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ロールスクリーン

Roll Screen
バーチカルブラインド

Vertical Blind
プリーツスクリーン

Pleats Screen

ソフィー
電動タイプ

01

ソフィー
ミニマルタイプ

02

ソフィー
標準タイプ

03

ソフィー
標準タイプ

04

ソフィー
標準タイプ

05

ソフィー
ミニマルタイプ

06

ソフィー
標準タイプ

07

アルペジオ
標準タイプ  センターレーススタイル

13

アルペジオ
レールジョイントタイプ  モアラップスタイル

14

もなみ
ツインスタイル

17

もなみ
アップダウンスタイル

18

もなみ
ツインスタイル

19

もなみ
シングルスタイル
ツインスタイル

20

レフィーナ45
ツインスタイル

21

レフィーナ25
ツインスタイル

22

ハニカムスクリーン

Honeycomb Screen
調光ロールスクリーン

Light Control Roll Screen
ウッドブラインド

Wood Blind

セレーノグランツ
標準タイプ

32

セレーノフィット
標準タイプ

33

セレーノグランツ
標準タイプ

34

セレーノオアシス
標準タイプ

35

ベネシャンブラインド

Venetian Blind

アルペジオ
標準タイプ　シングルスタイル

（一部コーナー窓仕様）

12 ha・na・ri（ハナリ）
カバーレスタイプ

23

ha・na・ri（ハナリ）
カバーレスタイプ

24

ha・na・ri（ハナリ）
標準タイプ

25

クレールグランツ
標準タイプ

26

クレールグランツ
防炎・耐水タイプ

27

クレール
標準タイプ

28

クレール
標準タイプ

29

クレール
標準タイプ

30

クレール
防炎・耐水タイプ

31

ソフィー
標準タイプ

08

ソフィー
大型手動タイプ

09

ソフィー
標準タイプ

10

ソフィー
タペストリータイプ

11

アルペジオ
標準タイプ  センターレーススタイル
標準タイプ  シングルスタイル

15

アルペジオ
標準タイプ  シングルスタイル  
ミックスルーバー
クレール
標準タイプ

16

１日のはじまりは、ブラインドをあけることから。部屋いっぱいに新しい光が満ちていく。

大きく伸びをして「今日も１日頑張ろう」と笑顔を作る。気持ちが潤いすべてが心地よくなる。

私たちニチベイが住まいのブラインドやロールスクリーンを通じてお届けしたいのは、その「心地よさ」。

窓装飾の専門メーカーとして、みなさまが求める快適な住空間を実現するために、

窓まわりのあらゆるご要望に技術と熱意を持って全力でお応えしています。

自由な採光、プライバシーの対策、お部屋を演出する多彩なコーディネート。

幅広い商品ラインアップと豊富な経験に基づく技術で、ハイ・エンドなライフスタイル空間を創造します。

どこまでも心地よく、心が安らぐ空間へ。わが家の快適な時間を品質で支えます。

空間と光のコントラストが、日常の「心地よさ」を演出する。

感 動 の 時 間 を 品 質 で 支 え る
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ロールスクリーン
シースルー生地でも遮熱性能の高い
高機能スクリーン。高層フロア特有の
強い陽射しを抑えながら開放感をその
ままに。

ソフィー　電動タイプ
フォスキー遮熱  N7261

Roll Screen

01



ロールスクリーン
あたたかなカラーが横にゆったりと流れ
るように織られた生地。モダンな中に
も柔らかさが感じられるインテリアに。

ソフィー　ミニマルタイプ
シエル  N7005

Roll Screen
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ロールスクリーン
スモークがかった優しいカラーの遮光
1級のスクリーン。静かに心地よく過
ごしたいベッドルームに最適です。

ソフィー　標準タイプ
フォルゼBC  N7236

Roll Screen
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ロールスクリーン

グリップを引いてスクリーンを
上下させる操作方法のロール
スクリーン。高い位置にグリッ
プがあるので小さなお子様の
手が届かず安心です。

スマートコード式

ソフィー　標準タイプ
リーチェ  N7541

Roll Screen
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ロールスクリーン

ふんわりと光を迎え入れる透け感の生地。
陽に透けるとより感じられる波状の模様
が空間をラグジュアリーに演出します。

ソフィー　標準タイプ
クラン  左から1・3枚目：N7001
クラン  左から2・4枚目：N7002

Roll Screen
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ロールスクリーン
織り柄の生地でありながら裏面も同様
の美しい柄をみせる生地。スリムなボ
トムのミニマルタイプを選択してスタイ
リッシュな大人のスタイルに。

ソフィー　ミニマルタイプ
シャロル  N7009

Roll Screen
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ロールスクリーン（経木）

間仕切りにすだれ調のロールスクリーンと窓辺
にムジナキク柄のシースルー。しっとりとした
和の雰囲気にモダンさが漂う洗練された装い。

ソフィー　標準タイプ
間仕切り	：	トキワ		N7050
窓側	 ：	ムジナキクオパール		N7048

Roll Screen
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ロールスクリーン（経木）
生成りとミディアムダークの和紙素材
が交互に織られたすだれ調のロールス
クリーン。石や木など自然を感じられ
るインテリアと調和します。

ソフィー　標準タイプ
ツヅリ  N7059

Roll Screen
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ロールスクリーン（経木）
高いデザイン性をもって編まれた経木の
ロールスクリーン。大きな開口部に一枚
で付けることで格を感じさせる装いに。

ソフィー　大型手動タイプ
斑鳩  K2039

Roll Screen
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ロールスクリーン（経木）
ナチュラルカラーの竹経木にホワイト
の不織布が織り込まれた経木。自然
な風合いをもちながら視界が抜け過ぎ
ない空間はもてなしの場に。

ソフィー　標準タイプ
彩月  K2001

Roll Screen
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ロールスクリーン（経木）
太い横ヒゴと細い横ヒゴが順に組まれ
たタペストリータイプの経木。庭との
つながりを感じられる透け感が和の空
間に広がりを。

ソフィー　タペストリータイプ
長月  K2007

Roll Screen
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バーチカルブラインド

ゆらぎを感じさせる優雅な生地の
ルーバー。コーナー窓仕様を使用
して角部の隙間を最小限に抑え連
続性の美しい窓辺に。

アルペジオ
標準タイプ　シングルスタイル

（ソファー背面側のみ：コーナー窓仕様）
シャロル  A7707

Vertical Blind
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バーチカルブラインド

柔らかな光を取り込むミディアム生地と
シースルー生地のルーバーが交互に機
能するスタイル。より繊細な調光がダイ
ニングを彩ります。

アルペジオ
標準タイプ　センターレーススタイル
クラン  A7702

Vertical Blind
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バーチカルブラインド

ルーバーの重なり幅が大きいモアラップスタイル。
加えて、レールジョイントタイプにすることで壮観
かつラグジュアリーなリビングに。

アルペジオ
レールジョイントタイプ　モアラップスタイル　
クオーレ  A7732

Vertical Blind
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バーチカルブラインド

遮熱性能を持つ光沢のあるルーバー。左手の中庭側はセ
ンターレーススタイルで視界を広げ、右手の玄関ポーチ
側はシングルスタイルでプライバシー保護と使い分けを。

アルペジオ
左：標準タイプ  センターレーススタイル
　　フェアフレクト遮熱／センターレース　A7830/1341

右：標準タイプ  シングルスタイル
　　フェアフレクト遮熱　A7830

Vertical Blind
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左：バーチカルブラインド
右：ウッドブラインド

カラーを自由に選んで配置できるミックスルーバー。ニュアンスカラーを
選択して大人のグレイッシュインテリアのアクセントに。

左：アルペジオ  標準タイプ  シングルスタイル  ミックスルーバー
　　フェスタⅡ  A7764  A7765  A7766

右：クレール  標準タイプ
　　エイジング  K822

Vertical Blind
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プリーツスクリーン
深みのある皺が存在感のある光の陰
影を作り上げる生地。ツインスタイル
でシーンに合わせた調光を。

もなみ　ツインスタイル
みなもⅡ  M8196／魯山  M8071

Pleats Screen
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プリーツスクリーン
植物の繊維質が無造作に織り込まれ
たような独自の風合いの生地。アップ
ダウンスタイルで和室特有の視線の高
低変化に対応します。

もなみ　アップダウンスタイル
アシベ  M8092

Pleats Screen
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プリーツスクリーン
濃淡の細い横ラインが美しいプリーツ
生地。ダーク色で統一されたシックな
和モダンの内装に目を引く緋色の生地
が映える。

もなみ　ツインスタイル
みなもⅡ  M8194／カガリ  M8095

Pleats Screen
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プリーツスクリーン

光を和らかく映す温かみのある和紙調の生地。横のプリー
ツラインが廊下や部屋の奥行を深く感じさせます。

もなみ
右2台：シングルスタイル

きさら　M8002

左2台：ツインスタイル
みなもⅡ　M8187／きさら　M8002

Pleats Screen
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ハニカムスクリーン
上部はシースルー、下部は淡い光を
取り入れる生地のハニカム構造のスク
リーン。断熱性能に優れ部屋の暖かさ
を保ちます。

レフィーナ45　ツインスタイル
シュピエ  H1114／ココン  H1105

Honeycomb Screen
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ハニカムスクリーン
シースルーを上に、遮光生地を下に選
んだハニカムスクリーン。静かな眠り
も朝の爽やかな光も必要とするベッド
ルームに。

レフィーナ25　ツインスタイル
みなもⅡ  H1016／オストル  H1010

Honeycomb Screen
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調光ロールスクリーン
ha・na・ri は繊細なレースとブラインド
の機能性を兼ね備えた新しい調光ロー
ルスクリーン。光もやすらぎも両立させ
た空間に。

ha・na・ri　カバーレスタイプ
シュエル  G1001

Light Control Roll Screen
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外から透けて見えやすい夜でも全閉にするとプライバシーを
守ることができる透け感



調光ロールスクリーン
ほんのりとオレンジがかったカラーの
生地。フロントとバックのレース生地
を通した柔かな光がモダンなグレイ-
ブラウンのインテリア空間を包みます。

ha・na・ri　カバーレスタイプ
シュエル  G1003

Light Control Roll Screen
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調光ロールスクリーン
スノーホワイトの生地とシースルー生
地の組み合わせ。さわやかな光がホワ
イトナチュラルインテリアを包みます。

ha・na・ri　標準タイプ
シュエル  G1001

Light Control Roll Screen
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ウッドブラインド

エンボス加工で木目を強調した
高級感のあるブラウンカラーの
スラット。インテリアにラグジュ
アリーな落ち着きを。

クレールグランツ　
標準タイプ
グレイン  K512

Wood Blind
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ウッドブラインド
防炎・耐水機能をもつナチュラルカラー
のスラット。木目柄がキッチンにあたた
かな幸福感を感じさせます。

クレールグランツ　防炎・耐水タイプ
ベーシックFR  K612

Wood Blind
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ウッドブラインド
アンティークグレイの柔らかなカラー
のスラット。アイアン素材やユーズド
感のある木製家具と調和します。

クレール　標準タイプ
アンティーク  K824

Wood Blind
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ウッドブラインド
時を経てきたようなテイストのホワイト
スラット。穏やかに流れた時を感じさ
せる床材やインテリアに溶け込みます。

クレール　標準タイプ
アンティーク  K821（+カーテン）

Wood Blind
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ウッドブラインド
自然素材のウッドカラーが様々な表情
を見せるスラット。グレイカラーと合わ
さりホワイト基調のインテリアを柔ら
かな印象に。

クレール　標準タイプ
ベーシック  K120

Wood Blind
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ウッドブラインド
ラグジュアリー感のある木目調のブラ
ウンカラースラット。防炎・耐水機能
のブラインドがバスルームに満ち足り
たリラックスをもたらします。

クレール　防炎・耐水タイプ
ベーシックFR  K613

Wood Blind
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ベネシャンブラインド
アルミに木目のプリントがほどこされた
ウッドフェイススラット。さらにスラッ
トに穴のないこだわりのブラインドで
自分だけのプライベート空間を心地よ
く演出。

セレーノグランツ　標準タイプ
ウッドフェイス  V1809

Venetian Blind
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ベネシャンブラインド

アルミの表面に錆のようなエイジ
ング加工をほどこしたマテリアルス
ラット。ヴィンテージ小物やシャ
ビーシックなインテリアとの組み
合わせを楽しむ。

セレーノフィット　標準タイプ
マテリアルフェイス  V1901

Venetian Blind

33



ベネシャンブラインド
スラットにコード穴のないアルミブライ
ンド、セレーノグランツ。光漏れの少
ない高い遮光性は快適な寝室環境を
作り上げます。

セレーノグランツ　標準タイプ
ベーシック-ナチュラル  V1038

Venetian Blind
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ベネシャンブラインド
クールで清潔な印象のホワイトグレイ
カラースラット。耐水性の高いブライ
ンドは気持ちのよいバスタイムを演出
します。

セレーノオアシス　標準タイプ
ベーシック-ニュートラル  V1001

Venetian Blind
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●品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。
●カタログのカラーは印刷のため、現物とは多少の相違があります。
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