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COLOUR YOUR LIFE

カラーはインテリアデザインで重要な役
割を担っています。当社のシステムのほと
んどは、多彩なカラーのハードウェアを標
準として取り揃えています。特別なカラー
をご要望の場合は、カスタムカラーリング
も可能です

トータルカラーコーディネートを希望され
る場合、SG 4905は全パーツを28色ご用
意し生地の色に合わせることができます｡

SMOOTH AND QUIET

当社のローラーブラインド開発において
は、静かでスムーズな動作が最優先事項と
なっています。当社は最高品質のコンポー
ネントを使用しており、また常に改良を行
なっています。そのため、システムの大小に
かかわらずスムーズで軽快な上下操作が
可能です。

STABLE AND IN SYNC

連結式ローラーブラインドは、光の隙間を
最小限に抑えながら､ふたつのブラインド
を単一の駆動部品やモーターで同時操作
を行なえるメリットがあります。

ローラーブラインドに前後の傾きがある場
合や、風の影響を受けたり強い換気にさ
らされるような場合、ステンレスワイヤー
を設けたサイドガイドオプション（垂直か
ら15‘までの傾きに対応）により、ファブリ
ックの巻き乱れなどを防止することがで
きます。

サイレントグリスは、商業施設や住宅などに最も幅広く利用が可
能で､高度な技術を備えたローラーブラインドシステムを提供して
います。そのすっきりしたラインとモダンなデザインはどんなスタ
イルにもアクセントを添え、控えめながら効果的な遮光を実現し
ます。カラーカスタマイズと合わせた各種仕様オプションで、どん
な空間にも最適なソリューションをお届けします。

当社のスイス製システムは、徹底的にテストを行った最高品質のパ
ーツ（一部特許取得済）を特徴としています。どのシステムも経験
豊富なスペシャリストチームがオーダーメイドで製造し、日々の完
璧な機能性を保証しています。

BE SMART

当社の電動ローラーブラインドのほとん
どは、主要な制御システムに連動できるた
め、ほかのサービスや機器と組み合わせて
もスムーズに動作し、完璧なホームオート
メーションを実感いただけます。

Discreet yet
effective

The Silent Gliss advantages.



  SPRING OPERATED 
      ROLLER BLIND SYSTEM

スプリングによる操作のローラーブラインドSG 4900には専用の
スピードコントローラが搭載され、スムーズな上昇を保証します。
また､オプションのストップコントローラにより上限停止位置の設定
ができます。

  CHAIN OPERATED 
         ROLLER BLIND SYSTEMS

洗練されたシンプルさ、タイムレスな品質 － 当社のステンレスチェ
ーンによる操作のローラーブラインドシステムは滑らかに作動する
ため、最大寸法でも簡単に昇降します。

システムSG 4910の質の高いスムーズな動作に関しては他に類を
見ません。当社の技術には精巧なスプリングを採用しており、最大
サイズでも、指先の操作で簡単に機能します。

  ELECTRIC OPERATED 
         ROLLER BLIND SYSTEMS

効率的かつ静か! サイレントグリスの電動ローラーブラインドは、
気にならないほど静かな動作音、中間ストップ設定機能、セーフティ
ストップ（過負荷停止）機能を特徴としています。
当社では多様なシステムを取り揃え、どんなブラインドサイズ、重
量、またご希望の制御方式でも対応が可能です。 ベストセラーのローラーブラインド 

SG 4960は、他に類を見ない静かさとス
ピーディな動きが特徴で、スローストップ
機能によりどの位置でも停止することが
できます。 

システムはスマートにそして容易に設置が
できるよう設計されているため、狭いブラ
インドボックスは勿論、天井部や窓枠内
側への設置はすっきりとしたデザインで
納まります｡

Endless operation
possibilities



当社のローラーブラインドシステムはすべてチャイルドセーフ仕様で、EN13120に基づく要件を満たしています。 

  最新の製品詳細および仕様についてはサイレントグリスのオンライン製品検索をご利用ください。

Overview of roller blind systems
SIZE SYSTEM  DIMENSIONS OPERATION CHARACTERISTICS

S
SG 4905 最大幅：    1.6 m

最大長さ： 3 m
最大重量： 1.3 kg

チェーン  — パーツのカラー展開 (28色)
 — サイドガイドワイヤー使用可能

SG 4900 最大幅：    2 m
最大長さ： 3 m
最大重量： 2.2 kg

スプリング  — スムーズに上昇をするスピードコントローラ
 — 3種類のボトムバーデザイン
 — サイドガイドワイヤー使用可能

M

SG 4910 最大幅：    2.4 m  
最大長さ： 3 m
最大重量： 3 kg

チェーン  — 最大サイズでも簡単な操作
 — 3種類のボトムバーデザイン
 — サイドガイドワイヤー使用可能

SG 4960 最大幅：    2.4 m
最大長さ： 4 m
最大重量： 5.5 kg

電動

     

 — サイレントグリスコントロールシステム
 — ホームオートメーションシステム統合可能
 — 3種類のボトムバーデザイン
 — 2台のシステムの連結可能(駆動部は1つ)
 — サイドガイドワイヤー使用可能

SG 4930 最大幅：    3.4 m  
最大長さ： 5 m
最大重量： 7 kg

チェーン  — パーツのカラー展開 (3色)
 — 2種類のボトムバーデザイン
 — 2台のシステムの連結可能(駆動部は1つ)
 — サイドガイドワイヤー使用可能

SG 4970 最大幅：    3.4 m  
最大長さ： 5 m
最大重量： 10 kg

電動

     

 — サイレントグリスコントロールシステム
 — ホームオートメーションシステム統合可能
 — パーツのカラー展開 (3色)
 — 2種類のボトムバーデザイン
 — 2台のシステムの連結可能(駆動部は1つ)
 — サイドガイドワイヤー使用可能

L
SG 4840 最大幅：     5 m

最大長さ： 6 m 
最大重量： 12.5 kg

チェーン  — プラネタリギアによる簡単操作
 — サイドガイドワイヤー使用可能
 — 大型サイズと高荷重に対応

SG 4880 最大幅：       5 m
最大長さ： 12 m 
最大重量： 23 kg

電動

     

 — サイレントグリスコントロールシステム
 — ホームオートメーションシステム統合可能
 — サイドガイドワイヤー使用可能
 — 大型サイズと高荷重に対応

100%リサイクルのペットボト
ルから作られたファブリック

透過度(1〜10%)が光の最
適な調光を実現 

Colorama1および2に40 
色以上をご用意

遮熱、遮光およびグレアプロテ
クションのための15種類の生地

サイレントグリスのファブリックコレクションはファブリックの質感と技術的な特徴
の両方に考慮することで、他社製品とは一線を画しています｡当社ではウィンドウトリ
ートメントシステムすべてにおいて、機能とデザインのバランスが取れているファブリ
ック、スタイル、カラーを取り揃えています｡

また、音響性能、高度な調光機能、環境への配慮など、特別な機能を備えたファブリ
ックも取り扱っています。当社のファブリックは殆どが防炎性能を有し、当社の全て
のシステムで様々な実証テストを行っています。このように多くのバリエーションの
中から、完全にお客様のニーズに適したファブリックを確実に見つけていただくこと

ができます。

  サイレントグリスのオンラインファブリック検索をご利用ください。

Fabrics – 
more
than just 
decoration



The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior 
window treatment systems.
With cutting edge technology and a relentless commitment to 
precision, we develop and manufacture the world’s quietest, 
smoothest-gliding curtains and blinds.

Driven by our customers’ needs, Silent Gliss provides bespoke 
curtain and blind systems complemented by expert technical 
advice, installation and support services. Silent Gliss stands for 
innovative solutions, exceptional design and outstanding quality.
Swiss engineered since 1952.
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Silent Gliss Corporation
4F Sanko Bldg.
9-9 Yotsuyasakamachi, 
Shinjuku-ku
160-0002 Tokyo
Japan
T Tokyo 03 3350 4809
T Osaka 06 6626 2810
salestokyo@silentgliss.co.jp
salesosaka@silentgliss.co.jp

silentgliss.co.jp


