
タチカワブラインド新製品ニュース 2021年8月  4色  新登場

●�安心・安全の「防炎認定品」

●�日中採光ができて、夜は外から見えない�
「透過性ランクA」

●�操作チェーン等の部品にも「抗菌加工」

●�手を触れずに操作できる�
電動の「スマートインテリアシェード�ホームタコス」にも対応

●�抗ウイルス・制菌の加工を施した生地�
「SEK�マーク（抗ウイルス加工）」・�
「SEK�マーク（制菌加工）」を取得

●�環境に配慮した「グリーン購入法適合品」

●�汚れたら洗濯機で洗える「ウォッシャブル生地」

透過性ランク A

抗ウイルス・制菌生地「ポルテⅡ」 新色登場！

「ポルテⅡ」の特長

対象製品 ：  ロールスクリーン ラルクシールド 
タテ型ブラインド バーチカルブラインド

バーチカルブラインドラルクシールド

2016年発売以来不特定多数の方が集まるシーンにご活用いただいている「ポルテⅡ」。 
この度、オフィスなどにも使いやすい新色が登場。 
さらに使いやすいラインナップになりました！

□  オフィス
□  病院やクリニック・老人介護施設・サービス付き高齢者住宅 
□  教育施設（学校・保育園・幼稚園・学習塾） 
□  商業施設（ショッピングモールのフードコートやキッズスペース）　などに

＜おすすめシーン＞



おすすめシーン

オフィスに

医療・介護施設・教育施設・商業施設に　

ＲＳ-8863 グレー

ＲＳ-8346 アイボリーＲＳ-8350 イエロー 

Ｖ-1204　グレージュ

Ｖ-1095　フレッシュグリーン Ｖ-1202　ライトグレー

バーチカルブラインド バーチカルブラインド

バーチカルブラインド

ラルクシールド

ラルクシールド

＊シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 －1，500円／台
＊その他の製品価格はラルクシールド サンプル帳をご覧ください。

■  の範囲（幅300mm以上）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：4以下。 

ただし、幅645ｍｍ以下は1：3以下。
■  の範囲（幅320ｍｍ以上）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：4以下。 

ただし、幅645ｍｍ以下は1：3以下。
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：8以下。
■  の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：8以下。

プルコード操作

ワンタッチチェーン操作

チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド�価格�［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

チェーン操作
チェーン持出し操作

幅  高さ
250
〜490

495
〜800

805
〜1200

1205
〜1600

1605
〜2000

300 〜 490 16,000 17,400 19,300 20,300 21,900
500 〜 800 17,900 24,000 27,500 29,700 31,000
810 〜 1200 19,800 25,500 29,700 32,700 33,900

1210 〜 1600 21,700 27,100 32,800 35,700 37,800
1610 〜 2000 23,600 28,600 35,700 39,500 40,600
2010 〜 2500 25,500 30,600 39,000 43,200 44,300
2510 〜 3000 27,400 31,800 42,500 46,900 48,000
3010 〜 3500 29,300 32,900 44,400 49,200 50,500
3510 〜 4000 31,600 34,100 46,300 51,600 53,100
4010 〜 4500 - 36,300 49,600 54,900 57,000

（mm）ロール
スクリーン

■ 対応製品
・ ラルクシールド
・ ラルク ダブル
・ ラルク ダブル 小型
・ ラルク スリット窓
・ ラルク 小型

・ ラルク 傾斜窓 
・ ホームタコス ラルクシールド
・ ホームタコス ラルク 傾斜窓 
・ ラルク タペストリー
・ ラルク パネルスクリーン

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。



■抗ウイルス・制菌生地「ポルテⅡ」

RS-8350
V-1094
イエロー 透過性ランク A

RS-8347
V-1091
ピンク 透過性ランク A

RS-8348
V-1092
グリーン 透過性ランク A

RS-8351
V-1095
フレッシュグリーン 透過性ランク A

使用場所 発注時の指定事項

 SEKマーク（制菌加工：特定用途）
繊維上の菌の増殖を抑制する制菌 
加工を施し、SEKマーク（制菌加工：
特定用途）を取得しています。

医療機関・介護施設および行政機関などが必要
と認めて指定する場所への使用に限定されてい
ます。その他の場所にはご使用になれません。 ご注文の際には製品に付与するSEKマーク

の指定が必要です。SEKマーク（制菌加工：
特定用途）もしくはSEKマーク（制菌加工：
一般用途）のどちらかをご指定下さい。

 
SEKマーク（制菌加工：一般用途）

繊維上の菌の増殖を抑制する制菌 
加工を施し、SEKマーク（制菌加工：
一般用途）を取得しています。

幼稚園・保育園などの免疫力が低い方が出入り
する場所や学校、公共機関などの不特定多数の
方が出入りする場所におすすめです。

 SEKマーク（抗ウイルス加工）
繊維上の特定のウイルスの数を減少
させる加工を施し、SEKマーク（抗ウ
イルス加工）を取得しています。

免疫力が低い方が出入りする幼稚園をはじめ
医療機関および介護施設などにおすすめです。

SEKマーク（抗ウイルス加工）は製品に 
必ず付与されます。

※抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、手に触れる部品には抗菌加工を施しています。
　ロールスクリーン ： プル、プルコード、操作チェーン、操作コード、バトン、コネクタ類、ウェイトバーキャップ、コードクリップ、プルコードサポート
　タテ型ブラインド ： チルトコード、ドライブコード、操作コード、コードクリップ

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定ウイルスの数を減少させる
抗ウイルス加工を施した生地です。

RS-8349
V-1093
ベージュ 透過性ランク A

RS-8864
V-1204
グレージュ 透過性ランク A透過性ランク A

新�色

RS-8346
V-1090
アイボリー 透過性ランク A

RS-8861
V-1201
ホワイト 透過性ランク A

新�色 RS-8862
V-1202
ライトグレー 透過性ランク A

新�色 RS-8863
V-1203
グレー 透過性ランク A

新�色

バーチカルブラインド�価格�［単位：円（税別）］

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡（面積3.0㎡以下の場合は3.0㎡の価格となります）。
■面積は少数第2位を四捨五入。
＊その他の製品価格はバーチカルブラインド サンプル帳をご覧ください。

ツーコード操作
ワンコード操作

スラット幅 ㎡あたり単価
製作可能寸法（mm）

製品幅 製品高さ 最大面積

80mm 16,600円/㎡ 片開き：300〜6000
両開き：500〜7000 400〜6000 24㎡

100mm 13,800円/㎡

■ 部品色 ■ バランスウェイト
シルバー

オフホワイト

巻き込みウェイト
■ 対応製品
・ バーチカルブラインド
・ バーチカルブラインド 傾斜窓
・ バーチカルブラインド カーブ
・ バーチカルブラインド 電動

タテ型
ブラインド

生地性能

生地組成

：

： ポリエステル100％ 
（再生ポリエステル約30％使用）

生地透過性 ： 透過性ランクA

対応製品 ：

ロール
スクリーン

タテ型
ブラインド




