
VERTICAL
BLINDS

Silent Gliss



The play of light   電動操作

—  壁スイッチやリモコン操作による開閉
及び回転動作

  チェーン操作 

—  開閉及び回転をボールチェーンで
    行うシンプルな操作
—  操作時の損傷を防ぐチェーンの
   スリップクラッチ機能

 
 ハンドル操作

— クランクさせたハンドル操作による
   開閉および回転動作

EASE OF USE, SAFETY AND 
QUALITY FLOW TOGETHER

高品質のバーチカルブラインドシステムは、
高度な技術で長くご好評を得ています。
手動から電動までデザイン性に優れ、
シンプルな操作によりルーバーの位置を
正確に調整できます。

これらの製品はカーブ加工が施せ、天井面
への埋め込みも対応できます。
最小半径:
ストレートルーバー / ≧50cm
バーチカルウェーブ / ≧75cm

SLOPING ROOF? NO PROBLEM!

バーチカルブラインドシステムSG 2900および
SG 2950は最大53° (ルーバー幅89mm)
までの傾斜部に対応できます。

サイレントグリスのバーチカルブラインドシステムはデザインと
技術を融合させ室内に入ってくる光を正確にコントロールし、
あらゆる空間で特別な雰囲気を作り出します。
バーチカルブラインドはコンパクトなプライベート空間の窓から
ハイサッシの窓まで対応が可能です。
ルーバーは高品質素材とユニークな色の選択肢により、
あらゆるニーズに合わせたカスタマイズが可能です。



The  
Vertical 
Waves  
designs

EXPERIENCE THE WAVE  
INTERPLAY IN 3D

パターン化されたバーチカルウェーブは、様々な
室内に魅力的なアクセントを加えます。 
相互作用するウェーブのデザインは、あらゆる
角度から様々な視覚効果を生み出します。

"Multi Visio"ファブリックを使用したの見事な
3Dデザインは、すべてのRALカラー(EUカラー
規格)で印刷できます。
3Dデザインは125mm幅にのみ対応しています。

WAVE  
INTERPLAY

ウェーブのデザインは相対する方向に
向かい、あらゆる部屋を光と影の美し
い相互作用で彩ります。

Like calm waters

WHEN THE LIGHT HITS THE WAVES

サイレントグリスはヨーロッパのテキスタイルデザイナーとのコラボレーションにより､
バーチカルブラインドシステムを進化させ、ウェーブ状にレーザーカットされたルーバー
は独創的なデザインとシルエット効果を実現しました。
そして更に、インパクトのある3D効果のプリントを施したルーバーを品揃えしました。

バーチカルウェーブは極めて大胆なデザインであり、ブラインドとしてまたは空間の
間仕切りとして最適です。
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Technical summary – 
vertical blind systems

Colorama1および2では
40色以上が利用可能

スクリーン生地は眩しさ、
光、熱を制御します

バーチカルブラインドに特に
適した ”Multi Shadow”

完璧なプリント効果を
得る ”Multi Visio”

サイレントグリスのファブリックコレクションは、質感と技術的特徴の両方を兼ね備えています。
すべてのウィンドウトリートメントシステムで機能とデザインのバランスをとるさまざまなテクスチャと
カラーの幅広いファブリックを提供しています。

音響性能、優れた調光管理、消臭効果、環境への配慮などの特別な機能を備えたファブリックが
含まれています。 ファブリックのほとんどは難燃性であり、当社の製品に組み込み、動作を保証
するために広範囲にテストを行っています。

  サイレントグリス ウェブサイトのファブリック検索をご確認ください。

Fabrics – 
more
than just 
decoration

SYSTEM DIMENSIONS OPERATION USEFUL INFORMATION

SG 2810 最大幅：         5m
最大長さ：     4m
ルーバー1枚当たりの
最大重量:  150g

チェーン  — ルーバー幅: 127, 100, 89mm
 — カーブ加工が可能 ≧750mm
 — バーチカルウェーブ及び 3D バーチカルウェーブ対応 

※3D バーチカルウェーブ (高さ 218-297cm / 127mm)
 — チェーンによるワンコントロール操作 (回転及び開閉)

SG 2900 最大幅：         5m
最大長さ：     4m
ルーバー1枚当たりの
最大重量: 300g

ハンドル  — ルーバー幅: 127, 100, 89, 80mm
 — カーブ加工が可能 ≧500mm
 — バーチカルウェーブ及び 3D バーチカルウェーブ対応 

※3D バーチカルウェーブ (高さ 218-297cm / 127mm) 
 — ハンドルによるワンコントロール操作 (回転及び開閉)

SG 2950 最大幅：         5m
最大長さ：     4m 
ルーバー1枚当たりの
最大重量: 300g

電動

 

 — ルーバー幅: 127, 100, 89, 80mm
 — カーブ加工が可能 ≧500mm 
 — バーチカルウェーブ及び 3D バーチカルウェーブ対応 

※3D バーチカルウェーブ (高さ 218-297cm / 127mm) 
 — 壁スイッチやリモコンによるワンコントロール操作 (回転及び開閉)

当社のすべてのバーチカルブラインドシステムはチャイルドセーフティについて、EN13120 (ヨーロッパ規格)の要件に準拠しています。

  製品の詳細、オプション、仕様の詳細については、サイレントグリス ウェブサイトの製品検索をご確認ください。
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The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior 
window treatments. Since 1952 we have been tirelessly committed 
to the development of the worlds` smoothest, quietest systems 
using state of the art technology. 

Driven by customer needs, Silent Gliss offers functional and 
durable products. Expert technical advice coupled with installation 
and support services complete the offer. 
Silent Gliss stands for innovative, sustainable, 
tailor made solutions, exceptional design and 
first-class quality.

SINCE
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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


