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膜で建物を着せ替える。

■ プリーツ. I
設　計：小川博央建築都市設計事務所
施　工：冬木工業

設　計：SUPPOSE DESIGN OFFICE
施　工：冬木工業

● ｢Building Costume(ビルディング・コスチューム)｣は既存の外装はそのままに、衣装をまとうかのように建物の外観を
劇的に変えることができます。

やわらかなテキスタイルの質感と機能によって、特徴的なファサードと優れた居住性・省エネ性を併せ持つことができます。
シンプルな部材構成で実現する、これからの時代に向けた新たなファサードシステムが｢Building Costume(ビルディング・
コスチューム)｣です。



見慣れたビルのイメージが、
ここまで変わります。
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■ 三井生命保険 成城ビル
施　主：三井生命保険
施　工：シミズ・ビルライフケア

■ ほうらいけん
設　計：(milligram) studio inc
施　工：松栄産業

■ O BLD.

施工前状況

● メッシュ膜材は外からの目隠し効果を保ちつつ、室内からは外部への視界を確保します。
透光性や通風性があるため、窓を含む建物全体を包み込むことが可能で、リニューアル前に比べ機能性がより向上します。



■ 立川市子ども未来センター
設計・施工：清水建設

■ ハウスプラザ
設　計：邑建築設計事務所
施　工：蓮川工務店

■ 銀座エルメス
設　計：サン・アーキテクツ
施　工：三井建設

■ みなとパーク芝浦
設　計：NTTファシリティーズ
施　工：鹿島・きんでん・東熱・須賀JV

■ イービーンズ
設　計：一級建築士事務所 海老沢宏環境工房
施　工：北野建設

建築に新しい衣装(意匠)を。
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● 膜材の特性である｢軽さ｣、｢やわらかさ｣は建物全体にスタイリッシュな印象を醸し出します。
スマートなフォルムは建物を新たなランドマークとして蘇らせます。



■ ペプチドリーム本社・研究所
設　計：竹中工務店 東京一級建築士事務所
施　工：竹中工務店 横浜支店

■ ホテルサンルート大阪なんば
設　計：イリア
施　工：高島屋スペースクリエイツ

■ イオンモール徳島
環境設計：ジーク
設計・施工：西松建設西日本支社一級建築士事務所

街に彩りを与える。
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● 演出照明やプリントによる多彩なカラーデザインで建物を華やかに彩り、雰囲気のある空間を創出、周りの人々の目を
惹きつけます。



■ GS Xi model house
設　計：Mass studies
施　工：Eunmin E&C

■ AGC旭硝子 鹿島工場
設　計：阿部兄弟建築事務所
施　工：松尾工務店

■ ユニクロ心斎橋店
施　主：ソクラテス特定目的会社 プロジェクトマネージャー平和不動産
内外装デザイン：藤本壮介建築設計事務所
基本設計・設計監理監修：日建設計
実施設計・監理：大林組大阪本店 一級建築士事務所
施　工：大林組

膜でイメージ革新。
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● 新たなスタイル、膜ファサードは軽快さ、やわらかさを活かし今までに無いデザインが可能で、インパクトを与えられます。
オリジナリティあふれる建物は存在感を際立たせることで、建物の価値を高めることが期待できます。



既　存 膜ファサード有り

既存ガラス窓に対し、膜ファサードを取付けることにより

〈設定条件〉
想定地域 ： 次世代省エネ基準に基づく地域区分Ⅳ（東京・名古屋・大阪・福岡等、大都市圏）
建物規模 ： W43.2ｍ×L28.8ｍ×10階建想定のうち、基準階一層分のデータ
　　　　　（東・南・西面の3面が窓）
想定用途 ： オフィスビル
室内環境 ： 冷房25℃（湿度40％）、暖房22℃（湿度40％）
内部発熱 ： 照明15、PC10、人0.1（単位W/ｍ2）、同時に照明負荷の低減を実施
稼動時間 ： 9：00～19：00
窓部素材 ： ガラス FL10ｔ/メッシュ膜材 開口率25％

（年間空調負荷 73.8kWh/m2・年→52.9kWh/m2・年）
年間空調負荷 28.3％減

既存の開口部

ガラス
（FL10ｔ）

ガラス 膜
（FL10ｔ＋メッシュ膜：開口率25％）

熱

7％
反射

74％
透過

20％
透過

33％
反射

熱
膜ファサード

(※ Arupとの協働シミュレーションによる)

外壁などの
落下物

外壁への設置状況

室内からの視界

５つの特長
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メッシュ素材

●ビルディング・コスチュームは主にビルや店舗などに対して行う外装リニューアル工法で、従来工法(アルミ・
ステンレスパネルなどを貼り合わせる補修工法)と比較し、窓も覆うことが可能で、日射遮蔽によるエコメリット
を発揮します。
また軽量で大面積を一度に覆うことができるため、施工性や安全性にも優れています。

ポリエステル繊維にPVCをコーティングしたファサード用メッシュ素材です。
開放率は28％を有した防炎製品です。組合せによる表現力が可能です。

1
自由形状による意匠性特 長

膜材の軽さ・やわらかさにより高い意匠(衣装)性に優れ
ています。豊富なカラーラインアップで外装を華やか
に彩ることができます。

2
照明効果による演出性特 長

透け感が軽快なメッシュ膜材は、夜間の室内からの光が透
過されラインティング効果を高めます。昼・夜で違う膜フ
ァサードが演出でき、街の景観デザインに貢献します。 5

外壁落下による二次災害防止特 長

外壁などの落下物の飛散を膜ファサードが防ぎ、二次災害防止効果が期待できます。

3
日射遮蔽による省エネ効果特 長

膜材は光の反射率が高いため、日射遮蔽により室内の温度上昇が軽減でき、省エネ効果が期
待できます。ガラス窓に膜ファサードを取り付けたとしても、開口率28％有しており外部へ
の視界を確保します。

4
コスチュームチェンジ特 長

数種類あるフレームを組み合わせ、建物にフレームを固定し、次にフレームに合わせ膜材を
取り付けます。専用の工具による簡単な作業で、取り付け可能です。また後の、膜材張替も
低コストで取り付け可能です。

フレームを組むBefore（施工前） After（完成）膜材の取り付け

衝撃試験：タイルの落下が膜材に及ぼす影響
膜パネルを水平にした状態で設置し、タイルを上から落とし、膜面への影響を確認する。 

膜パネルの破損無し

タイル

2,0
00

膜パネル

膜パネルの大きさ：1.8m×1.8m
タイルの種類：モザイクタイル(95×45)
タイルの大きさ：300mm角モルタル付き(約2.7kg)
タイルの枚数：1ユニット
落下高さ：2.0ｍ

アッシュブロンド
381-3109

シルバーメタリック
381－3128

インターフェレンシャルグレー
381－3121

サンディベージュ
381－3123

ビートンメタル
381－3125



海外事例
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■ Susa Heubach

■ aqua-life

■ Carré Léon Gaumont

■ Airport Berlin

■ Stücki Business Park

■ Migros Car Park

■ derCube ■ KaiSpeicher

■ Blackburn stadium parking

※) 海外事例であり、当社の実績ではありません。
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私たちは、地球に優しい循環型社会の構築に貢献します。

環境貢献の太陽工業

環境省より広域認定(認定番号227号)を取得しています。
すべての膜材料を使用後に回収し、産業廃棄物ではなく、完全リサイクル(ガス化による発電利用)することが
可能です。

環境にやさしい膜構造
■ 広域認定制度（環境省）の認定を受け、膜材の完全リサイクルの仕組みを整えています。

　耐火構造（準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様）の外壁や軒裏に木材等の可燃材料を張る場合の取扱
いである。それぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる程度のものであれば支障がないものとした。
ただし、この扱いについては、例示仕様（告示）に示された構造方法の表面に張る場合であり、認定耐火構造
等にあっては表面材を含めた認定が原則必要である。
　なお、ＦＲＰ製等の表面材で火災時に高熱を発するなど一定の遮熱性能を損ねるおそれのある場合は大臣の
認定が必要と思われる。

■ 解　説

1

膜体加工工場登録制度は、(一社)日本膜構造協会の加工工場登録規程に則って、工場登録専門委員会による審査を
経て、膜構造に係る適切な品質を有する膜体を製造することができる膜体加工工場と判断された場合に、登録さ
れる制度です。
2016年3月現在、太陽工業の瑞穂工場並びに枚方工場と3社の関連工場が、登録されています。

信頼の加工品質
■ 膜体加工工場登録制度（日本膜構造協会）に登録された自社工場で製造加工しています。

2

■ 膜材料のリユース・リサイクル　
太陽工業では、加工工程で生じる端材を集めてカバンや書類ケースとしてリユースしたり、
使用済みになった膜材を回収して、すべて有効な資源としてリサイクルできる仕組みを作っ
ています。
すべての膜材をリサイクルできることが評価され、太陽工業が加工するテントはエコマーク
を取得しています。　

エコマーク商品
使用後回収・
リサイクルするテント
19104139（認定番号）
太陽工業株式会社

● 100% リサイクルの仕組み
カバンや書類ケースにリユースできない状態の使用済み膜材料も、太陽工業では、焼却や埋め立てではなく、すべて有効な資源として
再利用することができます。　

回　収 運　搬 保管・分別 リサイクル

● MAK TANK（マクタンク）　
MAK TANK（マクタンク）は与えられた役割を終えた膜材を再生させた、世
界にひとつしかないデザインのカバンです。

テント製造の技術を生かし、
他にはない独自のディテール
の丈夫なカバンを丹精込めて
製作しています。

太陽工業の指定業者が建設地へ
使用済み膜材を回収に伺います。

回収した材料を、最適な分別・
保管拠点へ運搬します。

分別拠点にて、リサイクル工場の
操業を把握し出荷量をコントロー
ルします。

高度なリサイクル技術によって、
すべて有効な資源として再利用
します。

耐火構造の外壁に木材、外断熱材等を施す場合の取扱い
　告示に例示された耐火構造（準耐火構造、防火構造、準防火構造※も同様）の外壁や軒裏に、表面材
として木材等の可燃材料を張る場合や、外壁に一定の性能を有する外断熱材を施す場合は、それぞれの
構造に必要な性能を損ねないと判断できる。
　なお、外壁の性能を損なわない外断熱材としてはグラスウール、ロックウール等の不燃系の断熱材が
考えられる。
また、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造又は鉄材で補強された
コンクリートブロック造、レンガ造若しくは石造の外壁については、有機系の断熱材（ＪＩＳ製品で
ある発泡プラスチック系（下表））を用いた外断熱を施すことも可能である。

ビーズ法ポリスチレンフォーム
押出法ポリスチレンフォーム
硬質ウレタンフォーム
フェノールフォーム

JIS A 9521
JIS A 9521
JIS A 9521
JIS A 9521

分　類

関連告示
参　　考

平成12年5月24日建告第1359号、同1362号※　同30日第1399号、同31日第1432号
昭和60年9月5日住指発第510号　平成27年2月13日国住指第4291号

種　類 ＪＩＳ番号

発
泡
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
系

編　集　日本建築行政会議
発　行　株式会社ぎょうせい
発行日　2016年6月20日

■ 引用文献
「建築物の防火避難規定の解説2016」
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東京都世田谷区池尻2-33-16
大阪市淀川区木川東4-8-4
名古屋市中村区名駅南2-8-11
仙台市青葉区五橋2-11-1
広島市東区光町1-12-16
福岡市博多区博多駅東2-15-19

東京本社
大阪本社
名古屋
東　北
中　国
九　州

〒154-0001
〒532-0012
〒450-0003
〒980-0022
〒732-0052
〒812-0013

TEL 03-3714-3461
TEL 06-6306-3065
TEL 052-541-5120
TEL 022-227-1364
TEL 082-261-1251
TEL 092-411-8003

千葉市中央区新田町3-13
那覇市小禄662

東関東
沖　縄

〈営業所〉
〒260-0028
〒901-0125

TEL 043-243-4770
TEL 098-859-7660

大阪府枚方市招提田近3-20
京都府船井郡京丹波町八田大砂利2-6

枚　方
瑞　穂

〈工　場〉
〒573-1132
〒622-0324

TEL 072-856-9116
TEL 0771-86-1691

大阪府枚方市招提田近3-20技術研究所
〈研究所〉

〒573-1132 TEL 072-856-9119

一級建築士事務所／国土交通大臣許可特定建設業(特 - 28)第381号／(一社)日本膜構造協会正会員／
(公財)日本体育施設協会特別会員／(一社)日本公園施設業協会正会員／光触媒工業会正会員

c 2021年　太陽工業株式会社 （禁無断複製・転載）


