
合わせガラス向け高性能中間膜

Basically brilliantBasically brilliant
Vanceva® ホワイトコレクション 



洗練されたホワイト
古の時代から、ホワイトは建築において重要な色と
されてきました。現在、ホワイトはモダニズムの理
想となっています。とはいえ、ホワイトが建築家や
建築業者に選ばれる理由は様々です。ホワイトは空
間に開放感と清潔感を演出する色。クラシックであ
りながらモダン。エレガントでシンプルです。

多くの人達にとって、ホワイトは、純粋、平和、完
璧を象徴する色なのです。そして現在、明るく半透
明のデザインであなたのデザインを引き立たせる最
適な方法がここにあります。合わせガラス向け高品
質中間膜の Vanceva® ホワイトコレクションです。 

調和の取れたホワイト
内外装の両方の用途において、Vanceva のホワイト 
中間膜は、光が通るプライベートな環境を作り上げ
る、完璧な光の遊びと調和の取れた不透明感を併せ
持つ美しいデザインを実現します。

すべての Vanceva 中間膜同様、ホワイトコレクショ 
ンは、ごく普通のガラスを、以下の用途に理想的な
スタイリッシュな安全ガラスへと生まれ変わらせる
調和の取れた色を提供しています。 

• パーティション
• 壁面クラッディング
• ホワイトボード
• ビデオプレゼンテーションスクリーン
• フローリング
• ファサード
• 家具
• 商用サイネージ
• 室内ドアとバルコニー
• 美術館・博物館
• 病院
• ホテル 
• 会議室
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卓越した品質と多様性
Vanceva ホワイトコレクションは幅広い選択
肢があるため、デザイナーや建築家は、彼ら
が必要とする可視光線透過率、日射吸収率、
日射侵入率、U ファクターを指定することが
できます。 

Vanceva Cool White （カラーコード：000A）
ひっそりとしたプライベート感や、独特なス
タイルを醸し出す魅力的なくぐもった外観を
創出します。美しく半透明のクールホワイト
は高い光透過率（～80%）を有し、プライバ
シーを維持しつつ空間に光を通します。複層
に重ねることで、光の透過率をさらに軽減さ
せることができます。また、クールホワイト
を他の Vanceva カラー中間膜と重ねること
で、どのカラーでも不透明な効果を得ること
ができます。 

太陽光透過率 67%
可視透過率 81%
太陽光吸収率 25%
SHGC 0.75
遮断係数 0.86
U-ファクター (W/m2 K) 5.74

 

Vanceva Arctic Snow  （カラーコード：0009)
中程度の光透過率（～65%）のアークティッ
クスノーは、完全には不透明ではない快適
なプライベート感を演出するために選択し
ます。複層に重ねることで、光の透過率を
さらに軽減させることができます。 
その他の Vanceva コレクション同様、どの
カラーでも、アークティックスノーを他の 
Vanceva 中間膜に重ねて不透明な効果を得
ることが可能です。 

太陽光透過率 60%
可視透過率 68%
太陽光吸収率 33%
SHGC 0.70
遮断係数 0.81
U-ファクター (W/m2 K) 5.74

Vanceva Polar White  （カラーコード：000F）
可視光透過率の低い（～7%）のポーラーホ
ワイトには、色の均一性を提供しながら
も、視界をブロックするという優れた効果
があります。ポーラーホワイトは、キレの
良いホワイトのグレージングを望むデザイ
ナーや、1 枚のガラスに 2 つの異なる色（
すなわち、一方の面がホワイトで、もう一
方の面がほぼ不透明な別の色）を採用した
いデザイナーには理想的な製品です。

太陽光透過率 10%
可視透過率 7%
太陽光吸収率 46%
SHGC 0.25
遮断係数 0.29
U-ファクター (W/m2 K) 5.74
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半透明性と不透明性
Vanceva を使えば、適したレベルの半透明さや不
透明さを実現するのは、白か黒かを決めるような
簡単なことです。たとえば、ホワイト PVB 中間
膜をカラー中間膜に重ねれば、適正量の光を通
す美しい半透明性をデザインに加えることが
できます。 

反対に、Vanceva アブソリュートブラック 
  中間膜は、不透明性を加えるもう 1 つの 
オプションです。中間膜は調和の取れた均質
な色となり、両面で色が異なるアプリケーシ
ョンやスパンドレルアプリケーションに最適
です。

Vanceva Absolute Black  
（カラーコード：000G）

光線透過率 0% のアブソリュートブラック
は、市場に出回っているどのブラックガラス
製品と比較しても、優れた不透明性と均質の
色合いの表面を有しています。黒色ペイント
ガラスと比較しても、アブソリュートブラッ
クはより優れた美しさと外観のクオリティ

（ピンホールが一切ない）を提供します。 

日射透過率 0% 
可視透過率 0% 
太陽光吸収率 95%
SHGC 0.31
遮断係数 0.36
U-ファクター (W/m2 K) 5.74

本書に記載されるデータおよび情報は計算に基づくものであり、すべての
サンプルまたは用途に保証されているものではありません。すべてのデー
タは、米国エネルギー省ローレンス・バークレー研究所（Lawrence Berkeley 
Laboratory：LBL）のWindow 7、NFRC/ASHRAE 冬季条件、 
ガラス中央部の値、米国標準単位を用いて計算されています。合わ 
せガラスは、3 mm（0.125 インチ）透明ガラス [Saflex 中間膜] 3 mm 

（0.125 インチ）透明ガラスとして製造されています。特に明記し 
ない限り、カラー合わせガラス構成は 0.38 mm Saflex 中間膜で構成 
されます。
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信頼のカラー 
Vanceva 中間膜は 2 枚のガラスの間
に挟み込まれているため、維持と清掃
が簡単です。熱と光に対する安定性を
具えた着色剤で製造されており、色落
ち耐性のある色を作り出します。 

さらに、Vanceva カラー中間膜を使っ
た合わせガラスは、波長 380 nm ま
での有害な紫外線を最大 99 ％ まで
遮断して紫外線照射から効果的に保護
し、グレア（眩しさ）、太陽光の透過
や侵入を軽減します。

詳しくは、詳しくは、www.vanceva.com  
をご覧ください。をご覧ください。
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建築家とデザイナーが 
信頼を寄せる Saflex®  
と Vanceva®

安全、性能、快適性が最も重視される状況 
において、Saflex と Vanceva は世界中の 
建築家およびデザイナーから支持されてい 
ます。信頼される理由は単純です。仕様や
性能の目標に関係なく、Saflex の中間膜技術
は要求の厳しい案件においても先進のグレ
ージング性能を発揮するからです。

お問い合わせ先お問い合わせ先
vanceva@eastman.com

ここに表記する情報や推薦事項の正確性には万全を期しておりますが、Eastman 
Chemical Company (「Eastman」) と、その子会社は、その内容の完全性や正確性に
関して、一切保証するものではありません。貴社での使用、環境保護、貴社の従業
員の健康や安全、また貴社の製品の購入者に対する適合性や完全性に関しては、
貴社が自ら判断を下すものとします。ここに表記されている内容は、いかなる特許
に抵触する、いかなる製品、プロセス、装置、組成を使用するための推薦事項とみ
なされるべきではなく、当社は、明示あるいは黙示を問わず、その使用が特許侵害
とならないことを一切保証するものではありません。情報やその情報が言及する
製品に関して、明示あるいは黙示を問わず、商品性、特定目的適合性、またはその
他のあらゆる特性を保証するものではなく、ここに表記されているいかなる内容
も、販売者のいずれの販売条件も撤回するものではありません。

当社の製品の取り扱いまたは保管の際に遵守すべき安全に関する注意事項を示
した安全データシートは、オンラインでまたはご請求により入手可能です。本製品
を取り扱う前に、原料安全情報を取得し検討してください。記載されている原料が
、当社の製品ではない場合、原料の製造者により推薦されている適切な産業衛生
と安全に関する注意事項を遵守してください。

© 2021 Eastmanここに表記されるEastmanブランドは、Eastmanまたはその子会社
の商標、またはライセンスに基づいて使用されている商標です。®マークはアメリ
カ合衆国内で商標登録済であることの証明であり、国際的に登録されている場合
もあります。ここに表記されるEastman以外のブランドは、それぞれのブランド所有
者の商標です。

www.vanceva.com


