出入りがしやすい

間仕切

「プレイス スウィング」がさらに便利に、デザイン豊富に、リニューアル ！

正面カバー

「プレイス スウィング」は
2021年度グッドデザイン賞
を受賞しました。

デジタルカタログ▶▶▶
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
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2021年11月 新発売

NEWS
「透明ロールスクリーン」に
抗ウイルス・抗菌加工を施したスクリーンが新登場 ！

RS-9112
クリアー抗ウイルス

飛沫感染予防に活用いただいている「透明ロールスクリーン」に、
”抗ウイルス・抗菌ＳＩＡＡマーク”を取得した透明スクリーンが新登場 ！
オフィス、学校、病院、店舗など、シーンを選ばず1ランク上の安心感をお届けします。

・操作時に手の触れる部品も”抗菌加工”。
・スクリーンを巻き上げて、高さの調節が簡単に行えます。
・オーダー品と規格品をご用意。
・天井の状況に応じた施工も可能。
・用途に応じて選べる「プルコード操作」と「チェーン持出し操作」。
・天井が高いところに便利なオプション「リミットストッパー」。
・スクリーンを巻取りしない「タペストリー」も製作可能。

POINT

採光・視界を確保しながら飛沫感染予防ができる、

抗ウイルス・抗菌加工の「透明スクリーン」「透明レザー」新発売 ！

SIAAマークはISO 22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

有機合成抗菌剤・練込
透明スクリーン（クリアー抗ウイルス）

JP0122984X0003K

SIAAマークはISO 21702法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

注意事項
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を 
目的とするものではありません。
SIAAの安全性基準に適合しています。

有機合成抗ウイルス加工剤・練込
透明スクリーン（クリアー抗ウイルス）

JP0612984X0001M
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

アルコールスプレーで
拭き取り可能！

不特定多数の方が利用するシーンの“飛沫感染予防”に

調剤薬局：会計カウンター飲食店：カウンター

オフィス：デスク

飲食店：座席の間

▶受付けカウンターに
▶商談スペースのテーブルに
▶教育施設の教室内の仕切りに
▶医療施設での問診時の感染防止に
▶飲食店のカウンターやテーブルに
▶美容院などの仕切りに

図書館：貸出カウンター受付カウンター 商談スペース14



2021年11月 新発売

NEWS
「透明ロールスクリーン」に
抗ウイルス・抗菌加工を施したスクリーンが新登場 ！

RS-9112
クリアー抗ウイルス

飛沫感染予防に活用いただいている「透明ロールスクリーン」に、
”抗ウイルス・抗菌ＳＩＡＡマーク”を取得した透明スクリーンが新登場 ！
オフィス、学校、病院、店舗など、シーンを選ばず1ランク上の安心感をお届けします。

・操作時に手の触れる部品も”抗菌加工”。
・スクリーンを巻き上げて、高さの調節が簡単に行えます。
・オーダー品と規格品をご用意。
・天井の状況に応じた施工も可能。
・用途に応じて選べる「プルコード操作」と「チェーン持出し操作」。
・天井が高いところに便利なオプション「リミットストッパー」。
・スクリーンを巻取りしない「タペストリー」も製作可能。

POINT

採光・視界を確保しながら飛沫感染予防ができる、

抗ウイルス・抗菌加工の「透明スクリーン」「透明レザー」新発売 ！

SIAAマークはISO 22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

有機合成抗菌剤・練込
透明スクリーン（クリアー抗ウイルス）

JP0122984X0003K

SIAAマークはISO 21702法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

注意事項
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を 
目的とするものではありません。
SIAAの安全性基準に適合しています。

有機合成抗ウイルス加工剤・練込
透明スクリーン（クリアー抗ウイルス）

JP0612984X0001M
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

アルコールスプレーで
拭き取り可能！

不特定多数の方が利用するシーンの“飛沫感染予防”に

調剤薬局：会計カウンター飲食店：カウンター

オフィス：デスク

飲食店：座席の間

▶受付けカウンターに
▶商談スペースのテーブルに
▶教育施設の教室内の仕切りに
▶医療施設での問診時の感染防止に
▶飲食店のカウンターやテーブルに
▶美容院などの仕切りに

図書館：貸出カウンター受付カウンター 商談スペース14

「アコーデオンカーテン」　「アコーデオンスクリーン」に
抗ウイルス・抗菌加工を施したレザーが新登場 ！

No.7501
クリアー抗ウイルス

・ 誰にでも使いやすいシンプルなヨコ引き操作。 
たたみ込みもコンパクトで、間口を広く確保できます。

・床面にレールがなく、簡単に後付けできます。

・天井の状況に応じた施工も可能。

・カーブや鍵付きなど、豊富なオプションをご用意。

・ ついたて式の「アコーデオンスクリーン」にも対応。 
コンパクトにたためて、持ち運び・収納に便利！

手軽に設置できる間仕切として人気の「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」に、
”抗ウイルス・抗菌ＳＩＡＡマーク”を取得した透明レザーが新登場 ！
採光・視界を確保しながら、飛沫感染予防に効果的です。

NEWS

POINT

SIAAマークはISO 22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

有機合成抗菌剤・練込
透明レザー（クリアー抗ウイルス）

JP0122984X0004L

SIAAマークはISO 21702法により
評価された結果に基づき、抗菌製品
技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されてい
ます。

注意事項
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を 
目的とするものではありません。
SIAAの安全性基準に適合しています。

有機合成抗ウイルス加工剤・練込
透明レザー（クリアー抗ウイルス）

JP0612984X0002N
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

アルコールスプレーで
拭き取り可能！

不特定多数の方が利用するシーンの“飛沫感染予防”に

▶飲食店の座席の仕切りに
▶商談スペースの仕切りに
▶教育施設の教室内の仕切りに
▶医療施設での問診時の感染防止に
▶ドラッグストア併設の調剤薬局閉店後の戸締りに
▶美容院などの仕切りに

透明ロールスクリーン
デジタルカタログ ▶▶▶

透明レザー 
アコーデオンカーテン
デジタルカタログ ▶▶▶

SIAA登録製品　▶▶▶ 
について詳しくは
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」



2021年8月 新発売

衛生面に配慮し、抗ウイルス・制菌加工を施した「ポルテⅡ」に、オフィスなどにも使いやすい4色が登場 ！
ロールスクリーン「ラルクシールド」、タテ型ブラインド「バーチカルブラインド」に対応しています。

ラルクシールド・バーチカルブラインド

抗ウイルス・制菌生地「ポルテⅡ」新色登場 ！

オフィスに

医療・介護施設・教育施設・商業施設に　

ＲＳ-8863 グレー

ＲＳ-8346 アイボリーＲＳ-8350 イエロー 

Ｖ-1204　グレージュ

Ｖ-1095　フレッシュグリーン Ｖ-1202　ライトグレー

バーチカルブラインド バーチカルブラインド

バーチカルブラインド

ラルクシールド

ラルクシールド

□  オフィス
□  病院やクリニック・介護施設・サービス付き高齢者住宅 
□  教育施設（学校・保育園・幼稚園・学習塾） 
□  商業施設（ショッピングモールのフードコートやキッズスペース）などに

＜おすすめシーン＞

● 安心・安全の「防炎認定品」

● 日中採光ができて、夜は外から見えない 
「透過性ランクA」

● 操作チェーン等の部品にも「抗菌加工」

● 手を触れずに操作できる 
電動の「スマートインテリアシェード ホームタコス」にも対応

● 抗ウイルス・制菌の加工を施した生地 
「SEKマーク（抗ウイルス加工）」・ 
「SEKマーク（制菌加工）」を取得

● 環境に配慮した「グリーン購入法適合品」

● 汚れたら洗濯機で洗える「ウォッシャブル生地」

透過性ランクA

「ポルテⅡ」の特長
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2021年8月 新発売

衛生面に配慮し、抗ウイルス・制菌加工を施した「ポルテⅡ」に、オフィスなどにも使いやすい4色が登場 ！
ロールスクリーン「ラルクシールド」、タテ型ブラインド「バーチカルブラインド」に対応しています。

ラルクシールド・バーチカルブラインド

抗ウイルス・制菌生地「ポルテⅡ」新色登場 ！

オフィスに

医療・介護施設・教育施設・商業施設に　

ＲＳ-8863 グレー

ＲＳ-8346 アイボリーＲＳ-8350 イエロー 

Ｖ-1204　グレージュ

Ｖ-1095　フレッシュグリーン Ｖ-1202　ライトグレー

バーチカルブラインド バーチカルブラインド

バーチカルブラインド

ラルクシールド

ラルクシールド

□  オフィス
□  病院やクリニック・介護施設・サービス付き高齢者住宅 
□  教育施設（学校・保育園・幼稚園・学習塾） 
□  商業施設（ショッピングモールのフードコートやキッズスペース）などに

＜おすすめシーン＞

● 安心・安全の「防炎認定品」

● 日中採光ができて、夜は外から見えない 
「透過性ランクA」

● 操作チェーン等の部品にも「抗菌加工」

● 手を触れずに操作できる 
電動の「スマートインテリアシェード ホームタコス」にも対応

● 抗ウイルス・制菌の加工を施した生地 
「SEKマーク（抗ウイルス加工）」・ 
「SEKマーク（制菌加工）」を取得

● 環境に配慮した「グリーン購入法適合品」

● 汚れたら洗濯機で洗える「ウォッシャブル生地」

透過性ランク A

「ポルテⅡ」の特長
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RS-8350
V-1094
イエロー

RS-8347
V-1091
ピンク

RS-8348
V-1092
グリーン

RS-8351
V-1095
フレッシュグリーン

使用場所 発注時の指定事項

 SEKマーク（制菌加工：特定用途）
繊維上の菌の増殖を抑制する制菌 
加工を施し、SEKマーク（制菌加工：
特定用途）を取得しています。

医療機関・介護施設および行政機関などが必要
と認めて指定する場所への使用に限定されてい
ます。その他の場所にはご使用になれません。 ご注文の際には製品に付与するSEKマーク

の指定が必要です。SEKマーク（制菌加工：
特定用途）もしくはSEKマーク（制菌加工：
一般用途）のどちらかをご指定下さい。

 
SEKマーク（制菌加工：一般用途）

繊維上の菌の増殖を抑制する制菌 
加工を施し、SEKマーク（制菌加工：
一般用途）を取得しています。

幼稚園・保育園などの免疫力が低い方が出入り
する場所や学校、公共機関などの不特定多数の
方が出入りする場所におすすめです。

 SEKマーク（抗ウイルス加工）
繊維上の特定のウイルスの数を減少
させる加工を施し、SEKマーク（抗ウ
イルス加工）を取得しています。

免疫力が低い方が出入りする幼稚園をはじめ
医療機関および介護施設などにおすすめです。

SEKマーク（抗ウイルス加工）は製品に 
必ず付与されます。

※抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、手に触れる部品には抗菌加工を施しています。
　ロールスクリーン ： プル、プルコード、操作チェーン、操作コード、バトン、コネクタ類、ウェイトバーキャップ、コードクリップ、プルコードサポート
　タテ型ブラインド ： チルトコード、ドライブコード、操作コード、コードクリップ

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定ウイルスの数を減少させる
抗ウイルス加工を施した生地です。

RS-8349
V-1093
ベージュ

RS-8864
V-1204
グレージュ 新 色

RS-8346
V-1090
アイボリー

RS-8861
V-1201
ホワイト 新 色

RS-8862
V-1202
ライトグレー 新 色

RS-8863
V-1203
グレー 新 色

対応製品 ：

ロール
スクリーン

タテ型
ブラインド

生地性能

生地組成 ： ポリエステル100％ 
（再生ポリエステル約30％使用）

：

生地透過性 ： 透過性ランクAポルテⅡ
RS-8861～8864、8346～8351（ラルクシールド）
V - 1201～1204、1090～1095（バーチカルブラインド）

デジタルカタログ▶▶▶
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プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」



プリーツスクリーン ハニカムスクリーン カーテンレール スマートインテリアシェード
ホームタコス

間仕切 プレイス / 
プレイス スウィング

抗ウイルス・抗菌加工
「透明スクリーン」「透明レザー」

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」

ヨコ型ブラインド
「グロスレス遮熱スラット」

2022.04
70586221 80SB3401

ヨコ型ブラインド

「グロスレス遮熱スラット」新発売！

2021年8月 新発売

アルミ

新たに採用した塗料・塗装方法により、スラット表面のグロス（ツヤ・光沢）をなくし、眩しさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制。
光を拡散して室内に取り込み、心地よい明るさの室内環境を実現します。

 グロスレス遮熱スラット

 対応製品

T-2851〜2860（全10色） 価　格：ヨコ型ブラインド ベーシックカラー価格 ×1.1

T-2851
ホワイト

73.4％

T-2856
スレートグレー

46.7％

スラット幅： 25mm 35mm

T-2857
グレー

41.8％

T-2854
サンドグレー

56.9％63.9％T-2853
オフホワイト

T-2858
ブロンズブラック

38.9％

65.3％T-2852
アイスグレー

48.5％T-2859
アッシュグレー＆アイスグレー

T-2855
アッシュグレー

48.5％

41.8％T-2860
グレー＆アイスグレー

グロスレス遮熱スラット 一般的なツヤのある塗装のスラット

スラットに強い光源が当たっても、拡散反射させることで
眩しさを感じにくくします。

日射しの強い、
南面・東西面の窓に。

屋外の景色を取り込みたい 
会議室や待合室に。

光沢のあるスラット1枚1枚に強い光源が連続して映り込み、
帯状に強い反射が生じることがあります。

ぎらつき（眩しさ）発生の
メカニズム

ブラインド

ぎらつき（眩しさ）が 
抑制されるメカニズム

ブラインド

・パーフェクトシルキー チェーン各製品
・パーフェクトシルキー各製品
・シルキーシェイディ   各製品
・シルキー   各製品

・モノコム各製品
・モノコムシェイディ各製品
・モノコム高遮蔽
・モノタッチ
・モノタッチ高遮蔽

・グラデーションブラインド® モノコム２５
・シルキーメカニカル
・VS
・その他電動製品

日射反射率について：スラットNo.横の 00.0％ は、日射反射率（スラットが日射熱を室外側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

デジタルカタログ▶▶▶


