
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） 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」



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。



タカラスタンダード（株） 福岡支社 会議室 所在地：福岡県福岡市

エマウォール インテリア ベンドタイプ 6枚

W3920 ｘ H 2700

※柄の詳細イメージは次のページ

短焦点プロジェクター

従来のプロジェクターよりも
投写距離が短く、大画面を
移せる近年主流となっている
プロジェクター。
【特長】
・人影など映りこまない
・限られたスペースでも利用可
・まぶしくなく、くっきり写せる
（ハレーションがすくない）

映写風景

中央上部（W2100ｘH1800）
には、映写向きの
「マットホワイト」を採用



タカラスタンダード（株） 福岡支社 会議室 所在地：福岡県福岡市



パネル壁面 巾2100 高さ2685 ベンドパネルとハイセラールの混成パネル

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
赤レンガ調

タカラスタンダードの持つ
黒板用面材とのセット提案

ハイセラール 黒板面材（グリーン）

エマウォールベンドタイプ
オリジナル柄

黒板のチョーク消し残しまで
再現したパネル
巾900高さ2685

タカラスタンダードでは

アルミメッキ鋼板ホーロー
（ハイセラール）を用いて

学校等でみられる

黒板の面材を製造して

十年以上になります。

マグネット小物 エクセランシリーズ

シェルフ ステンカラー

タカラスタンダード（株） 横浜支店 打合せ室（チョークボード）
所在地：神奈川県横浜市



（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



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。



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



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



Royal Hotel 那須様 （旧りんどう湖ロイヤルホテル） 所在地：栃木県那須郡

ミキハウス子育て総研の「ウエルカム・ベビーのお宿」に
認定されたRoyal Hotel 那須は、赤ちゃんお子様連れが
安心して宿泊し楽しめるホテルとしてエントランス部分に
キッズコーナーを設け、自由にお絵かきができる壁として
エマウォール インテリアタイプをご採用いただきました。

書き消しの跡が、お子様達の楽しんでる姿を思い起こさせます。

パネル：ホワイト ２７００x９１０ ２枚



某企業ショールーム

ハイセラール SB104（映写兼用ホワイトボード）
※映写重視

ショールームで画像を映写する機会があるという事で映写兼用ホ
ワイトボードSB104を設置。
周辺環境とも違和感なく静かな佇まいとなっています。
工法は接着張り、周辺はサイドモール（樹脂製を採用）

端部は樹脂製のサイドモール仕上げ

ハイセラール WA010（書き消しメイン ホワイトボード）
下地にマグネットを用いた工法で設置。
マグネットを使った収納も取り付けてあり、使い勝手に併せて
取り付け位置も変えられる優れものです。
周辺はアルミ製のモールで納まっています。

下部は木目調のハイセラールが貼ってあり飽きのこないデザイン
です。

ホワイトボードの両サイドはエマウォール･インテリアタイプ（ラフ
ソーン グレージュです。

映写兼用と書き消しメインのホワイトボードで蛍光灯の映り込みを比較してみてください



某社会議室②

エマウォールエクステリア
W580ｘH2950 (2枚同サイズ)

外装用のエマウォール
転写紙で柄を入れてある。角度
により、金～銀に見える。

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
(ノルウェージャンローズの色違い)

左：W1280ｘH2950 (4枚同サイズ)

右：W1050ｘH2950 (2枚同サイズ)

仕上げ；受容層：メタリック
カタログ柄「IDR：ノルウェージャンローズ」の色違い

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
(ストーンアイビーブラックの色違い)

W2700ｘH910

仕上げ；受容層：メタリック

カタログ柄「IAQ：ストーンアイビーブラック」の色違い

エマウォールベンドタイプ オリジナル柄
左：W570ｘH2950 (2枚同サイズ)

中：W730ｘH2950 (2枚同サイズ)

右：W490ｘH2950 (2枚同サイズ)

仕上げ；受容層：クリア

ハイセラールスクリーン用（SB104）
プロジェクター投影用のホワイトボード
ハレーションがおこりにくいマット仕様



オフィスの壁面をホワイトボードとして使いたい。プロジェクターで写しながら
書き消ししたい。という要望にエマウォールでお応えしました。パネルは映写
でのハレーションが気にならないようにプロジェクターは短焦点タイプのものを
使用し、更にマット仕上げにしています。また目地はシール処理で目立ちにく
い納まりにしております。

パネル下部にはマグネット粉受けを取り付
けているため床を粉で汚しません。

Ｓ社様 オフィスホワイトボード 所在地：東京都港区

納入日：2019年9月

サイズ：W3150 x H 2500 x 2か所
W5250 x H 2500 x 1か所



タカラスタンダード（株） 浜松町SR 所在地：東京都港区

パネルにはよく見ると小さな魚の絵が入っていてこ
れが暗線の役割になります

線を書く時や装飾をマグネットで貼るときの目印にな
ります

保育施設向けに海の中の絵をデザインしています

マグネットで魚やタコなどを貼り付けて自由に遊べるようになっていま
す
パネル左部には目盛りがついていて身長が測れるようになっています



ヨシヤス建設株式会社 様

納入日：2020年9月

デザイン性のあるホワイトボードとして使用され、パース図面なども描写されることが多いため

オリジナル暗線仕様が採用となった

左右のパネルでそれぞれ異なる暗線のデザインとなっている

ドット柄に合わせて貼れば掲示物もまっすぐ貼れる

所在地：大阪府東大阪市

左パネル デザイン：スクエアドットパネル
サイズ： W1465 x H920



打ち合わせ時にパース図面を描写する際にも60°の斜め暗線に合わせて

書くことができる

パネル上部にはタイトルライン、下部には社名を印字している

ヨシヤス建設株式会社様 所在地：大阪府東大阪市

タイトルライン

社名
右パネル デザイン： 60°タテ暗線パネル

サイズ： W1465 x H920



株式会社 ブルーキャピタルマネジメント 様 オフィス 所在地：東京都港区

自社オフィスの改修工事にてホワイトボード用途として採用されました。1Fと4Fの会議室にはドラマチックホワイト柄、2Fと3Fの打
合せ室にはSWホワイトが採用されました。
ホーローの高い耐久性、清掃性はホワイトボードとして書き消しの性能が落ちることなく長く使って頂くことができます。

1F 会議室1
取付面：W8790ｘH2460
パネル 12枚
柄：ドラマチックホワイト

1F 会議室2
取付面：W7300ｘH2400
パネル 13枚
柄：ドラマチックホワイト

1F 会議室3
取付面：W5810ｘH2460
パネル 9枚
柄：ドラマチックホワイト



株式会社 ブルーキャピタルマネジメント 様 オフィス 所在地：東京都港区

3F 打合せ室2
取付面：W3460ｘH2440
パネル 4枚
柄：ホワイト

3F 打合せ室3
取付面：W3460ｘH2440
パネル 4枚
柄：ホワイト

4F ミーティングルーム2
取付面：W6090ｘH2240
パネル 7枚
柄：ドラマチックホワイト



中央区立 桜川保育園① インテリアタイプ 東京都 中央区
2021年1月納品

書き消し出来て、マグネットが使える便利な掲示板としてご採用頂きました。

ホーローパネルには、ひよこ、ばら、ゆりなど各クラスのモチーフと、暗線をテントウムシのドットで表現する
など、子供たちが喜びそうなデザインとなっております。

１階 廊下



中央区立 桜川保育園➁ インテリアタイプ 東京都 中央区
2021年1月納品

１階 廊下

２階 廊下

廊下壁面に設置されたホーローパネルは、園児が自由にお絵かき出来るように、モノトーンで仕上げています。
入園式や卒園式、お誕生日会等のイベント時には、マグネットで手早く装飾が出来て、大変便利に使えます。



設置場所：１Fパブリックﾙｰﾑ
パネル設置面は、W6650xH2127

マンション 共用部（フリースペース） 施工例

現場名：プレミスト西金沢ステーションフロント
事業主名：大和ハウス工業（株）
住所：石川県金沢市
竣工：2020年12月

地域のカルチャースクールが催されるマンション内のフリースペースで
マンション居住者以外の方にも利用していただけるような
清潔感のある明るい空間つくりの壁材として採用されました。

壁の装飾材としてだけではなく
大人はもちろん、子どもも書きこみできるオリジナルデザインの
ホワイトボードとしてご利用いただけます。




