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窓まわり・間仕切り
施工例写真集

ヨコ型ブラインド
カスタマイズブラインド
タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード
カーテン
プリーツスクリーン

間仕切
カーテンレール



ロールスクリーン ローマンシェード プリーツスクリーン

スラットが回転することに
より、 プライバシーを守り
つつ、光をコントロールす
ることができます。

スクリーンを巻き上げる
ことにより、採光を自由に
調整します。フラットで
すっきりとしたミニマルな
フォルムが特長です。

生地をたくし上げるように
上下に開閉し、採光を調整
します。ファブリックの
柔らかな風合いが楽しめ
ます。

プリーツ加工した生地を
たたみ込むことで、採光を
調整します。すっきりとし
た水平ラインが生み出す
光と陰のコントラストが
美しいフォルムです。

タテ型ブラインド カーテン カーテンレール 間仕切

左右に開閉し、スラットを
回転させることで、採光を
調整できます。大きな窓や
出入りの多いテラス窓に
適しています。

最もオーソドックスな窓
まわりのアイテム。美しい
ドレープ（ひだ）が特長 
です。

バリエーション豊富なカ
ラーとフィニアル。カーテ
ンの楽しみをさらに広げ
ます。

ヨコ引きの簡単操作。
室内の間仕切り、ドア代わ
りなど多用途に使えます。

製品紹介
ヨコ型ブラインド

カスタマイズブラインド
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2

非住宅 エントランス・ロビー

ロールスクリーン
ラルク 電動大型タコスⅡ
RS-7300 ウィンディ（グレー）
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所

いろいろな方を迎える場所だから、明るく開放的な空間に。

非住宅
エントランス・ロビー



3

天窓用のヨコ型ブラインド。
円形や台形など、
特殊なカタチの窓にも対応。

ヨコ型ブラインド
ルミスター
スラット幅：50㎜
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所



4

非住宅 エントランス・ロビー



5

電動操作で、調光が簡単な
天窓用ロールスクリーン。

ロールスクリーン
ラルク 電動大型 天窓タコスⅡ
RS-7293 ウィンディⅡ遮熱（ホワイト）
物件：北播磨総合医療センター

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7283 スクート（ホワイト）
物件：群馬パース大学 ４号館



タテ型ブラインド
バーチカルブラインド
V-8774 ウィンディ遮熱（グレー）
スラット幅：100㎜

6

非住宅 エントランス・ロビー

ロールスクリーン
ラルク 電動大型タコスⅡ
RS-7295 ウィンディⅡ遮熱（グレー）
物件：クラブン株式会社 岡山支店



ダブルスキン構造のビルに最適な、半外装用の電動ブラインド。 ヨコ型ブラインド
ローリーESS半外装タコスⅡ
スラット幅：50㎜

7



防錆性・耐熱性に優れた、
屋外設置用のブラインド。

ヨコ型ブラインド
コンホルト
スラット幅：80㎜

8

非住宅 エントランス・ロビー



ヨコ型ブラインド
ローリーESSタコスⅡ
Ｔ-2349 ソフトグレー（遮熱コート）
スラット幅：35㎜
物件：飯田橋グラン・ブルーム

9



非住宅 コミュニティスペース

10

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7303 ウィンディⅡ（ベージュ）
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス

多くの人が集まる憩いの場。人に優しく快適で、リラックスできる空間づくりを。

非住宅
コミュニティスペース



11

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7824 エブリ（カシミヤ）
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7289 ウィンディ遮熱（ホワイト）
物件：群馬パース大学 ４号館



非住宅 コミュニティスペース

12

ロールスクリーン

［左］プリーツスクリーン
ペルレ25
PS-4125 ホマレ（シラチャ）
プリーツ幅：25㎜

［中央］ラルクシールド
RS-7291 ウィンディ遮熱（アイスグレー）

［右］ラルク 大型
RS-7291 ウィンディ遮熱（アイスグレー）



13

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7061 パーユ（ブラウン）
物件：北播磨総合医療センター



非住宅 コミュニティスペース

14

ローマンシェード
クレアス 電動大型タコスⅡ
RC-7676 クールス
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所



15

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3221 ナチュラル
スラット幅：50㎜
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス



非住宅 コミュニティスペース

16

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7295 ウィンディⅡ遮熱（グレー）
物件：クラブン株式会社 岡山支店



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7838 エブリ（シナモン）
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス

タテ型ブラインド
バーチカルブラインド ローリーESVタコスⅡ
V-8402 エコール（アイボリー）
スラット幅：100㎜ 17



非住宅 オフィス・応接室・会議室

18

ヨコ型ブラインド
モノタッチ
T-2522 シャインピュアホワイト（遮熱コート）
スラット幅：35㎜
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所

アイデアの創出やデスクワークで長時間使用するオフィス空間。より快適で集中できる環境に。

非住宅
オフィス・応接室・会議室



1919

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3222 ナチュラルブラウン
スラット幅：50㎜
物件：東洋大学附属牛久高等学校 



非住宅 オフィス・応接室・会議室

20

タテ型ブラインド
バーチカルブラインド
V-8147 デルセ（グレージュ）
スラット幅：100㎜



21

ロールスクリーン
ラルク ホームタコス
RS-7295 ウィンディⅡ遮熱（グレー）
物件：クラブン株式会社 岡山支店



非住宅 オフィス・応接室・会議室

22

タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4031 ハンプトン（ピュアホワイト） 
スラット幅：100㎜



23

ヨコ型ブラインド
モノコムブラッキー
T-2082 マットブラック（遮熱コート）
スラット幅：35㎜

〈オプション〉ガイドレール

ヨコ型ブラインド
モノタッチ高遮蔽
T-2573 マットアイスグレー（遮熱コート）
スラット幅：25㎜



非住宅 オフィス・応接室・会議室

24

ヨコ型ブラインド
シルキーシェイディ
T-2349 ソフトグレー（遮熱コート）
スラット幅：25㎜
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非住宅 オフィス・応接室・会議室

26

間仕切
スライディングドア66遮音



2727



非住宅 オフィス・応接室・会議室

28

ヨコ型ブラインド
ローリーESSタコスⅡ
T-2692 サンドグレー＆シャインピュアホワイト（遮熱コート）
スラット幅：35㎜
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所



29

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7128 エブリ（ミール）
物件：田中産業株式会社

タテ型ブラインド
バーチカルブラインド
V-8365 スクート（グリーン）
スラット幅：100㎜



非住宅 オフィス・応接室・会議室

30

ヨコ型ブラインド
シルキー 
T-5349 ソフトグレー
スラット幅：25㎜



31

カスタマイズブラインド
アフタービート 
AB-2601 フロストホワイト
スラット幅：50㎜
物件：株式会社モリサワ

ロールスクリーン
ラルク 大型
RS-7279 レフレ（グレー）



非住宅 オフィス・応接室・会議室

32



33

間仕切
プレイス スライドパネル
PL-706 モダンシルバー



非住宅 宿泊施設

34

［左］タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4456 アジェント（ダークブラウン）
スラット幅：100㎜

［右］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7456 アジェント（ダークブラウン）

非住宅
宿泊施設

日常を離れて、ワンランク上の快適さを。



3535

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3423 ライトブラウン（防炎）
スラット幅：50㎜



非住宅 宿泊施設

36

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼタッチ
FT-3411 クリアホワイト（防炎）
スラット幅：50㎜



37

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ アクア
FT-3524 ウォールナット
スラット幅：50㎜



非住宅 宿泊施設

38

カーテン
クレアス カーテン
手前生地： RC-7513 ノイエ（アンバー）
奥 生 地： RC-7671 セーブス

電動カーテンレール
トリーチェ ホームタコス



39

ロールスクリーン
ラルク 遮光ガイドレール
RS-7492 ミント（カフェブラウン）



非住宅 宿泊施設

ロールスクリーン
ラルク 電動大型
RS-7093 ホリー（ナチュラル）

40



41

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3221 ナチュラル
スラット幅：50㎜



非住宅 店舗・商業施設

42

食事やお買いものをゆっくり楽しめる、おもてなしの空間。

非住宅
店舗・商業施設



43

カスタマイズブラインド
フォレティア エコ　ラダーテープ仕様
スラット：FT-3624 ウォールナット
ラダーテープ：R-057 オフホワイト
スラット幅：50㎜



非住宅 店舗・商業施設

44

ロールスクリーン
ラルクシールド 
RS-7057 クリーク（ダークブラウン）



45

ロールスクリーン
ラルクシールド オリジナル アドプリント

カスタマイズブラインド
フォレティア エコ　ラダーテープ仕様
スラット：FT-3624 ウォールナット
ラダーテープ：R-055 ダークブラウン 
スラット幅：50㎜
物件：WIREDフレンテ明大前



非住宅 店舗・商業施設

プリーツスクリーン
［左］フィーユ ペア

上生地：PS-5193 ホノカ（キンチャ）
下生地：PS-5733 フラウ（ベージュ）
プリーツ幅：25㎜ 

［右］フィーユ
PS-5733 フラウ（ベージュ）
プリーツ幅：25㎜

46

ロールスクリーン 
デュオレ
RS-308 デュオスタイル クエンテ（ダークブラウン×パープル）



47

タテ型ブラインド
ラインドレープ 木製
LD-4052 マデラ（ナチュラル）
スラット幅：89㎜



非住宅 店舗・商業施設

48

ロールスクリーン
ラルクシールド オリジナル デザインカット
RS-7890 ライフ（チョコブラウン）

オリジナルのデザインを切り抜いた生地で、通り過ぎる人にアピール。



49

サイドパイプカーテン

オーニング
サンビジョンⅡ



非住宅 教育・公共施設

50

カーテン
クレアス カーテン
手前生地：RC-7510 ノイエ（ベージュ）
奥 生 地：RC-7676 クールス
物件：群馬パース大学 ４号館

多目的に使用する学びの場は、誰もが心地よく快適に過ごせるように。

非住宅
教育・公共施設



ヨコ型ブラインド
モノコム
T-2350 ピュアホワイト（遮熱コート）
スラット幅：50㎜
物件：群馬パース大学 ４号館

カスタマイズブラインド
アフタービート
AB-2706 ウッドブラウン
スラット幅：50㎜
物件：群馬パース大学 ４号館

51



非住宅 教育・公共施設

52

ヨコ型ブラインド
モノコム高遮蔽
T-2350 ピュアホワイト（遮熱コート）
スラット幅：35㎜52



53
間仕切
スライディングドア100

［手前］ローマンシェード 
クレアス 電動大型タコスⅡ 
RC-7511 ノイエ（チョコブラウン）

［奥］ロールスクリーン 
ラルクシールド 
RS-7615 フレスカ（ホワイト）

物件：群馬パース大学 ４号館



非住宅 教育・公共施設

54

パネルルーバー
物件：早稲田大学 40号館
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非住宅 教育・公共施設

56

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7043 ポム



57

間仕切
プレイス 折戸＋引戸
PL-703 ライト



非住宅 医療・福祉施設

清潔感を感じさせる、安心できる空間に。

非住宅
医療・福祉施設

カーテン
クレアス カーテン
手前生地：RC-7381 ポルテ（ピンク）
奥 生 地：RC-7676 クールス

病院用カーテンレール
ファインフィット

58



59

［手前］病院用カーテンレール 
ファインフィット

［奥］ヨコ型ブラインド 
パーフェクトシルキー 
T-2350 ピュアホワイト（遮熱コート） 
スラット幅：25㎜

物件：天理よろづ相談所病院

59



非住宅 医療・福祉施設

病院用カーテンレール
ファインエアー
物件：北播磨総合医療センター

60



病院用カーテンレール
ファインエアー
物件：北播磨総合医療センター

61



非住宅 医療・福祉施設

ロールスクリーン
ラルクシールド

［左・中央・右］
RS-7274・7275・7276
ポルテⅡ（ベビーピンク・フレッシュグリーン・ベビーブルー）

［右］RS-7267 ポルテⅡ（アイボリー）

62



ヨコ型ブラインド
モノコム
T-2692 サンドグレー＆シャインピュアホワイト（遮熱コート）
スラット幅：25㎜
物件：北播磨総合医療センター

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7267 ポルテⅡ（アイボリー）

63



非住宅 医療・福祉施設

カーテン
クレアス カーテン
手前生地：RC-7510 ノイエ（ベージュ）
奥 生 地：RC-7671 セーブス

ギア式カーテンレール
トリーチェ ギアアシスト式

64



間仕切
アコーデオンカーテンワンタッチ
No.7301 メディエ（ピンク）

間仕切
アコーデオンカーテンメイト 
No.320 アルト（アイボリー）

〈オプション〉ハンガーパイプ 65



住　宅 リビング・ダイニング

家族と過ごす大切な場所を、居心地のよい空間に。

住 宅
リビング・ダイニング

66

［左］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7197 ライフ（リーフグリーン）

［右］タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4197 ライフ（リーフグリーン）
スラット幅：100㎜



67

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ エコ
FT-3623 ライトブラウン
スラット幅：50㎜

ロールスクリーン
ラルクシールド

［左］［右］ RS-7141 エブリ（ビアンコカラーラ）
［ 中 央 ］ RS-7163 エブリ（ヨット）



住　宅 リビング・ダイニング

68

ロールスクリーン
デュオレ
RS-102 クエンテ（アイボリー）

［左］タテ型ブラインド
ラインドレープ ペア ツーウェイ
ドレープ： LD-4101 リンド（ブラウン）
レ ー ス： LD-4610 エール（ココアベージュ）
スラット幅：100㎜

［右］ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地： RS-7101 リンド（ブラウン）
奥 生 地： RS-7606 シフォン（ベージュ）



69

プリーツスクリーン
ゼファー
手前生地：PS-5403 ライフ（ライラック）
奥 生 地：PS-5771 シフォン（ホワイト）
プリーツ幅：18㎜

［左］ローマンシェード
クレアス ダブル
手前生地： RC-7060 ランブル（オフホワイト）

〈オプション〉デコレートライン G-103 ブラック
奥 生 地： RC-7601 シフォン（ホワイト）

［右］カーテン
クレアス カーテン
手前生地： RC-7060 ランブル（オフホワイト）

〈オプション〉デコレートライン G-103 ブラック
奥 生 地： RC-7601 シフォン（ホワイト）

装飾カーテンレール
プロヴァンス（ブラック）
房   掛：プロヴァンス（ブラック）
タッセル：ナチュレＣ（ブラック）



住　宅 リビング・ダイニング

［手前］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7029 バスク（ベージュ）

［奥］カスタマイズブラインド
フォレティア
FT-3224 ウォールナット
スラット幅：50㎜

70

ロールスクリーン
ラルクシールド

［左］［右］ RS-7025 リズム
［ 中 央 ］ RS-7156 エブリ（サニー）

タテ型ブラインド
ラインドレープ オリジナル カラーコーディネート（フリープラン）
LD-4122・4130・4152・4163
エブリ（ニベア・コルク・パルコ・ヨット）
スラット幅：80㎜



71

ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー スリーウェイ（上下分割制御）
T-2547 シトラスグリーン（遮熱コート）
スラット幅：25㎜

ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地： RS-7012 フロウ（ネイビー）
奥 生 地： RS-7603 シフォン（ホワイト）



住　宅 リビング・ダイニング

72

タテ型ブラインド
ラインドレープ ホームタコス
RS-4108 クロス（ベージュ）
スラット幅：100㎜

ロールスクリーン
ラルク ホームタコス
RS-7108 クロス（ベージュ）
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間仕切
アズウッド VSペアパネル
AS-705 ダーク



住　宅

素材・質感を活かした製品で、こころ落ち着く、趣ある空間に。

住 宅
和 室

和室

74

プリーツスクリーン ［左］フィーユ ペア
上生地：PS-5732 フラウ（アイボリー）
下生地：PS-5211 セイリュウ（チョウジ）
プリーツ幅：25㎜

［右］フィーユ
PS-5211 セイリュウ（チョウジ）
プリーツ幅：25㎜
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ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7060 パーユ（ナチュラル）

プリーツスクリーン
ペルレ25 ペア
上生地：PS-4132 ホマレ（コケイロ）
下生地：PS-4736 フラウ（ナイルグリーン）
プリーツ幅：25㎜



住　宅 和室

76

ロールスクリーン
ラルク 大型
RS-7092 ガム（経木スダレ）

〈オプション〉スダレバランス

［左］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7104 ツムギ（グリーン）

［右］タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4104 ツムギ（グリーン）
スラット幅：80㎜
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プリーツスクリーン
ペルレ25 ペア
上生地：PS-4741 フェアリー（ホワイト）
下生地：PS-4023 ハナゴロモ（ウスコウバイ）
プリーツ幅：25㎜

タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4455 サーブル（グリーン）
スラット幅：80㎜



住　宅

心地よい眠り、さわやかな目覚めへと誘う。

住 宅
寝 室

寝室

78

［左］ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地： RS-7452 エッジ（ダークブラウン）
奥 生 地： RS-7606 シフォン（ベージュ）

［右］タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4452 エッジ（ダークブラウン）
スラット幅：100㎜
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カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼタッチ
FT-3222 ナチュラルブラウン
スラット幅：50㎜

プリーツスクリーン
ゼファー
手前生地：PS-5613 アミア（クチバ）
奥 生 地：PS-5739 フラウ（グレー）
プリーツ幅：18㎜

79



住　宅 寝室

80

ロールスクリーン
デュオレスリム
RS-121 ダンテ（ベージュ）

ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地：RS-7471 シェリー
奥 生 地：RS-7612 クーリア（ホワイト）

ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー 
T-5562 シェードグリーン
スラット幅：25㎜
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［手前］タテ型ブラインド
ラインドレープ セパレート
LD-4457 アジェント（ベージュ）
スラット幅：100㎜

［奥］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7457 アジェント（ベージュ）

間仕切
アコーデオンカーテン
No.6426 スリープ（アイボリー）



住　宅

住 宅
子供部屋

たくさんの夢がつまった、わくわくする空間に。

子供部屋

82

［左］カーテン
クレアス カーテン
手前生地： RC-7274 マカロン（アップルグリーン）
奥 生 地： RC-7622 ネージュ（アイボリー）

装飾カーテンレール
ビバーチェ （ナチュラル（木目））

［右］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7040 フォレ 



カスタマイズブラインド
アフタービート　ラダーテープ仕様
スラット：AB-2811 ムーンイエロー
ラダーテープ：R-073 サイドスクエアオフホワイト 
木部材：FT-3222 ナチュラルブラウン
スラット幅：35㎜

83

タテ型ブラインド
ラインドレープ オリジナル カラーコーディネート

（スタンダードプラン No.4906）
スラット幅：100㎜



住　宅 子供部屋

84

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7037 ポプリ

〈オプション〉イージーファブリックバランス 
デコレートライン D-5 リボン

ピクチャーレール
VP-M
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ロールスクリーン
［手前］ラルク パネルスクリーン オリジナル カラーコーディネート

RS-7141・7157・7153
エブリ（ビアンコカラーラ・フレッシュ・プールサイド）

［奥］ラルクシールド
RS-7150 エブリ（リボン）

［左］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7901 ライフ（ターコイズ）

［右］間仕切
アズウッド シングルパネル
クロス貼り



住　宅

住 宅
キッチン

みんなの笑顔をつくる、明るく清潔なキッチンに。

キッチン

86

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7032 カレット（テラコッタ）
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ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7264 プーロ（グリーン）

カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ アクア
FT-3523 ライトブラウン
スラット幅：50㎜



住　宅 キッチン

88

［左］ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7313 フロスティ（グレージュ）

［右］タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4313 フロスティ（グレージュ）
スラット幅：80㎜
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カスタマイズブラインド
フォレティアタッチ
FT-3422 ナチュラルブラウン（防炎）
スラット幅：50㎜

ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー
T-1829 ロゼシルバー（フッ素コート）
スラット幅：25㎜



住　宅

住 宅
バスルーム

くつろぎのバスルームで、一日の疲れを癒すプライベートな時間を。

バスルーム

90

ロールスクリーン
ラルク 浴室
RS-7763 プーロ（ピンク）

ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー ノンビス
T-2570 パウダーグリーン（遮熱コート）
スラット幅：25㎜
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カスタマイズブラインド
アフタービートエグゼ アクア
AB-2657 パールアイボリー
スラット幅：50㎜
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製品紹介　製品一覧

タチカワブラインドは、あらゆるシーンに対応できる製品をラインナップ。
窓まわり製品からカーテンレール、間仕切りまでトータルにご提案。

製　品 特　長
昇降 

コード
穴なし

電 動 耐 水
特殊窓

天 窓 傾斜窓 スリット窓 変形窓

ヨ
コ
型
ブ
ラ
イ
ン
ド

パーフェクトシルキー 94
ページ

スラットに穴がない、遮蔽性に優れた 
ブラインド。 ● − ● − − − −

シルキーシェイディ 94
ページ

製品の中央部にスラットの穴がなく、
光漏れが目立たないブラインド。 − − ● − − − −

シルキー 95
ページ

スタンダードなアルミのヨコ型ブラインド。 − ● ● ● ● ● ●

ヨコ型ブラインド 
〈オフィス・店舗・施設〉

96
ページ

大きな窓にも対応できる、 
非住宅向けのヨコ型ブラインド。 ● − − ● ● − −

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
ブ
ラ
イ
ン
ド

フォレティアエグゼ 98
ページ

スラットに穴がなく、
高い遮蔽性・意匠性が特長の木製ブラインド。 ● − ● − − − −

フォレティアシェイディ 98
ページ

スラット穴からの光漏れを低減した
木製ブラインド。 − − ● − − − −

フォレティア 99
ページ

スタンダードな木製ブラインド。 − ● ● − − − −

アフタービートエグゼ 100
ページ

スラットに穴がなく、遮蔽性が高い
広幅のアルミブラインド。 ● − ● − − − −

アフタービート 101
ページ

異なる素材の組み合わせを楽しめる 
アルミブラインド。 − − ● − − − −

タ
テ
型
ブ
ラ
イ
ン
ド

ラインドレープ 102
ページ

スラット操作で調光がコントロールできる 
タテ型ブラインド。 − ● − − − − ●

バーチカルブラインド 103
ページ

大きな窓にも対応できる、 
非住宅向けのタテ型ブラインド。 − ● − − − − ●

ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン

ラルクシールド 104
ページ

生地を巻き上げて採光を調節できる 
ロールスクリーン。大きな窓にも対応できる、
非住宅向けの製品もラインナップ。

− ● ● ● ● ● −

デュオレ 106
ページ

ボーダー状の生地を前後に組み合わせた 
ロールスクリーン。 − − − − − ● −

ロ
ー
マ
ン
シ
ェ
ー
ド
／
カ
ー
テ
ン

クレアス 107
ページ

ファブリックの風合いと、たたみ上げたときの 
ひだが特長のローマンシェードと 
窓まわりの定番、カーテン。 
大きな窓にも対応できる、非住宅向けの
製品もラインナップ。

− ● − − − − −

プ
リ
ー
ツ
ス
ク
リ
ー
ン

ゼファー 108
ページ

コード穴のない生地を前後に配した 
プリーツスクリーン。 ● − − − − − −

フィーユ 108
ページ

生地に昇降コードの穴がなく、 
意匠性が高いプリーツスクリーン。 ● − − − − − −

ペルレ 109
ページ

プリーツ加工された生地の水平ラインが
特長のプリーツスクリーン。 − ● − − − ● −

電
動
製
品

ヨコ型ブラインド
タテ型ブラインド
ロールスクリーン
ローマンシェード

110
ページ

大きな窓や高い設置場所に便利な電動製品。 ● ● − ● ● − −

製品一覧
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製品一覧　製品紹介

製　品 特　長

間
仕
切

アコーデオンカーテン 112
ページ

ジャバラ式の間仕切りの定番アイテム、アコーデオンカーテン。

プレイス 113
ページ

モダンでスタイリッシュなパネル式の間仕切り。

アズウッド 113
ページ

木目調の落ち着いたデザインが特長のパネル式の間仕切り。

アコウォール 113
ページ

すべてのパネルがつながっている、木質感のある空間を演出するパネル式の間仕切り。

スライディングドア 114
ページ

非住宅向けの可動式の壁面パネル。

カ
ー
テ
ン
レ
ー
ル

カーテンレール 115
ページ

意匠性、静音性に優れたカーテンレールなど、豊富なラインナップをご用意。
房掛けやタッセルなど、アクセサリーも充実。

そ
の
他
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

オーニング 116
ページ

日射しを和らげて、心地よい空間をつくるオーニング。

パネルルーバー 116
ページ

採光・遮光・調光ができる断熱型パネルルーバー。

サイドパイプカーテン 116
ページ

手動折りたたみ形式の軽量横引きパイプシャッター。

パーキングシステム 116
ページ

あらゆるニーズに応えるパーキングシステム。

昇降コード穴なし

特殊窓
天 窓 傾斜窓 スリット窓 変形窓

窓まわり製品　対応項目

スラットや生地に穴がなく、遮蔽性に優れた製品。

⑨

⑩
天窓に取付け可能。

⑮ ⑯ 電 動
リモコンやスイッチでラクラク操作。

⑨

⑩
傾斜した窓に取付け可能。

⑦ ⑧
耐 水

キッチンやバスルームなどに最適。

⑥
小さな窓に取付け可能。

円形の窓 台形の窓

円形や台形の窓に取付け可能。
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製品紹介　ヨコ型ブラインド

詳しくは
「パーフェクトシルキー
サンプル帳 」を
ご覧ください。

詳しくは
「ヨコ型ブラインド
シルキーシェイディ・
シルキー サンプル帳 」を
ご覧ください。

スラットに穴がない、遮蔽性に優れたブラインド。

パーフェクトシルキー

スラット穴からの光漏れを低減したブラインド。 

シルキーシェイディ

パーフェクトシルキー
穴がないスラットで光漏れを遮り、
遮光性を高めたブラインド。
バスルームやキッチンなどの
水まわりにも安心して使える
耐水仕様。

シルキーシェイディ
製品の中央部に
スラット穴がなく、
光漏れが目立たない
ブラインド。

パーフェクトシルキー
スリーウェイ 

（上下分割制御）
下部は閉じたまま、上部だけを
開けることができるブラインド。
通常のブラインドと同じ使い方
もできるので、「上部採光」

「採光」「遮蔽」の３つの使い方が
可能。

シルキーシェイディアクア
耐水仕様なので
バスルームやキッチンなどの
水まわりにおすすめ。

パーフェクトシルキー 
ノンビス
壁にネジ穴を
開けたくない場所に。

シルキーシェイディ セパレート／シルキーシェイディアクア セパレート
1つのヘッドボックスに2台のブラインド。

パーフェクトシルキー 
セパレート
１つのヘッドボックスに２台のブラインド。
出入りの多いテラス窓におすすめ。

製作可能寸法
操作方法 ワンポール式 ポール式
スラット幅 25mm
スラットカラー 297色
製品幅 450〜3000mm
製品高さ 200〜3000mm
最大面積 6m2

製作可能寸法
操作方法 ワンポール式 ポール式
スラット幅 25mm
スラットカラー 307色
製品幅 270〜3000mm
製品高さ 110〜4000mm
最大面積 6m2

製作可能寸法
操作方法 ワンポール式 ポール式
スラット幅 25mm
スラットカラー 267色
製品幅 270〜3000mm
製品高さ 110〜4000mm
最大面積 6m2

製作可能寸法
操作方法 ポール式
スラット幅 25mm
スラットカラー 297色
製品幅 550〜3000mm
製品高さ 1000〜3000mm
最大面積 6m2
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ヨコ型ブラインド　製品紹介

詳しくは
「ヨコ型ブラインド
シルキーシェイディ・
シルキー サンプル帳 」を
ご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

シルキー

シルキーサート／シルキー／シルキーカーテン
スラット幅25mmのスタンダードなアルミブラインド。

シルキーサートアクア／シルキーアクア／シルキーカーテンアクア
耐水仕様なのでバスルームやキッチンなどの水まわりでも安心して使えます。

 天窓に

 その他ラインナップ

 傾斜窓に

 スリット窓に

 変形窓に

ノンビス
壁にネジ穴を開けたくない場所に。

セパレート
１つのヘッドボックスに２台のブラインド。

内窓／内窓セパレート
外窓と内窓の間に取付けられる、コンパクトなブラインド。

出窓
どんなカタチの出窓にもフィット。

ホームタコス
スラットの回転・昇降を電動で操作できます。

ウインク
スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

オリジナル
好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。
スラットにシールを貼り付けて柄を楽しむ「ファンシーデザイン」。
カッティングシートで文字やイラストをデザインできる「アドプリント」。

変形窓
丸型・三角形・台形など、いろいろなカタチの窓に。

ホームタコス天窓
スラットの回転・昇降を電動で操作できます。

ウインク天窓
スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

傾斜窓
スラットの回転・昇降を手動で操作できます。

ウインク傾斜窓
スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

小窓
幅１５0mｍから製作できるブラインド。

ウインク小窓
スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

製作可能寸法 （シルキーの場合）

操作方法 ワンポール式 ポール式
スラット幅 25mm
スラットカラー 307色
製品幅 270〜3000mm 150〜3000mm
製品高さ 110〜4000mm
最大面積 6m2 7m2

製作可能寸法 （シルキーアクアの場合）

操作方法 ワンポール式 ポール式
スラット幅 25mm
スラットカラー 267色
製品幅 270〜3000mm 150〜3000mm
製品高さ 110〜4000mm
最大面積 6m2 7m2

スタンダードなアルミのヨコ型ブラインド。豊富な製品バリエーションであらゆるシーンに対応。
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製品紹介　ヨコ型ブラインド

モノコム
1本のエンドレスコードで、
真下からはもちろん
どんな位置からでも操作可能。
コード穴からの光を軽減する
ラダーテープ仕様も選べます。

モノタッチ
操作コードを引くだけで自動的に
スラットが降下するブラインド。

製作可能寸法
仕様 ラダーコード仕様 ラダーテープ仕様

スラット幅 25mm 35mm 50mm 25mm 35mm
スラットカラー 102色 58色 6色 98色 58色
製品幅 450〜4000mm 450〜4000mm
製品高さ 120〜5000mm 120〜3500mm
最大面積 9m2

製作可能寸法　

スラット幅 25mm 35mm
スラットカラー 98色 58色
製品幅 800〜4000mm
製品高さ 800〜5000mm
最大面積 9m2

ヨコ型ブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉

大きなサイズの窓にも対応する、非住宅向けのヨコ型ブラインド。

モノコム高遮蔽
穴がないスラットで光漏れを遮り、
遮蔽性を高めたブラインド。

モノコムシェイディ
スラットの重なる位置に
リフティングテープの穴を設け、
光漏れを低減したブラインド。

製作可能寸法
スラット幅 25mm 35mm
スラットカラー 60色 40色
製品幅 500〜4000mm
製品高さ 120〜4000mm
最大面積 9m2

製作可能寸法　

スラット幅 25mm 35mm
スラットカラー 98色 58色
製品幅 450〜4000mm
製品高さ 350〜4000mm
最大面積 9m2

モノコム高遮蔽 モノコムシェイディ 一般のブラインド

「モノコム高遮蔽」「モノコムシェイディ」と一般のブラインドの比較

モノコムシェイディ 一般のブラインド ブラッキーブラインド

薄いリフティングテープ

スラットの
重なり部分

ラダーコード

厚みのある昇降コード

ヨコ長の穴

スラット スラット

光光

全閉時全閉時 ラダーコードタテ長の穴スラットの
重なり部分

穴なしスラット

室
内
側

室
内
側

室
外
側

ラダーコード

スラットの
重なり部分

全閉時

室
内
側

室
外
側

室
外
側

厚みのある昇降コード

スラット

光

全閉時ラダーコードタテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側

室
外
側

ラダーテープ

厚みのある昇降コード

光

全閉時タテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側

室
外
側

高遮蔽イメージ

スラットスラット

光

ブラッキーブラインド

ラダーテープ

厚みのある昇降コード

光

全閉時タテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側

室
外
側
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モノコムシェイディ 一般のブラインド ブラッキーブラインド

薄いリフティングテープ

スラットの
重なり部分

ラダーコード

厚みのある昇降コード

ヨコ長の穴

スラット スラット

光光

全閉時全閉時 ラダーコードタテ長の穴スラットの
重なり部分

穴なしスラット
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内
側

室
内
側

室
外
側

ラダーコード
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全閉時
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内
側
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外
側

室
外
側

厚みのある昇降コード

スラット

光

全閉時ラダーコードタテ長の穴スラットの
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内
側
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外
側

ラダーテープ

厚みのある昇降コード

光

全閉時タテ長の穴スラットの
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側
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外
側
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スラットスラット

光

ブラッキーブラインド
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厚みのある昇降コード

光

全閉時タテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側
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外
側

スラット

モノコムシェイディ 一般のブラインド ブラッキーブラインド

薄いリフティングテープ

スラットの
重なり部分

ラダーコード

厚みのある昇降コード

ヨコ長の穴

スラット スラット

光光

全閉時全閉時 ラダーコードタテ長の穴スラットの
重なり部分

穴なしスラット

室
内
側

室
内
側

室
外
側

ラダーコード

スラットの
重なり部分

全閉時

室
内
側

室
外
側

室
外
側

厚みのある昇降コード

スラット

光

全閉時ラダーコードタテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側

室
外
側

ラダーテープ

厚みのある昇降コード

光

全閉時タテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側

室
外
側

高遮蔽イメージ

スラットスラット

光

ブラッキーブラインド

ラダーテープ

厚みのある昇降コード

光

全閉時タテ長の穴スラットの
重なり部分

室
内
側

室
外
側

スラット
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ヨコ型ブラインド　製品紹介製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

製作可能寸法　

スラット幅 25mm
スラットカラー 98色
製品幅 450〜4000mm
製品高さ 120〜4500mm
最大面積 9m2

 その他ラインナップ

グラデーションブラインド® モノコム
自然光を効率よく室内に採り入れ、
照明用のエネルギー削減に貢献するブラインド。

モノタッチ高遮蔽
穴がないスラットで光漏れを遮り、遮蔽性を高めたブラインド。

シルキーメカニカル
操作プーリーをヘッドボックスに内蔵した、コンパクトな設計。

VS
低コストかつ耐久性抜群のブラインド。

断熱ブラインド
独自のスラットにより、熱反射率と断熱性能を大幅に向上させたブラインド。

シークレット
スラットに昇降コードの穴がない、遮蔽性の高いブラインド。

コンホルト
防錆性・耐久性に優れた、外装用のブラインド。

 天窓・傾斜窓に

詳しくは
「ヨコ型ブラインド サンプル帳
〈オフィス・店舗・施設〉」を
ご覧ください。

 暗幕用途に

ルミスター
天窓・傾斜窓用のブラインド。 
円形や台形などの変形窓にも対応します。

モノコムブラッキー／VSブラッキー
遮光効果に優れ、暗幕用途にも
適したブラインド。

製作可能寸法 
操作方法 手動（ハンドル式・コード式・ロッド式）
スラット幅 50mm
スラットカラー 6色
製品幅 500〜3500mm
製品高さ 500〜5000mm
最大面積 10m2

製作可能角度 垂直面から90°

製作可能寸法 
製品名 モノコムブラッキー VSブラッキー
スラット幅 35mm
スラットカラー 1色
製品幅 480〜4000mm
製品高さ 120〜4000mm
最大面積 7m2 5.5m2

グラデーションブラインド

上部のスラットは、自然光をゆるい角度で部屋奥へ、 
下部のスラットは急角度で天井に反射します。
天井からの拡散光で部屋全体が明るく、また窓面に 

‘まぶしさ’を感じない快適な空間となります。

一般のブラインド

スラットの上部から下部まで角度が一定で、
自然光は室内に均一に反射します。

「グラデーションブラインド」と一般のブラインドの比較

スラット角度のイメージ

スラット角度
0度（水平）

スラット106枚

21.2
21.0

窓
ガ
ラ
ス

ラダーコードの室外側と室内側の‘ピッチ間隔’を変えているため、スラット角度が
一枚ごとに変化しています。
最上部のスラットを水平な状態としたとき、スラット106枚で最下部のスラットが
水平からの日射しを遮る状態（スラット角度 約60度）になります。
（グラデーションブラインド モノコム25にて製品高さ約2330mm）

■ラダーコード‘ピッチ間隔’
室外側 21.2mm
室内側 21.0mm
（ピッチ差0.2mm）スラット角度

約60度

※製品高さが大きい際に対応する
　ピッチ差0.1mmの製品もご用意できます。

　ただし、製品高さ3010mm以上は
　ラダーコード「ピッチ差0.1mm」のみの対応
　となります。

グラデーションブラインド 一般のブラインド

スラット角度のイメージ

スラット角度
0度（水平）

スラット106枚

21.2
21.0

窓
ガ
ラ
ス

ラダーコードの室外側と室内側の‘ピッチ間隔’を変えているため、スラット角度が
一枚ごとに変化しています。
最上部のスラットを水平な状態としたとき、スラット106枚で最下部のスラットが
水平からの日射しを遮る状態（スラット角度 約60度）になります。
（グラデーションブラインド モノコム25にて製品高さ約2330mm）

■ラダーコード‘ピッチ間隔’
室外側 21.2mm
室内側 21.0mm
（ピッチ差0.2mm）スラット角度

約60度

※製品高さが大きい際に対応する
　ピッチ差0.1mmの製品もご用意できます。

　ただし、製品高さ3010mm以上は
　ラダーコード「ピッチ差0.1mm」のみの対応
　となります。

グラデーションブラインド 一般のブラインド
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製品紹介　カスタマイズブラインド

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ・
フォレティアシェイディ・
アフタービートエグゼ
サンプル帳 」をご覧ください。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ・
フォレティアシェイディ・
アフタービートエグゼ
サンプル帳 」をご覧ください。

スラット穴がなく、高い遮蔽性・意匠性が特長の木製ブラインド。

スラット穴からの光漏れを低減した、天然木の美しさが際立つ木製ブラインド。

フォレティアエグゼ

フォレティアシェイディ

フォレティアエグゼ
スラットに穴がないので 
天然木の美しさを最大限に 
引き出します。
樹脂製の防炎スラットも 
ラインナップ。

フォレティアシェイディ
木スラットの重なる位置に 
スラット穴を設け、光漏れを 
低減した木製ブラインド。

フォレティアエグゼ 
タッチ
操作コードを引くだけで
ブラインドが自動的にゆっくり 
降りてきます。 
出入りが多いテラス窓など、
大きな窓におすすめです。

フォレティアシェイディ
タッチ
ワンタッチでブラインドが
自動的にゆっくり降りてくるので
大きな窓でもラクラク操作。

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 20色 29色
製品幅 450〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 6m2

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 20色 29色
製品幅 450〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 6m2

幅：高さの比率 1：3以下

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 20色 29色
製品幅 720〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 5m2

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 20色 29色
製品幅 720〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 5m2

幅：高さの比率 1：3以下

フォレティアエグゼ エコ／ 
フォレティアエグゼタッチ エコ
集成材を使用した環境にやさしく
味わいのあるスラットは、
４色をラインナップ。

フォレティアシェイディ エコ／ 
フォレティアシェイディタッチ エコ
スラットに集成材を使用した、
環境にやさしい木製ブラインド。

フォレティアエグゼ アクア／ 
フォレティアエグゼタッチ アクア
耐水仕様（樹脂スラット）なので 
バスルームなどの水まわりにおすすめ。
スラットに穴がないので
プライバシーも確保できます。

フォレティアシェイディ アクア／ 
フォレティアシェイディタッチ アクア
耐水仕様（樹脂スラット）なので
バスルームやキッチンなどの
水まわりにおすすめ。
防炎性能も有しているため
ホテルや商業施設でも安心です。



99

カスタマイズブラインド　製品紹介製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティア・アフタービート
サンプル帳 」をご覧ください。スタンダードな木製ブラインド。

フォレティア

フォレティア
天然木を使用した木製ブラインド。
樹脂製の防炎スラットも
ラインナップ。
ラダーテープ仕様ならスラットと
ラダーテープのコーディネートも
楽しめます。

フォレティアタッチ
操作コードを引くだけで、 
ブラインドが自動的にゆっくり
降りてきます。
窓がたくさんあるお部屋に便利。

製作可能寸法 
操作方法 ポール式 ループ式
スラット幅 25mm・35mm 25mm・35mm 50mm
スラットカラー 20色 20色 29色
製品幅 330〜2000mm 450〜2400mm
製品高さ 300〜2500mm 500〜3000mm
最大面積 2m2 6m2

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 25mm・35mm 50mm
スラットカラー 20色 29色
製品幅 600〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 5m2

フォレティア エコ／ 
フォレティアタッチ エコ
集成材を使用した
エコロジーでお求めやすい
木製ブラインド。

フォレティア アクア／ 
フォレティアタッチ アクア
耐水仕様（樹脂スラット）なので
バスルームやキッチンなどの
水まわりでも安心して使えます。

フォレティア 電動  →  110ページをご覧ください。

スラット穴が小さく、穴からの光漏れを
低減します。また、製品の中央部は 
スラット穴がないので、全閉時に光漏
れがより目立ちません。

一般の木製ブラインド

製品の構造上、
スラット穴から光が
漏れてしまいます。

フォレティアシェイディ

中央部

端から端までスラット穴がなく、
遮蔽性に優れた高機能な
木製ブラインド。

スラット穴がなく、
上から下まで 
ぴったり
閉まるため、
光漏れを防ぎます。

フォレティアエグゼ

「フォレティアエグゼタッチ」
「フォレティアシェイディタッチ」

「フォレティアタッチ」
の動き

操作コードを引くだけで、
ブラインド全体が自動的に
ゆっくりと下まで降ります。

「フォレティアエグゼ」「フォレティアシェイディ」と一般の木製ブラインドの比較
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製品紹介　カスタマイズブラインド

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ・
フォレティアシェイディ・
アフタービートエグゼ
サンプル帳 」をご覧ください。スラットに穴がない、遮蔽性に優れた広幅のアルミブラインド。

アフタービートエグゼ

アフタービートエグゼ
スラットに穴がない、
遮蔽性の高い広幅のアルミブラインド。 
スラットと木部材のコーディネートを楽しめます。

アフタービートエグゼ アクア／ 
アフタービートエグゼタッチ アクア
耐水仕様なのでバスルームなどの水まわりにおすすめ。
スラットに穴がないのでプライバシーも確保できます。

製作可能寸法 （アフタービートエグゼ アクアの場合）

操作方法 ループ式
スラット幅 50mm
スラットカラー 17色
製品幅 450〜2400mm
製品高さ 500〜4000mm
最大面積 6m2

製作可能寸法 
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 42色 44色
製品幅 720〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 5m2

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 42色 44色
製品幅 450〜2400mm
製品高さ 500〜4000mm
最大面積 6m2

アフタービートエグゼタッチ
操作コードを引くだけで、ブラインドが 
自動的にゆっくり降りてきます。
ブラインドを降ろす手間がかからないので、
大きな窓や窓が複数あるお部屋におすすめ。



101

カスタマイズブラインド　製品紹介

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティア・アフタービート
サンプル帳 」をご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

異なる素材の組み合わせを楽しめる広幅のアルミブラインド。

アフタービート

アフタービート アクア／ 
アフタービートタッチ アクア
耐水仕様なのでバスルームやキッチンなどの
水まわりでも安心して使えます。

製作可能寸法 （アフタービート アクアの場合）

操作方法 ループ式
スラット幅 50mm
スラットカラー 17色
製品幅 450〜2400mm
製品高さ 500〜5000mm
最大面積 7m2

アフタービート
スラット・木部材・ラダーテープの
組み合わせを楽しめるアルミブラインド。

製作可能寸法 
操作方法 ポール式 コード式 ループ式
スラット幅 35mm 35mm 50mm 35mm 50mm
スラットカラー 42色 42色 44色 42色 44色
製品幅 330〜2000mm 450〜2400mm 450〜2400mm
製品高さ 300〜2500mm 500〜3000mm 500〜5000mm
最大面積 4m2 4m2 7m2

アフタービートタッチ
操作コードを引くだけで、ブラインドが 
自動的にゆっくり降りてきます。
大きな窓でも操作が簡単。

製作可能寸法
操作方法 ループ式
スラット幅 35mm 50mm
スラットカラー 42色 44色
製品幅 600〜2400mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 5m2
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製品紹介　タテ型ブラインド

詳しくは
「タテ型ブラインド
ラインドレープ サンプル帳 」を
ご覧ください。スラット操作で調光がコントロールできる、タテ型ブラインド。

ラインドレープ

ラインドレープ
腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応する、スタンダードなタテ型ブラインド。
レールジョイント仕様〈オプション〉なら1台で幅5800mmまで製作可能。

 変形窓に

ラインドレープ 傾斜窓
傾斜台形の窓に対応。

ラインドレープ セパレート
多様な開閉スタイルのワイドサッシに対応。

ラインドレープ ホームタコス
高窓に便利な電動式のタテ型ブラインド。

ラインドレープ カーブ
半径650ｍｍ以上のカーブした窓に 
取付け可能。

ラインドレープ 木製
天然木のスラットを使用した、
木製タテ型ブラインド。

ラインドレープ ペア アンサンブル
1台にドレープとレースを交互に配して、
光と視界をコントロール。

ラインドレープ 木製ホームタコス
天然木のスラットを使用した、
電動式の木製タテ型ブラインド。

ラインドレープ ペア ツーウェイ
1台にドレープとレースを左右に配して、
カーテン感覚で使い分け。

オリジナル
さまざまなカラーのスラットの組み合わせを
楽しめる「カラーコーディネート」。

 その他ラインナップ

製作可能寸法 （コード式・片開きの場合）

操作方法 コード式
納まり 片開き
スラット幅 80mm 100mm
柄・アイテム数 23柄244アイテム 29柄275アイテム
製品幅 300〜4000mm
製品高さ 400〜4000mm
最大面積 12m2
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タテ型ブラインド　製品紹介

詳しくは
「タテ型ブラインド 
バーチカルブラインド
サンプル帳 」を
ご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

大きな窓にも対応できる、非住宅向けのタテ型ブラインド。

バーチカルブラインド

バーチカルブラインド
幅6ｍ、高さ6ｍ、最大面積24m2までの
スタンダードな窓に対応するタテ型ブラインド。

 その他ラインナップ

 変形窓に

製作可能寸法 （ツーコード式・片開きの場合）

操作方法 ツーコード式
納まり 片開き
スラット幅 50mm 80mm 100mm
柄・アイテム数 1柄6アイテム 14柄114アイテム 17柄120アイテム
製品幅 300〜3500mm 300〜6000mm
製品高さ 400〜3000mm 400〜6000mm
最大面積 10.5m2 24m2

バーチカルブラインド カーブ
曲面の窓に合わせて製作できる、
タテ型ブラインド最大の特長を活かせる製品。

製作可能寸法 （片開きの場合）

操作方法 ツーコード式
納まり 片開き
スラット幅 80mm 100mm
柄・アイテム数  14柄114アイテム 17柄120アイテム
製品幅 300〜4000mm
製品高さ 400〜6000mm
最大面積 10m2

レール中心半径 650mmR以上
カーブ角度 90°以下

バーチカルブラインド 傾斜窓
傾斜角0°〜45°まで製作可能な、
傾斜窓専用のタテ型ブラインド。

製作可能寸法
操作方法 コード・チェーン式
納まり 片開き
スラット幅 80mm 100mm
柄・アイテム数  14柄114アイテム 17柄120アイテム
製品幅 300〜6000mm
製品高さ 400〜6000mm
傾斜角度 0°〜45°
最大面積 傾斜角度とスラットによって異なります。

バーチカルブラインド ローリーＥＳＶ／ 
バーチカルブラインド ローリーＥＳＶタコスⅡ  →  111ページをご覧ください。

オリジナル
カッティングシートで文字やイラストをデザインできる「アドプリント」。
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製品紹介　ロールスクリーン

詳しくは
「ロールスクリーン
ラルクシールド サンプル帳 」を
ご覧ください。生地を巻き上げて採光を調節できる、ロールスクリーン。

ラルクシールド

ラルクシールド
直射光を遮る「シールド」があるロールスクリーン。
小窓からワイドサッシまで幅広く対応。

製作可能寸法 （チェーン式の場合）

操作方法 チェーン式
柄・アイテム数 81柄421アイテム
製品幅 250〜2700mm
製品高さ 300〜4500mm
最大面積 9m2

幅：高さの比率 1：8以下

 天窓・傾斜窓に

 暗幕用途に

ラルク 傾斜窓
垂直面から水平面まで、あらゆる傾斜した窓に対応。

ラルク ホームタコス傾斜窓
水平面から傾斜した窓まで対応する、
電動式のロールスクリーン。

ラルク 遮光ガイドレール
遮光性・断熱性に優れたガイドレール構造で 
光をしっかり遮るロールスクリーン。

ラルク 遮光ガイドレール小型
メカがコンパクトなので、
奥行き72ｍｍあれば取付け可能。

ラルク 小型
機構部がコンパクトなので、
明かり採りの小窓などにおすすめ。

ラルク 浴室
機構部がさびにくいので水まわりでも安心。

ラルク 小窓
幅100ｍｍから製作可能。
スリット窓やスクエア窓に。

ラルク ダブル／ラルク ダブル小型
1台のメカにお好きな生地2枚を前後に収納。
小さめの窓には「ラルク ダブル小型」がおすすめ。

 その他ラインナップ

窓枠内に製品を
取付けた場合、
製品の構造上、
光が漏れてしま
います。

①

②

③

下記の光漏れを
防ぐ部品により、
光漏れを防ぎます。

❶

❷

❸

「遮光ガイドレール」と一般のロールスクリーンの比較

一般のロールスクリーン遮光ガイドレール

❶上部：ベースフレーム
❷両サイド：ガイドレール
❸ 下部：ウェイトバークッション

① フレームと巻取り部とのすき間
②生地と窓枠とのすき間
③ウェイトバーと窓枠とのすき間

ラルク 電動大型 傾斜窓／ 
ラルク 電動大型 傾斜窓タコスⅡ／ 
ラルク 電動大型 天窓／ 
ラルク 電動大型 天窓タコスⅡ

  →  111ページをご覧ください。
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ロールスクリーン　製品紹介製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

ラルク 大型
大きな窓や広い空間に最適なロールスクリーン。

製作可能寸法
操作方法 ループコード式

柄・アイテム数 25柄217アイテム
製品幅 800〜3000mm
製品高さ 500〜5000mm
最大面積 15m2

幅：高さの比率 1：4以下

 オリジナル

ラルク 電動α静音
静音性に優れた電動式のロールスクリーン。

ラルク ホームタコス
高窓に便利な電動式のロールスクリーン。

生地をお好みのデザインや文字で
切り抜ける「デザインカット」。

ラルク 電動大型 ／ 
ラルク 電動大型タコスⅡ  →  111ページをご覧ください。

お好みの色でロールスクリーンの生地を
染められる「オリジナルカラー」。

ラルク ロールアップ
竹スダレの生地が下部から
巻き上がるロールアップ。

ラルク パネルスクリーン
スクリーンを横スライドで開閉する製品。

生地にお好きな写真をプリントできる
「フォトプリント」。

ラルク タペストリー
お好みの生地を壁掛けとして使用できます。

生地にお好きなデザインや文字を
プリントできる「アドプリント」。

お持ちいただいたご希望の生地を使用して
ロールスクリーンをお作りする

「オリジナルファブリックス」。

お好みの生地の組み合わせを楽しめる
「パネルスクリーン カラーコーディネート」。

 その他ラインナップ
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製品紹介　ロールスクリーン

詳しくは
「ロールスクリーン デュオレ 
サンプル帳 」を
ご覧ください。ボーダー状の生地を前後に組み合わせたロールスクリーン。

デュオレ

デュオレ
2枚の生地をスライドさせて、
ブラインドのように調光できるロールスクリーン。
テラス窓など大きな窓におすすめ。

デュオレスリム
コンパクトな納まりで、小窓やハイサイドライトにも
すっきり納まります。

製作可能寸法 
操作方法 チェーン式

柄・アイテム数 3柄16アイテム
製品幅 300〜2300mm
製品高さ 300〜2500mm
最大面積 5.75m2

幅：高さの比率 1：6以下

製作可能寸法 
操作方法 チェーン式

柄・アイテム数 3柄16アイテム
製品幅 250〜2000mm
製品高さ 300〜2500mm
最大面積 5m2

幅：高さの比率 1：8以下

最大10mm

レース部分から光を採り込む
レース全開

製品を途中まで上げて調光することも可能です。

生地をスライドさせて光の量を調節
レース半開

光をしっかりシャットアウト
レース全閉

前後2枚の生地のすき間は 
最大10mm※と小さいので 
レースを全閉状態にすれば 
しっかりと遮蔽できます。
※�静止時の数値となります。

前後の生地の重なり方を変えて調光します。

「デュオレ」の動き
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ローマンシェード／カーテン　製品紹介

＊ 詳しくは最寄りの弊社支店・ 
営業所までお問い合わせください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

生地をたくし上げるローマンシェードと、定番のカーテン。

クレアス

クレアス
やわらかい風合いが特長のローマンシェード。

製作可能寸法 （フラットスタイルの場合）

操作方法 コード式 チェーン式
スタイル フラットスタイル

柄・アイテム数 31柄154アイテム
製品幅 300〜2900mm
製品高さ 500〜3000mm
最大面積 7m2 8.7m2

クレアス 小窓
幅150ｍｍから製作可能。
スリット窓やスクエア窓に。

クレアス 出窓
2連から6連の出窓に対応。

クレアス カーテン
ローマンシェードと
おそろいの生地で楽しめる、
定番のカーテン。

クレアス ダブル／ 
クレアス ダブル小型
1台のメカに異なる生地を前後に収納。
小さな窓には「クレアス ダブル小型」が
おすすめ。

クレアス ダブル プリーツ仕様
ローマンシェードとプリーツスクリーンが
一体になった製品。

クレアス 大型
大きな窓や広い空間に最適な製品。

クレアス パネルカーテン
簡易間仕切りにも使える、
パネル状のカーテン。

クレアス ホームタコス
高窓に便利な電動式のローマンシェード。

クレアス 電動大型／クレアス 電動大型タコスⅡ  →  111ページをご覧ください。

オリジナルファブリックスシステム・キット
お持ちいただいたご希望の生地を使用してローマンシェード・パネルカーテンをお作りする「オリジナルファブリックスシステム」。
お好きな生地を使ってご自分で縫製・製作ができる「キット」。
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製品紹介　プリーツスクリーン

詳しくは
「プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ サンプル帳 」を
ご覧ください。

詳しくは
「プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ サンプル帳 」を
ご覧ください。

ゼファー

フィーユ

ゼファー
生地に穴がないので、プリーツの美しさを最大限に引き立てます。 
二重構造による断熱効果で一年中快適。

フィーユ
生地に穴がないので、プリーツの美しさを最大限に引き立てます。 
腰高窓からテラス窓まで幅広く対応。

製作可能寸法
操作方法 ワンチェーン式
プリーツ幅 18mm
柄・アイテム数 46柄276アイテム
製品幅 420〜2000mm
製品高さ 300〜2500mm
最大面積 5m2

製作可能寸法
操作方法 コード式 チェーン式
プリーツ幅 25mm
柄・アイテム数 48柄285アイテム
製品幅 150〜2000mm 420〜2000mm
製品高さ 300〜3000mm 300〜3000mm
最大面積 6m2

フィーユ ペア
昇降コード穴のない2枚の生地を上下に配したプリーツスクリーン。

製作可能寸法
操作方法 コード式 ワンチェーン式
プリーツ幅 25mm
柄・アイテム数 48柄285アイテム
製品幅 150〜2000mm 420〜2000mm
製品高さ 300〜2500mm 300〜3000mm
最大面積 2m2 6m2

コード穴のない生地を前後に配したプリーツスクリーン。

生地に昇降コードの穴がなく、意匠性が高いプリーツスクリーン。
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プリーツスクリーン　製品紹介

詳しくは
「プリーツスクリーン
ペルレ サンプル帳 」を
ご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

プリーツ加工された生地の水平ラインが特長のプリーツスクリーン。

ペルレ

ペルレ２５
プリーツ幅25ｍｍのスタンダードなプリーツスクリーン。 
小窓からワイドサッシまで幅広く対応。

ペルレ２５ ペア
2枚の生地を上下に配したプリーツスクリーン。

製作可能寸法
操作方法 コード式 チェーン式
プリーツ幅 25mm
柄・アイテム数 55柄302アイテム
製品幅 15０〜２０００mm 32０〜30００mm
製品高さ ３００〜３０００mm ３００〜３０００mm
最大面積 6m2 7.5m2

製作可能寸法
操作方法 コード式 チェーン式 ワンチェーン式
プリーツ幅 25mm
柄・アイテム数 55柄302アイテム
製品幅 150〜２０００mm 4００〜２9００mm 42０〜２9００mm
製品高さ ３００〜２５００mm ３００〜25００mm ３００〜３０００mm
最大面積 2m2 6.75m2 6.75m2

ペルレ25 ホームタコス
高窓に便利な電動式の
プリーツスクリーン。

「ゼファー」「フィーユ」と一般のプリーツスクリーンの比較

※1：ゼファー：18mm、フィーユ：25mm
※2：ゼファー：18mm、フィーユ：35mm

プリーツ幅※1

プリーツのピッチ※2
昇降コード

ピッチ保持コード

溶着部：7mm
室
外
側

室
内
側

プリーツ幅：25mm

昇降コード

ピッチ保持コード
プリーツのピッチ
  ：35mm

室
外
側

室
内
側

ゼファー・フィーユ 一般のプリーツスクリーン
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製品紹介　電動製品

大きな窓や高い設置場所に便利な電動製品。

電動製品

電動ヨコ型ブラインド

 天窓に  暗幕用途に
ローリーESS天窓／ローリーESS天窓タコスⅡ 
水平から90°までの天窓に取付けられる、電動ヨコ型ブラインド。

 その他ラインナップ

ローリーESS高遮蔽タコスⅡ
穴がないスラットで光漏れを遮り、 
遮蔽性を高めた電動ブラインド。

ローリーESSシェイディタコスⅡ
スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、
光漏れを低減した電動ブラインド。

ツインティスLタコスⅡ
スラットの昇降と角度調整を、それぞれ別のモーターで制御する電動ブラインド。

グラデーションブラインド® ローリーESSタコスⅡ／ 
グラデーションブラインド® ツインティスＬタコスⅡ
自然光を効率よく室内に採り入れ、照明用のエネルギー削減に貢献するブラインド。

フォレティア 電動
天然木の一枚板を使用した、電動木製ブラインド。

ローリーESSブラッキー／ローリーESSブラッキータコスⅡ
遮光効果に優れ、暗幕用途にも適した電動ブラインド。

 傾斜窓に

ローリーESS傾斜窓／ローリーESS傾斜窓タコスⅡ
垂直から30°までの傾斜した窓に対応する、電動ヨコ型ブラインド。

ローリーＥＳＳ／ 
ローリーＥＳＳタコスⅡ
スタンダードな電動 
ヨコ型ブラインド。 
タコスⅡなら最大255台の 
製品を操作可能。

ローリーＥＳＤ／ 
ローリーＥＳＤタコスⅡ
ローリーＥＳＳよりも 
大きなサイズに対応できる
電動ヨコ型ブラインド。
1台で25m2までの面積を
カバー。

製作可能寸法 

スラット幅 25mm 35mm
スラットカラー 78色 58色
製品幅 1000〜4000mm
製品高さ 1000〜5000mm
最大面積 12m2

製作可能寸法 （ローリーESDの場合）

スラット幅 25mm 35mm
スラットカラー 78色 58色
製品幅 1000〜5000mm
製品高さ 2000〜7500mm
最大面積 25m2

ルミスター
円形や台形などさまざまなカタチの窓にも
対応できる、天窓用のブラインド。

 半外装用に

ローリーESS半外装タコスⅡ 
ダブルスキン構造のビルに最適な
電動ブラインド。

 外装用に

コンホルト
窓の外に取付け可能な、防錆性・耐久性に優れた、
外装用の電動ブラインド。
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電動製品　製品紹介

詳しくは
「 電動製品カタログ 」を
ご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

電動タテ型ブラインド

電動ロールスクリーン

電動ローマンシェード

バーチカルブラインド ローリーＥＳＶ／ 
バーチカルブラインド ローリーＥＳＶタコスⅡ
スタンダードな電動タテ型ブラインド。タコスⅡなら最大255台の製品を操作可能。

クレアス 電動大型／クレアス 電動大型タコスⅡ
スタンダードな電動ローマンシェード。 
タコスⅡなら最大255台の製品を操作可能。

ラルク 電動大型／ラルク 電動大型タコスⅡ
スタンダードな電動ロールスクリーン。タコスⅡなら最大255台の製品を操作可能。
空調などによる揺れを軽減するガイドレール・ガイドワイヤーもご用意。

�
製作可能寸法 （片開きの場合）

製品名 ローリーESV・ローリーESVタコスⅡ
納まり 片開き
スラット幅 80mm 100mm
柄・アイテム数 14柄114アイテム 17柄120アイテム
製品幅 1200〜6000mm
製品高さ   400〜6000mm
最大面積 27m2

製作可能寸法 （フラットスタイルの場合）

製品名 クレアス 電動大型 クレアス 電動大型タコスⅡ
スタイル フラットスタイル

柄・アイテム数 5柄41アイテム 10柄51アイテム
製品幅 1000〜5900mm
製品高さ 1000〜6000mm
最大面積 30m2

製作可能寸法
製品名 ラルク 電動大型100 ラルク 電動大型100タコスⅡ

柄・アイテム数 12柄152アイテム 16柄159アイテム
製品幅 1000〜4500mm
製品高さ   600〜8000mm

幅：高さの比率 1：7以下

 天窓に

ラルク 電動大型 天窓／ 
ラルク 電動大型 天窓タコスⅡ
小さな窓から大きな窓まで対応できる、 
天窓用の電動ロールスクリーン。

 傾斜窓に

ラルク 電動大型 傾斜窓／ 
ラルク 電動大型 傾斜窓タコスⅡ
垂直から30°までの傾斜した窓に対応する、 
電動ロールスクリーン。
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製品紹介　間仕切

詳しくは
「 間仕切 アコーデオンカーテン
サンプル帳 」を
ご覧ください。間仕切りの定番アイテム、ジャバラ式のアコーデオンカーテン。

アコーデオンカーテン

アコーデオンカーテン
デザイン性の高いレザーと、豊富なオプションをラインナップ。

アコーデオンカーテンワンタッチ
グリップを引くだけで開け閉めできる、誰にでも使いやすい間仕切り。

アコーデオンカーテンメイト
カジュアルでシンプルなレザーを中心にラインナップ。

アコーデオンスクリーン
ついたて型の間仕切り。

ハーモニードア
大きなサイズで製作できる大型アコーデオンカーテン。

製作可能寸法
納まり 片開き 両開き

アイテム数 79アイテム
製品幅 200〜4000mm 400〜8000mm
製品高さ 500〜3000mm

製作可能寸法 （オーダー品の場合）

納まり 片開き 両開き
アイテム数 40アイテム 
製品幅 610〜3000mm 1220〜6000mm
製品高さ 1610〜2400mm

製作可能寸法
納まり 片開き

アイテム数 23アイテム
製品幅   750〜1400mm
製品高さ 1600〜2400mm

製作可能寸法
製品タイプ Aタイプ Bタイプ
アイテム数 94アイテム
製品幅 1000mm・1350mm
製品高さ 900mm・1200mm・1600mm

製作可能寸法
納まり 片開き 両開き

アイテム数 12アイテム
製品幅 360〜15000mm 720〜30000mm
製品高さ 250〜5300mm
最大面積 50m2以下
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間仕切　製品紹介

詳しくは
「 間仕切 プレイス・アズウッド・
アコウォール サンプル帳 」を 
ご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

モダンでスタイリッシュなパネル式の間仕切り。

木目調の落ち着いたデザインが特長のパネル式の間仕切り。

すべてのパネルがつながっている、木質感のある空間を演出するパネル式の間仕切り。

プレイス

アズウッド

アコウォール

プレイス 折戸＋引戸／プレイス 引戸／プレイス スライドパネル
スマートなパネル式の間仕切り。

「折戸＋引戸」「引戸」「スライドパネル」の３つの仕様からシーンに合わせて選べます。

製作可能寸法 （プレイス 折戸+引戸の場合） 

パネルタイプ 6タイプ
フレーム・中パネルカラー 11色 ・ 9色

製品幅 1500〜3700mm
製品高さ 1700〜2700mm

製作可能寸法  

納まり 片開き 両開き
パネルカラー 6色
製品幅 360〜4000mm 720〜8000mm
製品高さ 500〜3000mm

製作可能寸法 （プレイスFX 折戸+引戸の場合） 

パネルタイプ 8タイプ
フレーム・中パネルカラー 3色 ・ 9色

製品幅   500〜3760mm
製品高さ 1700〜2500mm

プレイスＦＸ 折戸＋引戸／プレイスＦＸ 折戸／プレイスＦＸ 引戸
パネルタイプ・フレームカラー・採光窓・中パネルカラーを自由に組み合わせられるパネル式の間仕切り。

アズウッド ＶＳペアパネル／アズウッド ペアパネル／ 
アズウッド 連結パネル／アズウッド シングルパネル
木目のあしらいが温かいデザインのパーティション。空間用途に応じて選べる豊富なバリエーションをご用意。

アコウォール
すべてのパネルが連結している波型パネルで、開閉がスムーズ。

製作可能寸法 （VSペアパネルの場合） 

パネルタイプ 3タイプ
パネルカラー 8色
製品幅   600〜3800mm
製品高さ 1700〜2440mm

詳しくは
「 間仕切 プレイス・アズウッド・
アコウォール サンプル帳 」を 
ご覧ください。

詳しくは
「 間仕切 プレイス・アズウッド・
アコウォール サンプル帳 」を 
ご覧ください。
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製品紹介　間仕切

詳しくは
「スライディングドア カタログ 」を
ご覧ください。非住宅向けの可動式の壁面パネル。

スライディングドア

スライディングドア１００／ 
スライディングドア８０／ 
スライディングドア６６遮音
遮音性・密閉性・安全性に優れた高機能な製品。

スライディングドア６６／スライディングドア５０
幅広い用途に便利な軽量仕様。

スライディングドア５０－Ｌ
オープンスクールに最適。 
充実のパネルバリエーションで、レイアウト自由自在。

製作可能寸法 （普通パネルの場合）

製品名 スライディングドア100 スライディングドア８０ スライディングドア66遮音
パネル厚 100mm 80mm 66mm
製品幅   850〜1200mm   800〜1200mm 
製品高さ 1600〜6000mm 1600〜5000mm
最大面積 7.2m2 6m2

製作可能寸法 （普通パネルの場合）

製品名 スライディングドア66 スライディングドア50
パネル厚 66mm 46mm（カマチ厚50mm）
製品幅   800〜1200mm   450〜1200mm
製品高さ 1600〜4000mm 1600〜3300mm
最大面積 4.8m2 3.9m2

製作可能寸法 （普通パネルの場合）

パネル厚 46mm(カマチ厚52mm）
製品幅   800〜2200mm
製品高さ 2100〜3000mm
最大面積 6.6m2
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カーテンレール　製品紹介

詳しくは
「カーテンレール カタログ 」を
ご覧ください。

製作可能寸法は生地やスラット ・ 仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳・ カタログまたはデジタルカタログをご覧ください。

さまざまなシーンに対応する、豊富なバリエーションのカーテンレール。
窓辺をさらに美しく演出するカーテンアクセサリーもご用意。

カーテンレール

装飾カーテンレール
デザイン性・装飾性を重視した 
装飾カーテンレール。 
インテリアに合わせてお選び 
いただけます。
走行性の高いカーテンレールなら
静かで快適。

電動・ギア式 
カーテンレール
リモコンで高窓もラクラク操作 
できる電動式の製品や、 
横移動せず軽い力で操作できる 
ギア式（チェーン式）の製品を 
ラインナップ。

ピクチャーレール
飾る・しまうが自由自在のピクチャーレール。 
壁面を上手に活用して、絵画や写真を飾ったり、壁掛け収納にしたり、さまざまなシーンで活躍します。

カーテンアクセサリー
カーテンやカーテンレールとコーディネートを楽しめる、房掛やタッセルをラインナップ。 
窓辺をさらに美しく、機能的に演出できます。

一般カーテンレール
機能性に優れ、コンパクトな 
納まりが特長の一般カーテンレール。
重量カーテンやカーブした窓にも
対応できる豊富なラインナップを
ご用意しています。

病院用 
カーテンレール
医療・福祉施設向けの病院用
カーテンレール。 
開閉音が静かな静音レールや 
点滴用レールもラインナップ。

プラナ プロヴァンスEX クルミ ジュエルセレント スムースＡ パステルＢ

房 掛 タッセル

アルバーノ

ビバーチェ

プロヴァンスＥＸ

ガレア

ファンティアフィル

ファンティア

Ｖ４０

Ｖ５
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製品紹介　その他ラインナップ

＊ 詳しくは最寄りの弊社支店・ 
営業所までお問い合わせください。

＊ 詳しくは最寄りの弊社支店・ 
営業所までお問い合わせください。

＊ 詳しくは最寄りの弊社支店・ 
営業所までお問い合わせください。

＊ 詳しくは最寄りの弊社支店・ 
営業所までお問い合わせください。

オーニング
屋外で日光を遮るオーニング。
住まいのテラスやデッキに彩りを添える「サンシェスタⅡ」、
店舗やオフィスなどの間口の広い大型窓にも対応する「サンビジョンⅡ」をラインナップ。

パネルルーバー
遮音性・断熱性に優れた「パネルルーバー」。
冷暖房効果を高め、省エネに貢献します。電動で開閉できるので、操作もカンタン。

サイドパイプカーテン
閉店後も商品を展示したまま美しく戸締りができる「サイドパイプカーテン」。
駅ビルや屋外店舗の間仕切りとしても最適な、コンパクトでスリムなシャッターです。

パーキングシステム
宿泊施設や病院・福祉施設、高層集合住宅など、あらゆるニーズに応えるパーキングシステム。
エレベーター方式・くし歯式の「パズルタワー®」や、基礎工事が不要な２段式駐車装置「ペアパーク®」など、 
豊富なラインナップをご用意。

オーニング
日射しを和らげて、心地よい空間をつくるオーニング。

パネルルーバー
採光・遮光・調光ができる断熱型パネルルーバー。

サイドパイプカーテン
手動折りたたみ形式の軽量横引きパイプシャッター。

パーキングシステム
あらゆるニーズに応えるパーキングシステム。
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デジタルカタログ・製品画像集のご案内

ショールームのご案内

タチカワブラインドのホームページには、
製品の詳しい仕様や価格など、実際のカタログと同じ内容が確認できる「デジタルカタログ」や、
施工例写真や仕様写真、イラストなどをダウンロードできる「製品画像集」をご用意しております。

ブラインドからファブリックス製品、間仕切りまで、タチカワブラインド製品を一堂に展示しています。
実際の製品を見て、触って、確かめて。専門のスタッフが製品選びやカラーコーディネートをお手伝いいたします。

※展示製品はショールームにより異なりますので、ホームページでご確認いただくか、各ショールームへお問い合わせください。
※営業時間・休館日はショールームにより異なりますので、ご注意ください。

デジタルカタログ
実際のカタログと同じ内容を、めくるようにしてみることが可能です。

右のQRコードから
ホームページ「ショールームのご案内」に
アクセスできます。

製品画像集
施工例写真、仕様写真、素材写真、イメージ写真、イラストなどをダウンロードできます。

見て、触って、相談して。インテリア選びのヒントがいっぱい。

セレクトした家具や小物と合わせて、空間をトータルに 
コーディネート。スタイルのある窓辺づくりや、 
遊び心のあるカラーコーディネートなど、 
窓まわりだけにとどまらない、素敵な部屋づくりの 
ヒントがあります。

ブラインドからファブリックス製品、間仕切りまで 
タチカワブラインド製品を一同に展示。 
実物のサンプルや生地見本を、見て、触って、 
お気に入りのアイテムをお選びいただけます。 
パンフレットやカットサンプルなども 
差し上げております。

実際の製品に触れて、
操作を体験してください。 
操作方法による使い勝手の違いも比較できます。 
また、生地によって異なる光の透け具合を
体験していただける「テスティングウィンドウ」も
ご用意しています。

窓まわりのことでお悩みのときは、 
お気軽にご相談ください。 
お客様のご要望を伺いながら、製品選びや 
カラーコーディネートをお手伝いいたします。

豊富なサンプルや生地見本。 見て、触って、確かめて。

気軽にご相談。インテリアをトータルにご提案。

Style
スタイル

Coordinate
コーディネート

Simulation 
シミュレーション

Consulting
コンサルティング

右のQRコードから
ダウンロードページに
アクセスできます。

詳しくは、サンプル帳をご覧ください。
また、ホームページ上のデジタルカタログ
でもご覧いただけます。

http://www.blind.co.jp/

右のQRコードから
ダウンロードページに
アクセスできます。

タチカワブラインド 検　索

詳しくは、サンプル帳をご覧ください。
また、ホームページ上のデジタルカタログ
でもご覧いただけます。

http://www.blind.co.jp/

右のQRコードから
ダウンロードページに
アクセスできます。

タチカワブラインド 検　索

ショールーム

札 幌

ショールーム

仙 台

ショールーム

銀 座

ショールーム

新 宿

ショールーム

横 浜

ショールーム

名古屋

ショールーム

大 阪

ショールーム

広 島

ショールーム

高 松

ショールーム

金 沢

ショールーム

信 越

ショールーム

上 海

CHINA

● 製品の仕様は品質改善等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
● 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
● 製品によって使用に適した環境が異なります。適正な環境について詳しくはサンプル帳・カタログ・デジタルカタログでご確認いただくか、弊社支店・営業所までお問い合わせください。
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立川ブラインド工業株式会社

東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200   fax

2017.07

窓まわり・間仕切り
施工例写真集
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・
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集
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リ
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・
間
仕
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・
ほ
か

施工例写真集 （227 + 9 + 227）463 × 297
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