
合わせガラス向け高性能中間膜

建高性能を実現する
      革新的な建材イノベーション



Saflex® 遮音 
中間膜
最も敏感に知覚できる周波数帯におい
て、最大50%騒音を低減します。 
 
標準的なPVB中間膜を用いた合わせガラスは、
通常の単板ガラスとの比較において、騒音低減
を実現しますが、さらに遮音機能を高めた3層構
造からなるSaflex Qシリーズは、高レベルの遮音
ニーズにおけるソリューションを提供致します。
この特許取得済みの構造は、「お透過性」のある
1,000～3,000 Hzの音をターゲットにしています。
この周波数帯は、ヒトに対し、最も不快感を与え
るその周波数帯でもあります。 

この特許取得済みの構造は、「騒音透過性」のあ
る1,000～3,000 Hzの音をターゲットにしていま
す。この周波数帯は、ヒトに対し、最も不快感を与
えるその周波数帯でもあります。  
 
Saflex遮音中間膜の採用により、上記周波数帯に
おいて最大10デシベル（聴覚的に約50%の騒音
低減に相当）の騒音低減が実現可能となります。
最終用途例として、下記参照： 
 
 • 事務所およびショッピングセンター 
 • 学校  • 病院  • 行政施設 
 • 劇場  • 博物館 
 • 空港  • 駅 
 • ホテル  • マンション  • 戸建住宅など

saflex.com/acoustic

Saflex® 遮熱 
中間膜
Saflex遮熱中間膜は、日射熱取得性能の向上を目指
して設計された、高い可視光透過率を備えた赤外線
（IR）放射吸収中間膜です。可能な限り高い可視光
透過率（ガラスとしての透明性）を維持しながら、紫
外線および近赤外線波長に含まれる熱エネルギー
の透過を遮断します。 

コーティングガラスでは十分な遮熱性が得られな
い場合や、角度依存による色差に均一性が求めら
れる場合、小口加工部が露出する場合、あるいは曲
面合わせガラスとして使用する場合などに適してい
ます。Saflex®遮熱中間膜 Solarには2種類のグレード
をご用意しております。1. SGグレード：当社最高性能
の遮熱中間膜。熱強化ガラスを用いて合わせ加工す
ることを推奨。2. SHグレード：より透明性のある外観
で、フロートガラスでの合わせ加工も可能。最終用途
例として、下記参照：

 • 曲面合わせガラス用途
 • 低反射ガラスと
 • 高級リテールショップや、ショールーム
 • ファサード 
 • デジタルサイネージ

saflex.com/solar

Saflex® 構造強度 
中間膜
強度・剛性を必要とする用途向けに設計されたSaflex
構造強度中間膜は、可塑化ポリビニルブチラール製
の、丈夫で耐衝撃性を備えたPVB中間膜です。標準的
なPVB中間膜を利用した合わせガラスと比較し、より
高い剛性、小口安定性、接着力が必要となる用途の
ために設計されています。 
 
Saflex®構造強度中間膜の持つ高い剛性特性により、
必要とされる負荷受容量の具現化に貢献いたしま
す。より薄いガラスを選定を可能にし、軽量化をサポ
ート致します。倍強度ガラスとの組み合わせで使用し
た場合においては、上記利点に加え、高接着性による
剥離耐性、UVカット、小口露出及び幅広いシーラント
材に対する安定性、より高い透明性、および騒音抑制
にも貢献致します。最終用途例として、下記参照： 
 
 •  床や階段、バルコニー、キャノピーなど構造強度
を必要とする用途

 • 小口露出用途 
 • スロープ、天窓など

saflex.com/structural



Saflex® UVカット 
中間膜
太陽光を吸収しながら400nmまでの有害な
紫外線を最大99%遮断するPVB中間膜

従来のSaflex PVB中間膜では、380nmまでの紫外
線を最大99%遮断することができました。また一方
で、Saflex UVでは400nmまでの紫外線を最大99%ま
で遮断することができます。さらに、SaflexUVは、自
然風化にさらされた場合に非常に優れた耐性を提
供できるよう設計されており、自然暴露試験および
促進暴露試験では、変色耐性、耐久性、耐湿熱性、層
間剥離耐性を示しています。最終用途例として、下記
参照： 
 
 • 博物館、美術館、ギャラリー
 • レストラン、ホテル、リゾート
 • 病院 
 • 保育所、学校
 • 図書館
 • 調光、スマートガラス
 • 店頭ディスプレイ

saflex.com/uv

UV Saflex® ストーム 
中間膜
Saflexストーム中間膜を用いた合わせガラス
を、窓、扉、天窓などに活用することで、万
全の態勢でハリケーンや台風、防風などから
建物を守ることができます。 

正しく設計される用途において、こうした自
然の猛威から身を守る事ができます。飛来物
などが大きな衝撃を及ぼし、ガラスが割れた
場合でも、中間膜がその貫通、また、ガラス
片の飛散を防ぐ役割を担います。 
最終用途例として、下記参照： 

 • 窓
 • 扉 
 • 天窓 

saflex.com/storm

Vanceva® カラー 
中間膜
ダイナミックな意匠設計を具現化できる
カラー中間膜

単板ガラスでは成し得ないカラーバリエーション
を可能とするVancevaカラー中間膜が、自由度の高
い創造性・意匠性の可能性を提供します。乳白色
系、ナチュラル系、暖色系、寒色系など幅広いラ
インナップを、自由に組み合わせ、ガラス間に挟
み込む事で、17,000色を超える、カスタムメイド
の透明、半透明、または不透明のカラー合わせガ
ラスを創作することが可能です。 

着色ガラスなどと組み合わせる事で、さらにデザ
インの可能性は広がります。Vancevaカラー中間膜
のように、多様なカラーバリエーションを実現で
きるPVB中間膜ブランドは他にはありません。最
終用途例として、下記参照：

 • カーテンウォール
 • アトリウム
 • パーティション、会議室
 • 手摺
 • 家具 

vanceva.com



ファサード被覆材：Vanceva ホワイト コレクシ
ョン

店頭ディスプレイ：Saflex遮音中間膜

ドア：Vancevaカラー中間膜 半透明乳白

本書に掲載されているSaflexおよびVanceva中間膜は、2枚のガラスと組み合わせ
ている場合や同一のガラス構成である場合があります。 

手摺：Vancevaカラー中間膜 Illusion White 
および Saflex構造強度中間膜

ファサード：Saflex遮熱中間膜

キャノピー：Vancevaカラー中間膜 および 
Saflex構造強度中間膜

窓：Vancevaカラー中間膜 および SaflexUVカ
ット中間膜



家具：Vancevaカラー中間膜

床：Saflex構造強度中間膜 および 
Vancevaカラー中間膜

ホワイトボード：Vancevaカラー中間膜  
乳白色ラインナップ

パーティション：Saflex遮音中間膜

階段：Saflex構造強度中間膜 及び Saflexス
トーム中間膜



チャンギ空港 ̶ シンガポール
Saflex遮音中間膜

Clinica Oftalmologica Novovision ̶ スペイン・ムルシア
Vancevaカラー中間膜

フォンテンブローホテル・ラピススパ ̶ 米国・マイアミ
Saflexストーム中間膜

モントリオール国際会議場 ̶ カナダ・モントリオール
Vancevaカラー中間膜

Gusto Gelato ̶ オーストラリア・パース
Saflex遮熱中間膜 および Vancevaカラー中間膜

グアダラハラ大学パフォーミングアートセンター ̶ メキシコ・グアダラハラ
Vancevaカラー中間膜 乳白色コレクション

Amazonイタリア本社 ̶ イタリア・ミラノ
Saflex構造強度中間膜 および Saflex遮音中間膜 

150ノースリバーサイド ̶ 米国・シカゴ
Saflex構造強度中間膜 及び Saflex遮音中間膜



SoundPro 
イーストマンが独自に開発したこのソフトウェアは、ガラス構成別での遮音
性能データをシミュレーションできる無償提供ツールです。  
www.saflex.com/soundpro 

StructuralPro 
イーストマンがガラス専門家の協力を得て独自に開発したこのソフトウェア
は、ガラス特性および設計に関する欧州規格（EN）と国際規格（ASTMおよび
ISO）の手法を採用しています。 
www.saflex.com/structuralpro

Vancevaカラーセレクター 
無限のカラーバリエーションの中からカラーの組み合わせによる唯一無二
のカラー制作が可能です。RGB、パントーン、RAL、NCSなどのインデックスよ
り、カラー中間膜の選定・組み合わせ時の各種光学特性値などのデータの
抽出が可能です。www.vanceva.com/color-selector

その他のリソース： 
• ギャラリー 
• サンプル 
• テクニカルセンター 
• 材料指定 
• 購入

ツール  |  リソース  |  アイデア

ブランド公式サイトsaflex.comまたは 
vanceva.comでご覧いただけます。
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建築家とデザイナーが信頼を寄せる 
Saflex® とVanceva®

世界中の建築士や設計者は、安全性、性能、および快適さが最も重要な関心事
である場合、SaflexとVancevaを信頼します。その理由は、単純です。仕様または性
能の目標が何であっても、Saflexの中間膜テクノロジーを活用することによって、
最終用途が必要とする最適かつ高度な要求を満たすグレージング性能を実現
できるからに他なりません。

www.eastman.com

お問い合わせ
saflex@eastman.com

本書に記載されている情報や推奨内容は、誠意をもって表記されて
いますが、Eastman Chemical Company（以下「Eastman」）およびその
子会社は、その完全性または正確性に関して一切の表明または保
証を行いません。お客様は、お客様自身のご使用のため、環境の保
護のため、また、従業員と製品の購入者の健康と安全のため、適合
性と完全性についてお客様ご自身で判断する必要があります。ここ
に記載されているすべての内容は、いかなる製品、プロセス、機器
の使用も推奨するものではなく、また、いかなる特許とも対立するも
のではなく、当社は、明示的または黙示的に関わらず、その使用が
いかなる特許も侵害しないという一切の表明または保証を行いま
せん。さらに、ここに記載されている情報または情報が言及している
製品について、明示的または黙示的に関わらず、特定の目的への適
合性、その他の特性について一切の表明または保証を行いません。
また、個々に記載されているいかなる内容も、販売者の販売条件を
放棄するものではありません。

当社の製品の取り扱いや保管の際に守るべき安全上の注意事項を
示す安全性データーシートは、オンラインまたはご要望により入手
可能です。当社の製品を取り扱う前に、利用できる材料の安全情報
を入手し、確認する必要があります。記載されているいずれかの材
料が当社の製品でない場合、それぞれのメーカーによって推奨され
る適切な産業的衛生およびその他の安全措置を遵守する必要があ
ります。

© 2019 Eastman本書に記載されているEastman商標は、Eastmanまた
はその子会社の商標であるか、ライセンスの下に使用されています。
® 記号は、米国内での登録商標を表しており、また国際的にも登録
されている場合があります。本書に記載されているEastmanのもの
ではない商標は、それぞれの所有者の商標です。


