2007 年 2 月 1 日

業界初！ パネルデザインバーチカルブラインド

『 ＶＥＲＴＩCＡＬ ＢＬＩＮＤ .２ 』

発 売

『GRAPHIC TILE CARPET』 『NAC WALL』 も

株式会社川島織物セルコン（本社：京都市 社長：青戸 紘）は、
VERTICAL BLIND .２

縦型ブラインド

（バーチカルブラインド ２）

タイルカーペット GRAPHIC TILE CARPET
NAC WALL

縦糸張壁紙

（グラフィックタイルカーペット）

（ナックウォール）

を発売しました。
独自技術を用い、デザインフォルムも美しく楽しいルーバーに仕上げた縦型ブラインド
『 VERTICAL BLIND ．２ 』。天然素材とデザインにこだわり、上質感を保ちつつも価
格は抑えた縦糸張壁紙『 NAC WALL 』
。オフィスのハイグレード化に対応したワンランク
上のタイルカーペットシリーズ『 GRAPHIC TILE CARPET VOL.１〜VOL.４ 』。３商品
ラインナップとも、合併後初の発売となる自信のシリーズです。
■

VERTICAL BLIND .２

・・・縦型ブラインド

（２月１日発売）

●特 徴： 多彩なルーバーバリエーションを用意、インテリアをコーディネートす
る楽しみが広がります。
パネルデザイン のバーチカルブラインドのプロパー品採用は業界初。
●価格帯： 製品サイズ W200cm×H180cm 34,400 円/台〜。
●収録数： 34 柄
■

171 アイテム（幅別除く）

GRAPHIC TILE CARPET

・・・タイルカーペット

（２月１日発売）

●特 徴： 単色後染め無地調の VOL.１と、特徴ある織・柄・色の VOL.２〜４で展
開。２パターンの組み合わせによって完成するデザイン性が魅力。
●価格帯： 8,500 円/㎡〜8,900 円/㎡
●収録数： 76 アイテム
■

NAC WALL

・・・縦糸張壁紙

（2006 年 1２月発売）

●特 徴： 糸の素材感、上質感を楽しんでいただける、プロユース向け壁紙。天然
素材の木を原料としたレーヨン糸を使用し、上質空間にマッチするテク
スチャーとカラーをお楽しみください。
●価格帯： 3,150 円/㎡〜8,700 円/㎡
●収録数： 14 柄

60 アイテム
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＜＜資料＞＞

VERTICAL BLIND .2
開発コンセプト

ＰＬＡＹ ＆ ＪＯＹ

楽しさや喜び、遊び心など感性に響く空間づくりのためのコレクションに仕上げました。
製品のフォルムや特性、機能を生かしたパネルデザインや、異なる色柄ルーバーの組み合
わせなど、 PLAY & JOY

のコンセプトのとおり、空間づくりの楽しさ、様々な見せ方を

提案します。ルーバーを１枚１枚デザインするのではなく、窓全体としてデザインした『プ
リントルーバー』や、セレクトデザインが楽しい『コーディネートルーバー』などが充実
しています。

ＰＬＡＹ ＆ ＪＯＹ を演出する３つのテーマ

・moving pattern
ENSEMBLE！

３柄

８アイテム

（アンサンブル）シリーズ

パネルデザインプリントルーバー
独自のプリントシステム「スタジオスプリント」をバーチカルブラインドに採用。
パネルデザイン とはブラインド全体をキャンバスに見立てたデザインのこと、
窓全体として大柄のデザインが可能になりました。
プロパー商品への

パネルデザイン

採用は業界初です。

・changing colors

３柄１８アイテム

CHAO！ （チャオ）シリーズ
カラーリバーシブルルーバー
ルーバーの表と裏の色を変え、ルーバーが１８０度回転するバーチカルブライン
ドならではの特徴を生かした色が変わるシリーズです。

・more sharp

７柄４２アイテム

７５mm ルーバー（特許製法）
前回のコレクションに引き続き、川島織物セルコン独自の特許製法「引き裂きラ
ッセルクオリティー」を６割の商品に採用。広幅生地のヒートカットによるルー
バー生産ではなく、１本１本独立した生地であるために耳部分の糸解れを防止で
き、形態安定性に優れたルーバーに仕上げられます。また今回、ルーバー幅のバ
リエーションを広げ、７５mm 幅も当製法で生産したアイテムをラインナップし
ています。

特

徴

１．セレクトデザイン仕様で「自分だけのブラインド」が注文できます。多彩なルーバー
バリエーションとオーダーシステムで対応。
コーディネートしたい２柄を選び、その中で色数は自由に選んで組み合わせできます。
２．充実の機能

需要の高かった、ウオッシャブルタイプを新採用
新柄は、消臭ルーバーとし全点消臭機能付
継続商品は「VOC 軽減/抗菌/消臭」（セリスト加工）機能ルーバー

３．こだわりの品質

特許製法「引き裂きラッセル」の大量採用
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GRAPHIC TILE CARPET
開発コンセプト

ワンランク上のデザインタイルカーペット

グラフィックタイルカーペット VOL.２〜VOL.４は、明快でシャープな線（ライン・スト
ライプ）構成のデザインと陰影をモティーフとした面（パターン）構成のデザインをコン
セプトとして開発しました。
既に昨年１２月に先行発売いたしましたグラフィックタイルカーペット VOL.１（ソリッド
カラー）とのコーディネート（デザイン貼り）など様々な組合せで、オフィスの意匠設計
や商業施設のインテリアデザイン等、幅広いシーンでご活用いただけます。

特

徴

１．サンプル帳をテイストごとに分冊化（VOL.1〜VOL.4）
VOL

特

VOL.1

ソリッドカラー（無地調シリーズ）

VOL.2

徴

アイテム

価

格

３２アイテム

8,600 円／㎡

ラインストライプ構成のデザイン

３柄１４アイテム

8,900 円／㎡

VOL.3

ラインストライプ構成のデザイン

４柄１６アイテム

8,500、8,900 円／㎡

VOL.4

面パターン構成のデザイン

４柄１４アイテム

8,900 円／㎡

２．VOL.1〜VOL.4 共通

：

全点

防炎

制電

防汚

VOL.1・VOL.2 のみ

：

全点

エコマーク認定品

Ｆ☆☆☆☆

（リサイクルバッキング材使用：総重量比 40％以上）

グリーン購入法適応品

GRAPHIC TILE CARPET VOL.１
３２色のソリッドカラーシリーズ

エコリーフ登録商品

３２アイテム
織柄による豊かな表情の無地調タイルカーペット。

木質や自然素材のグレートーン、ホワイトを基調に、現代的で明るいオフィス空間を演出します。

GRAPHIC TILE CARPET VOL.２、３、４

１１柄４４アイテム

ベージュ、グレー系を中心としたトーンオントーン、同じ色相でトーン（色調）を変化
させた配色によるデザインです。使いやすく飽きが来ない、デザイナーが選び易いシリ
ーズ。アイテムによって市松、流し、ランダムなどの貼り方で、床面の見え方が変化す
る面白さがあります。
Vol.２・３は、
明快でシャープな『線』
（ライン・ストライプ）構成のデザインシリーズ。
現代的な建築にフィットする色柄を追及しました。様々な空間にご活用いただけます。
Vol.４は、
陰影をモチーフとした『面』（パターン）構成のデザインシリーズ。床面に立体的な陰
影を与え、空間に上質感を生み出します。
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NAC WALL
開発コンセプト

「テクスチャー」と「カラー」にこだわったプロユース縦糸張り壁紙

プロユース向けの上質で飽きのこない素材感のある縦糸張り壁紙です。天然素材の木を原
料としたレーヨン糸を使用し、テクスチャーとカラーにこだわりました。
３つのテーマ

特

■ Nature

自然

木から作られたレーヨン素材

■ Art

芸術

上質な意匠糸

■ Color

彩り

２つのカラーカテゴリー （グレートーン、ベージュトーン）

全

１４柄６０アイテム

全点

防火対応

全点

F☆☆☆☆

（プロ好みのテクスチャー）

(不燃・準不燃)

徴

１．糸の素材感、上質感を楽しんでいただける、プロユース向け壁紙。
２．天然素材の木を原料としたレーヨン糸を使用することで、室内を柔らかな空間に演出
します。
３．カラーは、「ベージュトーンカラー」「グレートーンカラー」の基本となる２つのカラ
ーカテゴリーで、建具のカラーともマッチする色で構成いたしました。２柄において
は８〜１０色展開しており、お好みのカラーカテゴリー、カラートーンでお選びいだ
けます。また、アクセントとしても使えるように「濃色」も用意しました。空間を構
成するさまざまな床材ともマッチする、使いやすいカラーです。
４．テクスチャーは、
「上品な光沢感」と「糸の面白さ」で、他の壁材では表現できない上
質感を演出します。特に木からつくられるレーヨン糸は、見る角度により光沢が変り、
さまざまな表情を表現し、趣の有る素材です。モール糸使いの商品は柔らかで綺麗な
光沢素材をお探しの案件には最適な素材の 1 つです。
５．NAC WALL のコンセプト Nature（木から作るレーヨン素材）
、Art（糸のソフトな素
材感、光沢感、縦ストライプのシャープな意匠性)、Color（使いやすい「ベージュトー
ンカラー」
「グレートーンカラー」
）をお楽しみください。
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