
タカラベルモント（株）様 ＴＢ－ＳＱＵＡＲＥ レセプション 所在地：大阪府大阪市

←世界地図を幻想的に描いたアート
パネルを、施設の総合受付の壁面
に納入させていただきました。
(W4000xH3000)

企業の昔の広告写真を大きく→
印刷し、 施設の壁面に設置
しました。 (W2600xH2300)



日鉄住金物産（株）様 レセプション 所在地：東京都港区

エマウォールベンドタイプ
ｽﾄｰﾝｱｲﾋﾞｰﾌﾞﾗｯｸ
壁W900xH3000 

エマウォールベンドタイプ
ﾏﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ
壁W350xH3000 

エマウォールベンドタイプ
ﾌﾞﾗｯｸ単色（特注対応）
壁W1000xH3000 

※ロゴは別部材



タカラスタンダード（株）本社 本館エントランス 所在地：大阪府大阪市

エクステリア

インテリア

ITW:トラバーチンホワイト
IDQ：ヒマラヤンブルー

←本社エントランスは大理石柄の
パネルを全面に貼ることで高級
感のある空間としています。
(W7700mmx H2770)

社屋の外壁はエクステリア
↓タイプで仕上げています。



タカラスタンダード（株） 寺泊テクニカルセンター エントランス 所在地：新潟県

パネル縦4枚を使い、長岡まつり花火大会の迫力ある様子を印刷しました。
(W3600xH2700)



清水建設(株)名古屋支店様 6階エントランス 所在地：愛知県名古屋市

これまでの数々の実績を
大小さまざまな大きさの
パネルに展示

ホーローならではの艶感が
いつまでも美しく
エントランスを演出します

パネル枚数：31枚
仕上げ：クリア



タカラスタンダード㈱ 北海道直需営業所 応接室 所在地：北海道札幌市
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エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
壁W9000xH2500

暖かい色調の木目に雪がふり、北海道の名所のシルエットが印刷されています。



清水建設（株）関西支店様 応接室 所在地：大阪府大阪市

←左側の壁には、和紙に青いインクを
染み込ませた柄を印刷し、ホーロー
インクジェットの新しい表現方法を
見ることができます。
(W8000xH2400)

←右側の柱には
企業様が創業
当初携わった
建物の錦絵を
印刷したパネ
ルを埋め込ん
でます。
(W840xH2400)

↑
パネルとパネルの隙間にガラスブ
ロックを入れ込むことで
ホーロー表面のガラス質とガラス
ブロックの風合いがとても
合う唯一無二の空間となりました。



日広建設（株）東京支店様 応接室 所在地：東京都新宿区

モノクロの森林写真が印刷されたパネル（4枚連続）を応接室の一面に納品しました。

調光可能な照明を取り付けたことで、全く違った表情を持つ空間となりました。

左側の写真は、昼光色にした場合。すっきりとした白いひかりは、読書に最適で、資料を読み込んだりする打合せに最適な
ひかりとなっています。

右側の写真は、電球色にした場合。温かみのあるオレンジ色のひかりは、リラックス効果があるので、落ち着いた打合せや
懇談の場に最適なひかりとなります。

エマウォール インテリアタイプ 4枚

W 4000 ｘ H 2400

昼光色 電球色



東西貿易（株）様 応接室 所在地：東京都中央区

※上２枚の画像は、事前に出来上がりイメージをかいたCGです



タカラスタンダード（株） 本社 応接室 所在地：大阪府大阪市

IDB:マロンブラウン
ITW:トラバーチンホワイト

IDW:ドラマチックホワイト

←ダークでキャラクターの強い大理石柄を使う
ことで、インパクトの強い高級感のある空間
となっています。
(中央：W2700xH2300 側：W990xH2300)

シンプルなホワイト大理石を使うことで、清潔 →
感のあるスタイリッシュな空間となっています。
(W2000xH2300)



タカラスタンダード（株） 関東直需支社 応接室① 所在地：埼玉県川口市

エマウォール：ベンドタイプ オリジナル柄
左から、W500xH900, W750xH1050, W750xH1050, W500xH800 4枚

この前面に出ているパネル4枚は取換え可能
裏ＬＥＤ（調光・調色機能付き）
パネルは上下バラバラに配置されているが、絵は繋がるようになっている

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
W6110ｘH2510 (6枚同サイズ)

両端のパネルと真ん中4枚のパネルは色違いで
柄が繋がっている

ダウンライト4個（調光機能付き）
それぞれが前面に出ているパネルを照らしている

前面のパネルは、季節に合わせたパネルに
取替え可能。

季節に合わせて『衣替え』できるパネルの
提案

エマウォール：ベンドタイプ オリジナル柄
左から、W500xH900, W750xH1050, W750xH1050, W500xH800 4枚

この前面に出ているパネル4枚は取換え可能
裏ＬＥＤ（調光・調色機能付き）
パネルは上下バラバラに配置されているが、絵は繋がるようになっている

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
W6110ｘH2510 (6枚同サイズ)

両端のパネルと真ん中4枚のパネルは色違いで
柄が繋がっている

ダウンライト4個（調光機能付き）
それぞれが前面に出ているパネルを照らしている



タカラスタンダード（株） 関東直需支社 応接室➁ 所在地：埼玉県川口市

連作パネルであるため、並べることも、単独で飾ることもできる、装飾品
としての側面の強いパネルです。ホーローでできているため、直射日光な
ど場所を気にすることなく、アートを飾ることができます。

壁にかけられた四枚のパネルは、それぞれ加工が異なっており、
現在受注している加工がその場で確認できます。

エマウォール：ベンドタイプ オリジナル柄
・仕上げ
春（クリア）
夏（メタリック）
秋（メタリック＋後加工メタリック）
冬（マット）

衣替えの例。
左から春・夏・秋・冬と四季を描いた、4枚の連作パネル
です。

・春
高尾山から見える富士山。関東だけではなく、西のほう
も意識しています。
薄く雲のかかる午前の時間帯がイメージです。

・夏
九十九里浜をモチーフに、夏の入道雲を描いています。
正午～午後の陽の高い時間を意識しています。

・秋
北陸（石川県）のススキ草原をモチーフにしています。
夕暮れと中秋の名月を配置しています。月といえば夜で
すが、このパネルを夜にしてしまうと全体の印象が暗く
なってしまうため、夕方の時間設定にしています。

・冬
北海道の大雪山をモチーフに、朝焼けを描きます。



タカラスタンダード（株） 関東直需支社 応接室➂ 所在地：埼玉県川口市

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
ドア壁W5320xH2510 (4枚同サイズ)

柱壁：W5000ｘH2510 (5枚同サイズ)

ドア横から続き柄となっている
右上がりに金雲が昇っているイメージ

ドア

ドア壁
W5320mm

柱壁
W5000mm
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タカラスタンダード（株） 関東直需支社 会議室 所在地：埼玉県川口市

同じ柄で、縦割りと横割りの施工例
左：エマウォールベンドタイプ オリジナル柄

(ラフソーンホワイトに花柄)

W1600ｘH2560

(左からW1050, W550)

右：エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
(ラフソーンホワイトに花柄)

W1600ｘH2560 （3枚同サイズ）

上：ハイセラール(白) ライティング用
（ミルキーホワイト）

中：ハイセラール(白) ライティング用
（ミルキーホワイト）

下：ハイセラール(木目) ライティング用

カタログ柄「IRW：ラフソーンホワイト」の上に花の画像を重ねたパネル。
カタログ柄をベースに、違う画像を重ねてオリジナル柄を作成する例。
また、左右同じ柄だが、左は縦2枚、右は横3枚で施工している。

真ん中のパネルはハイセラールホワイトボードとして活用。



タカラスタンダード（株） 北海道支店 会議室 所在地：北海道札幌市

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
壁W5600xH2300

北海道の地図を印刷。
アートパネルとしても、ホワイトボードとしても使用することが可能です。

写真は、北海道の事業所の場所にマグネットと地名を書いています。



トヨタＬ＆Ｆカスタマーズセンター大阪様 商談室 所在地：大阪府吹田市

株式会社 豊田自動織機様 が大阪に新設された物流コンサルティング型ショールーム「トヨタL&Fカスタマー
ズセンター大阪」にある商談室２室の壁面にエマウォールが採用されました。

エマウォール エクステリアタイプ

外装用のエマウォールを用いて、コーポレートカラー
の赤を背景に「カキトリ」という手法で白くロゴを入れ
ています。

※インクジェットではありません

W 1000 ｘ H 2700

エマウォール インテリアタイプ 5枚

内装用のエマウォールを用いて、フォークリフトをイン
クジェットにて印刷し、オリジナルパネルとして納品し
ました。

ホーローインクジェットはベタ印刷対応不可のため、フ
ォークリフトには織物のテクスチャが入っています。

W 4400 ｘ H 2700



（株）久良木屋様 新社屋 会議室 所在地：神奈川県横浜市

映写兼用マットホワイト

2700 2100

会議室には、映写兼用として使えるマットホワイトのベンドパネルと、とちの木柄のパネルを施工しました。

壁全体：W4800xH2500

ホワイトボード：W2700xH1600



タカラスタンダード（株） 関東直需支社 打合せ室 所在地：埼玉県川口市

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
W2700xH2100

(上からH335, H1050, H700)

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
W2700ｘH2100 (2枚同サイズ)

薄く柄が入っているが、問題なく文字やイラストがかける
清掃性の良いデザインホワイトボード

打合せ室①

柄名：「新緑の季節」
打合せ室②

柄名：「ジオメトリック」



今治造船株式会社 丸亀事業本部様（企業研究開発施設）
所在地：香川県丸亀市施設内６箇所の壁面に設置

プロジェクターとライティ
ングの要望により採用

エマウォールベンドタイプ マットホワイト色

①会議室 W12500XH2700 13枚

②解析室 W8300XH2700 9枚 ③解析室 W6700XH2700 7枚

④事務所
W5800XH2700 7枚

⑤⑥会議室
W7000XH2700 7枚

パネル活用イメージ



某事務所 オリジナル掲示板

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
W2170ｘH1050 

仕上げ；受容層：クリア

四方サイドモール（WM)納め

ベース（SW；ホワイト）に予定表のラインと文字を印字して、ホワイトボード掲示板として利用。
客先よりデータ支給の上、作成。



タカラスタンダード㈱ 横浜支店 2階通路① 所在地：神奈川県横浜市

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
壁W11500xH2685 

昼から夜へと移ろうみなとみらい
横浜の風景を凝縮した非現実的な風景
背景には、富士山
夜空には、煌く星座たち
壮大かつ優美に写しだしています
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タカラスタンダード㈱ 横浜支店 2階通路② 所在地：神奈川県横浜市

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
壁W8000xH2685 (8枚同サイズ)

朝日に浮かぶ ベイブリッジを
雄大な横浜の工場群と さわやかな空とともに
ダイナミックに表現しています
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軽鉄下地での施
工例です。金具
の取り付く部分
へ０．８ｍｍ鋼板
下地を設置して
います。



タカラスランダード（株） 本社新館１階トイレ 所在地：大阪府大阪市

↑トイレの壁面全体に、森林の写真をダイナミックに表現
し印象的な空間となっています。
その他の壁面・トイレブースにもホーローパネルを
使用しています。

↑照明で調光・調色を行うことで、ホーローパネルのある空間

はその表情を変えることができます。また、自然光の入る

空間では、朝・昼・晩とテイストがかわっていきます。



タカラスランダード（株） 岐阜SR トイレ 所在地：岐阜県岐阜市

女子トイレ 多目的トイレ

壁面イメージ

壁面・トイレブースにホーローパネルを使用しています。

壁面イメージ



コイズミ照明（株）様 Ｒ＆Ｄセンター（アートパネル） 所在地：大阪府大阪市

今回使用した照明

XICATO シカト 【コイズミ照明】

美術館や博物館で採用される業界最高水準の
色の再現性を誇る照明
照射方向が調節可能で、広範囲を照らします。

また、太陽光とほぼ同じ演色評価指数をほこり、
色を忠実に再現します

タイトル：あかりの杜 ～あかりのありかを求めて～
地球環境をイメージさせる「空」「緑」「自然の光」という3つの要素をモチーフとした作品
アートパネル全体を４台のXICATOで照射することでパネル全体がムラなく照らされ、キラメキ感を損なうことなく展示されています。

H1,600ｘW3,600
写真提供:コイズミ照明株式会社




