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吸音パーテーション



吸音パーテーション

視線だけではなく周囲の音も和らげることができるパーテーションです。

工業分野での実績を基に、材料の吸音材から新規開発。

高密度なポリエステル繊維と特殊な表皮が音を吸収しザワツキや反響を抑えます。

組立式なので、使わない時はパーツを分解してスマートに収納可能。

お部屋との調和はもちろん、インテリアのアクセントとしてもお使い頂けます。
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私たちについて

製品について

株式会社リブグラフィは、創業 60 年以上の防音・防振などの工業系部品

ファブレスメーカーの社内ベンチャー企業として 2014 年に誕生しました。

取引先である複数のグローバル企業に採用されている高性能な吸音材を、

騒音に困っている消費者の方々にもお届けしたい、そのような想いで起業しました。 

お客様の「快適な生活環境の実現」を目指し、様々な商品を企画・販売しています。

安心の日本製

製品は全て日本国内で製造しています。

また、ふとんやマットレスと同様の工場で成型される

人が素手で触れても安全なポリエステル繊維を

主原料としており、家庭での使用でも安心です。

用途別の正確な商品提案

リブグラフィの製品は「研究」「評価」「企画」「設計」「販売」を

自社で行っています。社内で性能テストを重ね、用途や環境など

から判断し、よりよい防音方法を提案致します。

工業分野でも使われる確かな性能

製品の材料には、防音・防振などの工業系部品としても

使用可能なレベルの高性能な吸音材を使用しています。



全 8 色のナチュラルなカラー展開で、リビングなどでの使用でもお部屋の雰囲気を崩しません。

住空間での使用を想定し、柔らかい素材を使用。

角を丸め安全に配慮したデザインとなっています。さらに、本体は女性でも楽に持ち運べる軽量設計。

薄型なので、収納場所も選びません。

組立ては付属のバンドで繋げるだけなので、誰でも簡単に組立てができます。

インテリアデザインと機能性の両立

ナチュラルなカラーなのでリビングなどの共有スペースでもインテリアを邪魔しません。

柔らかい繊維が折り重なった吸音材を材料に

使用しているので、クッションのような弾力が

あります。また、全体がフェルト素材なので床や

壁に傷をつけにくく安心です。

インテリアと調和する自然なカラー

柔らかいクッション素材
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スリムで場所を取らない

d e s i g n

スリムなデザインで、使用場所を選びません。

また、自在に折りたためる構造のため、

お好みで角度を調整頂けます。

使わない時はパーツを解体すれば収納も簡単。

持ち運び簡単

1 枚約 1.2kg の軽量なパネルなので、

誰でも持ち運びらくらく。

軽量でスマートなデザイン

連結部にはレザーバンドを使用

デティールまでこだわったデザイン

フェイクではなく本革を使用することで、強度はもちろん革特有の色味や風合いの違いを

お楽しみいただけます。

連結イメージ
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工業分野での実績を基に、材料の吸音材を新規開発。

パーテーションに、従来の目隠し・間仕切りといった視覚的な機能だけでなく

新たに「吸音」という音へのアプローチを付加することで、さらにパーソナルな

空間をつくることを可能にしました。
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p r o d u c t工業分野でも使われる吸音技術をご家庭にも

様々な商品と使用場面の比較

吸音のしくみ

極細の繊維が音波を微弱な熱エネルギーに

変換、吸収し音の反射を抑える

フェルト生地と高密度極細繊維の 2 層構造で音を逃がしません。

パーテーションなし 通常のオフィス用パーテーション TRANQORD吸音パーテーション

表面のフェルトが音が通る時の力を分散し

弱め、更に入ってきた音を閉じ込め逃がさない

目線

吸音

遮音

目線

吸音

遮音

目線

吸音

遮音

ポリエステル繊維フェルト生地 +
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生活シーンに合わせて様々な使い方が可能

吸音パーテーションを使うことで、どこでも集中して作業ができる

「こもり空間」を簡単に作ることができます。

視線を遮るだけでなく、囲われた空間の内外の音を TRANQORD が吸音し

和らげることで、自宅内でオンとオフが混在することによる気疲れを解消し、

完全な分離とは違った家族との心地良い距離感を作り出します。

ここではその使い方の一例をご紹介します。

h o w  t o  u s e
for  HOME　… p8 ～ p11

for  OFFICE　… p12 ～ p14
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HOME

くつろぎスペースの一部を集中ブースとして利用

パーテーションで周りを囲うことで簡易的な作業スペースを作ることができます。

リビングのようなスペースでも音の繋がりや視線を和らげ、集中して作業することが可能です。

カウンターテーブルで使用することで、より個室感を高めた空間を作ることができます。

color：サフランイエロー
4 枚セット×1



HOME
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在宅ワークで集中したい時に

在宅ワークなどで作業する際の集中ブースとして使用できます。

簡単に設置でき、収納場所も取らないため、一般のご家庭でも手軽に導入できます。

在宅ワークの場合、急なテレビ会議の背景隠しとしてもご使用頂けます。

また、完全に背後を囲むように設置することで吸音効果も見込めます。

表面にフェルト生地を使用し、暮らしの中でも

馴染む温かなデザインに仕上げました。

また、角を丸めることで従来の事務用品特有の

無骨さもなく、お子様のいる家庭でも安心して

ご使用頂けます。

在宅ワークでのテレビ会議に

住空間にも馴染むナチュラルなデザイン

表面生地イメージ 角を丸めたデザイン
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HOME

目隠し用の衝立として利用

従来のパーテーションと同じく、目隠しとしてのご利用ももちろん可能。

お部屋のインテリアのワンポイントとして置くこともできます。

color：ベージュ
4 枚セット×1



HOME

P.11

吸音効果と設置方法

TRANQORD パーテーションは高い吸音性能を持つ素材で作られていますが、

使い方によってその効果に大きな差が生じる場合がございます。

下記は、効果的な設置方法と、効果を感じづらい設置方法の例です。

吸音効果をご希望の方は、ご参考くださいませ。

パーテーションを背後に囲むようにして

設置することで、内部で発生した音を

パネル表面が吸収するため、

吸音効果を出すことができます。

パーテーション内の無駄なざわつきを

抑えることができるため、

集中ブースとしての使用がおすすめです。

吸音効果

部屋の間仕切りとしてリビングの中央等に

設置した場合は、パーテーションが周囲の

音を拾いきれないため、吸音効果が大幅に

下がってしまいます。効果を上げる場合は、

静かにしたい空間をパーテーションで

囲むか、できるだけ音の方向を絞れる壁際

で使用することをおすすめします。

吸音効果

効果を感じづらい設置方法

効果的な設置方法
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OFFICE

広い空間を打合せブースに

広間をパーテーションで切り取り、簡易的な打合せブースを作ることができます。

解体・組立が簡単なので、打合せブースとして使った後に別の場所で電話ブースとして使用するなど、

使いたい時、用途によって使い分けができ、可変性のあるワークシーンでもフレキシブルに対応します。

普段は収納しておくことで、スペースに余裕のないオフィスでも手軽に導入可能です。

color：アイスブルー
4 枚セット×1
追加パネル×8



OFFICE
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使う枚数を変えてアレンジも

パーテーションはそれぞれ 4 枚のパネルに分解できるため、

複数セットを繋げて使用することで大きいスペースでの使用も可能です。

自由に角度を変えられるので、曲線的な使い方も可能です。

円を描くように設置することで、モダンな印象を演出することができます。

パネルには左右パーツと中央パーツがあります。

中央パーツを左右パーツで挟むように連結する

ことで複数のパネルを繋げることができます。

※ATTENTION
追加パネルは中央パーツのみの取扱いとなって
おります。追加パネルのみでもパネルの組立は
可能ですが、バンド穴が余ってしまうため外観を
重視される場合は本体セットと組み合わせての
ご使用をお勧めします。

連結について

5 枚のパネルを繋げる場合

4 枚セット 追加パネル
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OFFICE

オフィスの電話ブースとして利用

パーテーションを円柱のように置くことで、吸音効果が上がり、

オフィスの電話ブースとして利用することができます。

壁際などに設置すると、より効果的です。

color：ミッドナイトブルー
4 枚セット×2
追加パネル×4
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製品情報

※製品価格は全て税込価格です。

i n f o m a t i o n

TRANQORD
吸音パーテーション 4 枚セット

TRANQORD 吸音パーテーション

TRANQORD 吸音パーテーション 追加パネル

商品コード 

qon-hf-0002

サイズ

（高さ）1600mm（幅）1580mm（厚み）30mm

※横幅はお好みで調整可能

商品重量

1.2kg/枚　※4枚合計で4.8kg

素材 

ポリエステル繊維

付属品 
固定用バンド（9個）

¥39,800

TRANQORD
吸音パーテーション 追加パネル

商品コード 

単品：qon-hf-0002-t

同時購入：qon-hf-0002-d

サイズ

（高さ）1600mm（幅）420mm（厚み）30mm

商品重量

1.2kg

素材 

ポリエステル繊維

付属品 
固定用バンド（3個）

単品：¥12,800 同時購入：¥9,950
オリーブグリーン

ミッドナイトブルー

グレー

サフランイエロー

ベージュ

アイスブルー

モカブラウン

チャコール

オリーブグリーン

ミッドナイトブルー

グレー

サフランイエロー

ベージュ

アイスブルー

モカブラウン

チャコール



LIBGRAPHY
https://shop. l ibgraphy.co. jp/

株式会社リブグラフィ
〒541-0051 
大阪市中央区備後町2-5-8
綿業会館5階
（TEL）06-4707-6055
（FAX）06-4707-6053
（MAIL）info@libgraphy.co. jp


