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Total Light Control by Lutron ®
シヴォイアQSは、ルートロンの次世代調光技術により、室内の光を理想的な状態にコントロールすることを可能にしたシステムです。

暑さ対策のロールスクリーンで簡単CO 2削減！ グラスファイバー素材の生地に、超薄膜のアルミニウム層でメタライズ加工。

ロールスクリーン、
カーテン、天窓ロールスクリーンのシステムがあり、
グラフィックアイQSと組み合わせることで、
トータル ライティング

高反射性を実現したのがヒートプロテクションスクリーンです。

コントロール システムをプロデュースします。ボタンに触れるというシンプルな操作で理想的な光環境を実現します。

自然光のきめ細かなコントロール
●

正確で優雅なロールスクリーン コントロール。

●

ロールスクリーンは、それぞれ完璧な同期を維持し、一斉動作します。

●

ウインドー
コントロールボタン

ライト
コントロールボタン

ロールスクリーンの両端から漏れる光は、片側わずか20㎜程度で、
窓を最大限にカバーします。

トータル コントロール システム
●

グラフィックアイQSで照明および窓からの採光を
ボタンひとつで操作が可能です。

●

ルートロンの他の調光システムとの連動が可能です。

●

様々なシーンに応じた光の空間演出を実現します。

グラフィックアイQSによるトータル ライティング コントロール システム

窓際での温度変化を軽減（ヒートコントロール）

驚くほどの静音設計
●

シヴォイアQSモーター

４４dB以下の静音動作で、動作音が気になりません。

●

モーターカプラー

●

専用ブラケットとケーブルで簡易施工を実現。

●

システムコミュニケーション検証機能内蔵。

コミュニケーションサーキット

●

●

静電気対策

シータッチQSキーパッドによる、
ロールスクリーン、
カーテン、照明の簡単ワンタッチ操作。

回路基板の裏側

内装に合わせやすいスタイル、
カラー、
視認性の良いワンタッチ操作可能なバックライト、

電子ドライブサーキット

お好みに応じた照明の調整、
ロールスクリーンの開閉位置を
あらかじめ設定できるプリセットボタン。

開口率4％でクリアな視界を提供します。

コスト削減と省エネ＆エコロジー
●

●

シータッチ
QSキーパッド

彫り込み文字ボタン。
●

日光と室内照明とのコントラストを減少。
『まぶしい』
という不快感をなくし、
仕事の効率を上げます。

透視性が良く、視界を遮らず圧迫感がありません

メタル装飾の幅広い品揃え。
●

ほどよい自然光を室内に取り入れ、まぶしさを軽減
（グレアコントロール）
●

優れた意匠性
●

ヒートコントロールすることで、空調機器のランニングコストを節減し、
CO2の排出量削減に貢献します。
また、特別な窓ガラスを選ばなくてもよいため、窓ガラスにかかる費用も抑制します。

4つのカラーでデザイン自由自在
電子ドライブユニット（EDU)
マイクロプロセッサー

Screen Data

スクリーンデータ

※写真のカラーは印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。
ご注文の際には、現物サンプル帳をご確認下さい。

ホールセンサー

ギアモーター

施工の簡易さ

平均75％の熱反射効果で、放射熱が軽減され、室内の温度調整や、
窓際の位置での温度変化が軽減され、
スペースの有効活用に貢献します。

モーターメモリー

●

ホワイト、ベージュ、
グレー、
ダークグレーの4色で自由な空間演出ができます。

●

色の濃淡にとらわれず、
まぶしさ、暑さを抑制します。

HPS-ED01

ホワイト

HPS-ED02
ベージュ

HPS-ED03

グレー

HPS-EB02

ダークグレー

■原反最大幅：1,900mm, 2,400mm
■構

成：ガラス36％, PVC64％

■質

量：400ｇ/㎡

■遮光率：95%程度
■組

織：平織り

■厚 さ：0.5mm
■防炎性能試験登録番号：BO070033
■環境保護製品認定 エコテックススタンダード100取得

〈スクリーン裏面〉
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