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この冊子では絹ガラスシリーズをご採用いただいた事例をご紹介いた
します。シリーズを代表する「絹ガラス」はもちろん、「絹障子」や「絹アク
リル」の事例では、素材の違いによる印象や用途の違いをご覧くださ
い。プロダクト製品も展開しております。また、弊社Ｗｅｂサイトでも多数
の施工事例を掲載しておりますので、是非合わせてご覧下さいませ。
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絹アクリルパーティション
デザイン監修： 山下順三 / SPACE MAGIC MON Co., 

面材：絹アクリル
　　  「霞絹」+墨流し染+金彩
　　  アクリル合わせ　t=4mm
四方枠：ＭＤＦ材　四辺磁石埋め込み

自然の造形である墨流し染の模様の一
部を金彩で起こし、大理石の金脈のよう
な表現にしています。並べて2連、3連と
使用すると、ひとつのつながりのあるデ
ザインになります。
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ホテルセンレン京都 東山清水 様
シルクファブリックパネル
パネル：布団張り
生地：「線牡丹」+金彩、「風遊華七宝」+金彩、
　　  「洋唐草」、「菊唐草菱紋」+金彩、
　　  「正倉院宝相華蒔絵紋」 ホテルミュッセ

京都四条河原町名鉄 様
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1. ガラスアートパネル
面材：絹ガラス+エッチング加工
　　  高透過4mm合わせ
生地：「霞絹」+２色暈し染+金彩

2. デスク上照明
面材：絹障子　アクリル合わせ
　　  t=4mm 和紙調
生地：薄絹刺繍「七宝」

3・4. シルクファブリックパネル
パネル：扇型 四方枠
生地：「もや雲」+2色暈し染+金彩
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ホテル エミオン 京都 様

1. シャンデリア
面材：絹障子
　　  アクリル合わせ　t=4mm
生地：薄絹刺繍｢永遠の石｣（上段）、
　  　｢切子菱｣（中央）、｢七宝｣（下段）

2. カウンターデスク
面材：絹ガラス
生地：薄絹刺繍｢七宝｣+金彩
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ホテルグレース 様
壁面装飾

面材：絹ガラス　高透過5mm合わせ
生地：薄絹刺繍｢七宝｣

ホテルグランバッハ
　京都御池セレクト 様

壁面収納 扉
扉面材：絹ガラス　FL3mm合わせ
生地：薄絹刺繍｢氷割｣+無地染

ホテルヴィアイン
　京都駅八条口 様

ヘッドボード
面材：絹ガラス　FL3mm合わせ
生地：「霞絹」+無地染+金彩



1. ホテルグランヴィア京都
　　　グランヴィアラウンジ 様
　   自動扉
面材：絹ガラス　高透過3mm合わせ
生地：紋意匠縮緬 銀通し「墨流し」+2色暈し染

4. リッチモンドホテル
   プレミア京都駅前 様
　ＥＶ壁面装飾
面材：絹ガラス　FL5mm合わせ
生地：薄絹刺繍「麻の葉」+金彩

3. ヴィラ三条室町・京都 様
　レセプションカウンター
面材：絹ガラス　高透過4mm合わせ
生地：薄絹刺繍「渦巻き」+金彩

09 10

2

3. 笹屋伊織 別邸 様
　パーティション
面材：絹アクリル　t=3mm
生地：薄絹刺繍「大王松菱」
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2. 焼肉 弘 八条口店 様
　パーティション
面材：絹ガラス　FL3mm合わせ
生地：薄絹刺繍「大王松菱」

1. 国立京都国際会館 様
　建具
意匠パネル
生地：特注錦織（龍村美術織物様）+金彩



1. ブランズ大阪松屋町 様
   光壁
面材：絹ガラス　FL6mm合わせ
生地：「霞絹」+金彩

2. グレーシィ京都東山 様
   コスモスイニシア様 リノベーション物件
   壁面パネル
面材：絹ガラス　高透過3mm合わせ
生地：薄絹刺繍「麻の葉」

3. デザオ建設 ＫＴＶ五条展示場 モデルハウス 様
   建具
面材：絹障子　PVC合わせ　t=1mm
生地：薄絹刺繍「麻の葉」
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伊勢丹 新宿店 本館
ＪＡＰＡＮ ＬＵＸ 様
キャビネット扉
扉面材：絹ガラス　高透過4mm合わせ
生地：薄絹刺繍「麻の葉」



個人 様
コンソールテーブル
テーブルトップ：絹ガラス　高透過4mm合わせ
　　  　　　　  「霞絹」+無地染+金彩
フレーム：スチール+塗装

個人 様
ネストテーブル
テーブルトップ：絹ガラス　高透過4mm合わせ
　　  　　　　  薄絹刺繍「遠波」、薄絹刺繍「遠波」+金彩
フレーム：スチール+塗装
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テーブルトップ：絹ガラス　高透過4mm合わせ
　　　　　　　薄絹刺繍「渦巻き」
　　　　　　　薄絹刺繍「渦巻き」+金彩
フレーム：スチール+塗装

ネストテーブル

H+
行燈

折々
行燈

Leaf
LEDスタンドライト 

個人様
サイン

シェード：絹シート　ハードタイプ
　　　　 薄絹刺繍「葡萄唐草」
フレーム：木製

シェード：絹障子　t=0.5mm
　　　　 薄絹刺繍「遠波」
フレーム：木製

面材：絹アクリル　t=6mm
　　  薄絹刺繍「渦巻き」

面材：絹アクリル　t=6mm
　　  薄絹刺繍「葡萄唐草」
　　 （+エッチングガラス）
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