
74 ─── 店装商品

ミエミラーは、すっきりした映り込みと上
品な輝きをもつ鏡です。奥行き感やワイド
感などを狙ったディスプレイ効果など、個
性的な店舗作りに欠かせない内装材です。
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FLO JAPAN（東京・渋谷区）

一般住宅

●1 反射面となる銀膜の上に銅メッキし、さらに

その上に特殊塗装を施して銀膜面を保護してい

るため、きわめて耐久性にすぐれています。

●2 平面度、平行度にすぐれた素晴らしい光沢を

もったフロート板ガラスを素材に使用していま

すので、ゆがみのない美しい映像が得られます。

●3 耐湿、耐塩分、耐ホルマリン性などにもすぐ

れた耐久性を発揮します。

●4 切断加工や孔あけなどの二次加工が可能です。

特長

●1 店舗、オフィス、レストラン、ホテル、住宅

などの室内装飾材として。

主な用途

●1 クリーニングは、清潔な乾いた柔らかい布で

拭いてください。

●2 鏡面の汚れがひどいときには、中性洗剤を溶

かした液で拭き、さらにきれいな水で洗剤を

洗い落としてから清潔な乾いた柔らかい布で

拭いてください。

●3 鏡の周囲（タイルなど）をクリーニングする

場合は、洗剤などが鏡の裏面に流れ込まない

ようにご注意ください。

●4 化学薬品（トイレ・タイル用洗剤、住まい用

洗剤、漂白剤、有機溶剤、化粧品などで特

に塩素系、塩酸系、アンモニア系のものな

ど）によるクリーニングは避けてください。

●5 鏡面に水分や結露が残らないようできるだけ

換気、乾燥に心がけてください。

●1 二次加工した場合は、必ずふち塗り処理を

してください。

●2 内装用ですので、外装などでの使用は避けて

ください。また内装においても高温、多湿環

境での使用は避けてください。

●3 浴室、水まわり部などには耐水性、耐薬品

性にすぐれたミエミラー・デラックスをご使

用ください。

●4 ミエミラーはガラス製品ですので、強い衝撃

により割れる恐れがあります。強い衝撃を受

けることが予想される部位への使用は避けて

ください。

●5 P142の「ガラス壁装材の標準施工」に準

じて施工してください。

●6 接着剤は、ミエミラーボンドをご使用くださ

い。溶剤系の接着剤やシリコーン系、ポリサ

ルファイド系のシーリング材は接着剤として

の使用はできません。

両面接着テープのみでの施工は脱落の危険性

がありますので、絶対にしないでください。

使用上のお願いとご注意

設計・施工上のご注意

品名・品種 呼び厚さ 最大寸法（ｍｍ） 重量

ミエミラー

クリア

ブロンズ

グレー

5ミリ

3,048×1,829

13kg/m2

6ミリ 15kg/m2

8ミリ 20kg/m2
（ ）

品種・仕様
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ミエミラー・デラックスは、特殊防湿加工
された鏡です。耐薬品性にすぐれた塗料を
再塗装しているため、裏面や周囲から湿気、
薬品に侵される心配がありません。水や薬
品をとくに多く使用される場所にお使いく
ださい。

ミエミラー・デラックス

特性耐蝕鏡

ゴルフクラブツインフィールズ（石川・小松市）

●1 耐湿、耐薬品性にすぐれています。

●2 温泉、浴室、トイレ、洗面所、船舶など薬品

や水を多くご使用になる場所に。

特長、主な用途

●1 化学薬品、化粧品などによるクリーニングは

避けてください。

●2 鏡面に水分や結露が残らないようにできるだ

け換気、乾燥に心がけてください。

●1 ミエミラー・デラックスは耐蝕処理を施して

おりますので、切断、面取り、孔あけなどの

加工は出来ません。また、止め具は、耐蝕性

のものをご使用ください。

●2 内装用ですので、外装などのご使用は避けて

ください。また内装においても高温、多湿環

境や直射日光の当たる部位への使用は避け

てください。

●3 その他、P74のミエミラーの「設計・施工

上のご注意」をご参照ください。

使用上のお願いとご注意

設計・施工上のご注意断面図

呼び厚さ 規格寸法（ｍｍ） 重　量

5ミリ

914×406
610×457
457×356
457×305
406×305

13kg/m2

上記以外の寸法については、弊社支店までお問い合わせください。

ガラス�

銀�

銅�
塗料�

二次塗料�

品種・仕様

デザイン
性
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ベルベールは、自然そのものの色そしてテ
クスチュアをイメージして作られた室内装
飾ガラスです。デリケートなもの、重厚な
ものなど、ベルベールのパターンは多彩な
12種。ナチュラルで表情豊かな色・模様に
よって、これまでとはひと味違ったインテ
リア空間を演出します。

ベルベール

ナチュラルデザインガラス
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バーバ－庄司（大阪）／カララホワイト（BEL8）

●1 天然石などのナチュラルな表情を持っています。

●2 特殊な技法によりガラス裏面に模様を焼き付

けしているので、色あせや色のはがれに強く、

タバコのヤニなどの汚れも簡単にクリーニング

できます。

●3 切断加工や孔あけなどの二次加工が可能で

す。

●4 異なる色柄、ショップカラー、鏡などと組み

合わせて、いろいろなカラーコーディネーショ

ンが楽しめます。

特長

●1 店舗、オフィス、レストラン、ホテル、住宅

などの室内装飾材として。

主な用途

●1 接着剤は、ミエミラーボンドをご使用くださ

い。溶剤系の接着剤やシリコーン系、ポリサ

ルファイド系のシーリング材は接着剤として

の使用はできません。

●2 目地の充てん時にはオキシム型のシリコーン

系シーリング材をご使用ください。

●3 内装用ですので、外装などの使用は避けてく

ださい。また内装においても高温、多湿環境

や直射日光の当たる部位への使用は避けて

ください。

●4 ベルベールは、ガラス製品ですので強い衝撃

により割れる恐れがあります。強い衝撃を受

けることが予想される部位への使用は避けて

ください。

●5 P142の「ガラス壁装材の標準施工」に準

じて施工してください。

両面接着テープのみでの施工は脱落の

危険性がありますので、絶対にしない

でください。

設計・施工上のご注意

呼び厚さ 最大寸法（ｍｍ） 重　量品　種

5ミリ 1,829×914 13kg/m212品種

品種・仕様
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※パターン写真の横方向（←→）は1,829mm、縦方向（ ）は914mmです。
※印刷のため実物の色柄とは多少異なります。必ずサンプル帳で色調をご確認ください。

BEL12 グラニットロゼ BEL6 マッシモ BEL19 メタリックス BEL8 カララホワイト

BEL4 ブルーミスト BEL21 ニューグラニット BEL16 レオマーブル BEL5 カサノバ

BEL11 カレドニアグレー BEL7 アカネマーブル BEL15 エメラルドパール BEL22 ミンクストラバーチン

←→
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ショップカラーは光沢のあるガラスに美し
い色調をコーティングしたカラーガラスで
す。カラーバリエーションは46色。どんな
インテリアプランにも、イメージ通りに展
開できるショップカラーをあらゆる店舗空
間などにご利用ください。

ショップカラー

カラーガラス
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福岡市交通局福岡空港駅（福岡市）

●1 ガラスだけがもつ質感と光沢を上品なカラー

で表現しており、圧迫感のない空間を仕上げら

れます。

●2 ガラス裏面に特殊な塗料を焼き付けしている

ので、色あせや色のはがれに強く、タバコのヤ

ニなどの汚れも簡単にクリーニングできます。

●3 切断加工や孔あけなどの二次加工が可能です。

特長

●1 店舗、オフィス、レストラン、ホテル、住宅

などの室内装飾材として。

主な用途

●1 接着剤は、ミエミラーボンドをご使用くださ

い。溶剤系の接着剤やシリコーン系、ポリサ

ルファイド系のシーリング材は接着剤として

の使用はできません。

●2 目地の充てん時にはオキシム型のシリコーン

系シーリング材をご使用ください。

●3 内装用ですので、外装などの使用は避けてく

ださい。また内装においても高温、多湿環境

や直射日光の当たる部位への使用は避けてく

ださい。

●4 ショップカラーは、ガラス製品ですので強い衝

撃により割れる恐れがあります。強い衝撃を受

けることが予想される部位への使用は避けてく

ださい。

●5 P142の「ガラス壁装材の標準施工」に準

じて施工してください。

両面接着テープのみでの施工は脱落の

危険性がありますので、絶対にしない

でください。

設計・施工上のご注意

（株）ヤマダ産業本社（富山・高岡市）

呼び厚さ 規格寸法（ｍｍ） 重　量品　種

5ミリ 2,438×1,829 13kg/m2

標準色
10品種　

特注色※
36品種

※特注色につきましては、50m2以上からの受注とさせていただ
きます。

品種・仕様
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標準色

アラスカンホワイト（SCAW） モンブランホワイト（SCMW） ヨーロピアンアイボリー（SCEI） ザ・まっくろ（SCMK）

標準色／メタリックタイプ

フロスティホワイト（SCMFW） リマグリーン（SCMLG） エージェンティホワイト（SCMEW） ペールスカイ（SCMPS） シフォンアイボリー（SCMCI） シルフィホワイト（SCMSW）

特注色

スーパーホワイト（SCASU）
＊旧SCA2

キャンベラグリーン（SCLKG） サワー（SCLSR） フレンチローズ（SCLFR） ファーストピンク（SCAFP）
＊旧SCA4

ブルーウォッシュ（SCABW）
＊旧SCA6

ジューンホワイト（SCAJW）
＊旧SCA1

イングランドグレー（SCEG） マスカット（SCLMC） アクアブルー（SCLAQ） シアノーズピンク（SCLSP） ピーチ（SCLPC） ベーリンググレー（SCBG） ミルキーホワイト（SCAMI）
＊旧SCA3

メロン（SCLML） ライム（SCLLM） チェリーピンク（SCACP）
＊旧SCA8

ストロベリー（SCLST） カリブブルー（SCCB） アッシュグレイ（SCAAG）
＊旧SCA7

フィージーエメラルド（SCFE）

ミント（SCLMT） グレープ（SCLGR）

カリフォルニアイエロー（SCCY） ブルターニューレッド（SCBR） アストロシルバー（SCAS）

メキシカンレッド（SCMR） アメリカンブラック（SCAB） イタリアンショコラ（SCIC） シナモン（SCLCM） パイン（SCLPN）

特注色／メタリックタイプ

フィネストホワイト（SCMFI） アレクサンダーベージュ（SCMAL） ハニーイエロー（SCMHY） マンハッタングレー（SCMMG） プリンセスピンク（SCMPP） ※印刷のため、実物の色とは多少異なります。
必ずサンプル帳で色調をご確認ください。

色彩性 デザイン
性


