
東大阪市文化創造館様 所在地：大阪府東大阪市

一般公募で選んだアートデザインを、中庭の壁面に設置する計画
からスタートし、中庭という屋外空間のため、アートがいつまでも美し
くきれいに保たれることを求められました。

ホーローの持つ高い清掃性・耐久性・耐侯性といった基本的な性
能と、ベンドパネルのインクジェットによるオリジナル柄対応という点
が、評価され採用となりました。

※ベンドパネルを外壁面に計画する場合は、パネル事業課にご相談ください。
中庭以外の外壁面の場合、耐風圧性能等の検討する事項があります。

取付壁面：W5285ｘH9450 パネル1749ｘ859 33枚構成
仕上げ：後加工クリア



東大阪市文化創造館様 所在地：大阪府東大阪市

１階から

2階から

パスをつなぐ
～ラグビーボールに想いをのせて～
Passing on Hope with a Rugby Ball

美しく、強く、清潔
で、メンテナンスも
簡単。
高品位ホーローの
持つ様々な特性と
優れた品質で、新
しい空間づくりを
提案します。

アートデザイン概要

作：堀川すなお
協力：東大阪市立意岐部小学校



アーティスティック・キュービックパネル

パネル壁面 巾2100 高さ2685

に大小さまざまな
3種類のホーローパネルをランダムに配置

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄

ダウンライト2個（調光機能付き）
パネルの凹凸を演出しています。

ホーローのもつ美しさを
立体的に引き出した
複合パネルの提案

エマウォールフラットタイプ パールホワイト色

エマウォールエクステリアタイプ ホワイト色
ブライト仕上げ・スティップル仕上げ



タカラスタンダード㈱岐阜支店 所在地：岐阜県岐阜市

←岐阜支店事務所入口（上）
会議室（左下）
『岐阜城と月』アートパネル
（右下）

1階ショールーム各所には
ベンド・フラット・エクステリア
混在の凸凹装飾壁→↓



タカラスタンダード㈱千葉支店エントランスホール 所在地：千葉県千葉市

高品位ホーローの持つ
様々な表現で彩られた
エントランスホール。

いつまでも美しくお客様を
お迎えします。

↓アート・額縁部分はインテリアベンドパネル
外周壁はエクステリアパネル

←階段の腰壁には規格柄
フラットパネル。
蹴込にはオリジナル柄フラ
ットパネル。

←入口風除室
ベンド・フラット・
エクステリアパ
ネル混在の装
飾壁



改札内の壁面に越谷の名産品・達磨をデザイナーの手によりかわいらしくデザインし、
メッセージウォール「北越谷大達磨」としてエマウォールが採用されました。大達磨の市
松模様には駅のご利用者様がメッセージを書き込みやすいようにというデザイナーの
アイデアです。エマウォールの特徴を活かしマグネットやボードマーカーを使って皆様
の思いを綴っていただいております。

大達磨にはホーロー２層板を採用し、形状加工にはレーザーカットを用いたので端部も
きれいに納まっています。また仕上げもパール加工がされておりますので写真よりも直
接見ていただいた方が見事です。

開運 北越谷大達磨にメッセージを書けば願いが叶うかも！！

パネルは二層構造になっており
平滑性が非常に高くなってます。
目地は目立ちにくい目透かし仕
様（2ｍｍ）です。

東武伊勢崎線 北越谷駅 大達磨モニュメント 所在地：埼玉県越谷市

納入日：2019年10月

サイズ：W2200 x H 2200



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)



（株）タカギ 東京支店様 ショールーム 所在地：東京都中野区

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
W1810xH2300

ショールーム入ってすぐの壁に施工されています。

ショールームのエントランスにふさわしく、タカギの大ヒット商品
の「蛇口一体型浄水器」の画像とともに、キャッチコピーが印刷
されています。
ホーロー特有の清潔感のある白をベースに、画像・文字がシン
プルにデザインされており、とても上品なパネルになっています。
文字の印刷精度もご確認ください。

エントランス



（株）タカギ 東京支店様 ショールーム 所在地：東京都中野区

柱：W1400xH2600、 W800xH2600

お客様アンケート用紙から、お客様の文字を
スキャンして読み込み、水をイメージさせる
青を背景に白抜きで配置しています。

会議室

壁：W5400xH1200

水栓を展示している背面の壁一面にパネルを施工。
東京都の水道水源と浄水場を示した地図をデザインしたものを
印刷しています。



和歌山県 湯浅町 PRパネル 所在地：和歌山県有田郡

パネル：W900ｘH1800

和歌山県 湯浅町は、2017年に醤油醸造の発祥の地
として日本遺産に認定されました。
そのことをうけ、イベントやシンポジウムで会場の
エントランスに展示するPRパネルとして、製作しました。

ホーローインクジェットでは、彩度の高い色が出にくい
ため、日本遺産マークの日の丸の部分には、転写紙
を併用して作成しました。

左写真は、日本橋でおこなわれたシンポジウムの会場エントランスにて
展示されていた時のもの

日本遺産マーク

転写紙

その後、上写真のように
湯浅町特産物流通物販センターに設置されました。



JR東日本様 銚子駅 所在地：千葉県銚子市

銚子駅の新しいフォトスポットとしての運用を期待して施工されました。
灯台越しにのぞく朝日が、ホーローの輝きとあいまって見事です。

半屋外という条件ですが、直射日光に強いホーローならば、退色を心配する必要
はありません。

高い清掃性により、画面の汚れも取り去りやすいため、いつまでも美しく思い出の
写真を彩ります。

パネルサイズ：W3450ｘH2895 / 仕上げ：後加工クリア

施工箇所 全景

柱にもホーローを使
用しています。
（Emawall エクステリ
アタイプ）



JR西日本様 東淀川駅 所在地：大阪府大阪市

駅舎の改修工事にあたり、戦前に
建てられた駅舎の趣を残したいとい
う近隣住民からの声が多く上がりま
した

新しい東淀川駅の出入口
（東口と西口両方）に
旧駅舎の写真・図面・航空写真
をパネルにし設置しました

半屋外という条件ですが
直射日光に強いホーローならば
退色を心配する必要はありません。

高い清掃性により、汚れも除去しや
すいため、いつまでも旧駅舎の姿が
美しく残されます。

西口
パネルサイズ：W2700ｘH1350
3枚構成
仕上げ：後加工クリア

＜パネル3枚構成配置＞

東口
パネルサイズ：W2700ｘH1350
3枚構成
仕上げ：後加工クリア



JR西日本様 東部市場前駅 所在地：大阪府大阪市

東部市場の最寄り駅という
こともあり、東部市場平成
29年の上位品目別・産地別
取り扱い数量順位表から、
上位10位までの野菜を全面
にあしらいました。

同じく果物や魚の取り扱い
数量順位表からも、いくつ
かの品目が選ばれ、ちりば
められています。
記念撮影時の背景としても
活用できます。
また、お子様連れの場合、
「ほうれん草はドコだ！」
と競って探すような楽しみ
方もできます。

パネルサイズ：W2743ｘH2700
ﾀﾃ3枚構成
仕上げ：後加工クリア



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



徳島文理大学様 徳島キャンパストレーニングセンター

2019年10月竣工 徳島県徳島市

大学の創立130周年記念として、キャンパス内に新設された「トレーニングセンター」のエントランス、吹き抜けの階段壁面にご採用いただきま
した。
学生が主体となり活動する『トレーニングセンター』に何かアクセントになるおもしろい仕掛けと機能を。とのコンセプトで、耐久性の高さをは
じめ、大学施設に最適な機能性も備えた素材であることが採用の決め手となりました。
シルエットは実際の学生のシルエットを採用したり、あたたかい色からクールな色へとグラデーションが掛かる色使いは設計士の熱い情熱が伝わ
ってきます。
よく見ると学生が阿波踊りをしているシルエットも。
機能的には学生たちがいつでもアクティブラーニングとして使えるよう期待されています。



ニッセイロジスティクスセンター東大阪様 2019年11月 大阪府東大阪市

取付壁面：W4512ｘH2700
パネル 5枚構成
柄：オリジナル柄
仕上げ：クリア



九州大学様 伊都キャンパスモニュメント 2019年11月 福岡県福岡市

取付壁面：W2851ｘH1940（パネル：Ｗ2731ｘＨ1820）
パネル 3枚構成
柄：オリジナル柄
仕上げ：クリア

新キャンパスのモニュメントとして
設置されたパネルです。

キャンパスの全景をダイナミックに
ホーローにインクジェット印刷しています。



タカラスタンダード株式会社 関西直需SR 所在地：大阪府東大阪市

↑インテリアベンドタイプを壁面全面に貼っています。
壁中央付近にホーロー絵画を飾っています。
(W6000xH2450mm)

神戸の夜景写真をパネル横3枚→
つなぎで製作した、大作です。
(W1900xH2750mm)

IDQ:ヒマラヤンブルー



タカラスタンダード株式会社 名古屋工場 研修センター 所在地：愛知県名古屋市

上の写真と同じ色味を変えた木目柄に、 →
名古屋の四季の写真を重ねて印刷しました。
(W2700ｘH2100mm)

規格柄にあるウォルナット柄の色味を少し
変えたもので製作しました。
規格柄よりも暗い色にしたことで、重厚感
のある空間となりました。

↓(W4000ｘH2300mm)



タカラスタンダード株式会社 堺SR 所在地：大阪府堺市

←多くのショールームで、所在地の
近隣にある名所・観光地の写真を
ベンドタイプで製作。来場される
お客様を楽しませています。
(W2500ｘH1650mm)



タカラスタンダード株式会社 中部直需SR 所在地：愛知県名古屋市

←パネルの後ろにLED照明を入れ、壁から少し浮か
した状態で設置することで、存在感のある印象的
な壁面に仕上げています。
(W2700ｘH1800mm)



建築建材展2017 会期：2017年3月7日～10日 所在地：東京ビッグサイト

エマウォールを広く知ってもらうために、建築建材展2017に出展しました。
エマウォールのマロンブラウン柄を壊して、恐竜が飛び出してくるパネルをはじめとし、

シチュエーション別に6枚のパネルを製作しました。



建築建材展2017 会期：2017年3月7日～10日 所在地：東京ビッグサイト

エマウォールのマロンブラウン柄を壊して、
恐竜が飛び出してくるパネル。

後ろにマグネットのついた動物を
動かして遊べるパネル

電車の駅の通路をイメージした
パネル

観光地を印刷したパネル マンションのエントランスを
イメージしたパネル

※全てW2100xH2700 側はエクステリアで製作



タカラスタンダード株式会社 水口SR 所在地：滋賀県甲賀市

←ショールームの近隣にある観光名所
や名産品をまとめたイラストを印刷
しました。
(W2700xH1820)

受付用の電話が置かれている台は、
マグネットでくっついています。

↓(W2500xH2700)



元町・中華街駅の中華街側トイレの壁面に採用されました。元町・中華街の風景をホー
ローパネルに仕上げました。女子トイレ側はアーチ形状の壁面に沿うようパネルを取
付ており多角形の壁面になっています。男子トイレ側は通路の壁面の他に小便器の上
部にも傷対策としてホーローパネルを採用しています。

横浜高速鉄道(株)様 元町・中華街駅 トイレ① 所在地：神奈川県横浜市

サイズ：女子トイレ通路 W8500 x H2250
男子トイレ通路 W6300 x H2250

男子トイレ小便器上部 W2600 x H1200
合計37㎡

女子トイレ

オリジナルデザイン

男子トイレ

設計事務所：(株) 三菱地所設計

ゼネコン:ケーアンドイー (株)

納入日：2020年3月



ＪＲ桃山駅パネル工事

納入日：2020年9月

駅バリアフリー化に伴うトイレ改修でキズに強く、清掃性に優れた素材としてご採用
いただきました。京都鉄道博物館所蔵の歴代の駅舎写真をホーローパネルにし設置し
ました(計5枚)

所在地：京都府京都市伏見区

女子トイレ男子トイレ W315×H215 2枚 W315×H215 3枚



高級感のある金斑入りダークエンペラドールを背景に、幻想的に力強く浮かび上がる豪壮な滝をデザイ
ンしたパネルです。社名のロゴはガラスのような透明感と立体感が魅力の加工が施されています。

サイズ：W1800 x H2700サイズ：W2500 x H2700

関西直需支社５Ｆショールーム 所在地：大阪府東大阪市

納入日：2020年9月

サイズ：W1800 x H2700



関西直需支社５Ｆショールーム 所在地：大阪府東大阪市

納入日：2020年9月

サイズ：W2100 x H2700

ダイナミックな流れ模様の入ったホワイトマーブルを
ブックマッチに配置したデザインのパネルです。
存在感が強く、一面に使用するだけで空間を
華やかに演出します。



埼玉りそな銀行 川越支店

川越市小江戸横丁に佇む埼玉りそな銀行 川越支店様をモチーフにデザインしました 埼玉県川越市
２０２０年３月納品

登録有形文化財

大正７年(１９１８年）建設

壁面 28㎡全体図 68㎡

柱型(4本） 40㎡



株式会社えんホールディングス様新社屋
えん博多ビル

2020年5月福岡県福岡市博多区

パネルサイズ： W1814ｘH894
パネル枚数： 1枚
柄： オリジナル柄
仕上げ： マット

事務所のエントランスに設置されたパネル
です。

パネルは、福岡市の古地図と現在の地図
を重ね合わせたデザインになっています。


