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In our contemporary society,
many information are sent from a
display monitor as pictures,sound
and light, which is indispensable for
our daily life. GLAS LUCE is an Italian
word and means spreading light from
glass.Display monitors nowadays in a living
space or a business space are getting thinner and
flatter.
It's a big issue to be required that how they can be
coordinated and integrated to the interior, rather than the
positioning until now as just an electric appliance.
From the site of interior, GLAS LUCE proposes a minimum and
stylish producing of the
refined space.
Setting up GLAS LUCE everywhere in the house, you can pick up the
information you
need when it's turned on and you can enjoy a wide mirror space when
it's turned off.

What’s GLAS LUCE

Flat / Minimum / Stylish / Surprise

Interior / Public / Information and more!

グラスルーチェとは

POSSIBILITIES
グラスルーチェの使用例

GLAS LUCE（グラスルーチェ）があれば
壁は「動くインテリア」に

GLAS LUCEは新しいライフスタイルを創造します！
生活のあらゆる空間に用いられる鏡。鏡が使われている場所であれば、GLAS LUCEは違和感なく導入できます。
リビングを広々と見せることはもちろん
のこと、
キッチンのバックパネル、洗面化粧台などに導入することで、
「 AV・IT」
と
「インテリア」
を融合させます。

鏡は「コミュニケーションツール」
となる

「CES 2014」東芝ブースでのGLAS LUCEの展示

マルチディスプレイ
Multi-display

３台の異なるサイズのディスプレイを１台の大きなマジック
ミラーにて展示。エンターテイメント、情報、
ＢＧＶを同時
に視聴する提案です。
（リビングルームを想定）

キッチンバックパネル
Kitchen back panel

動画の料理のレシピを見ながら入口の来訪者とチャット

洗面化粧台
Powder room

今日の天気、時間、
スケジュールのクラウド情報に加え

し、壁面に内蔵されたカメラでハンドコントロールにて

スマートブレスレットと連携して本日の消費カロリー、

の情報を鏡の上に浮き上がらせて表示する近未来モデ

ケア―機能内蔵のＩＴ洗面化粧台の提案です。

画面操作。今日の天気、時間、
スケジュール等のクラウド

ルです。

心拍数等の健康情報を鏡の上に表示します。ヘルス

GLAS LUCEがあるだけで、生活が豊かになります
あなたは映像のない暮らしを想像できますか？

GLAS LUCEはラグジュアリーなライフスタイルのアイコンです。
リビング、
キッチン、ベッドルームなど住空間はもちろん、

現代の暮らしにおいて、
あらゆる情報は、映像として発信されます。
映像をインテリアに調和・融合させるのがGLAS LUCE（グラスルーチェ）。

オフィスや商業空間に導入するだけで、
ラグジュアリーな空間に変わります。豊かなライフスタイルをクリエイトします。

普段は鏡、
スイッチをオンすると鏡の向こう側から映像が浮かび上がってくる、
これまでにない、新しい時代を臨むディスプレイです。
GLAS LUCE（グラスルーチェ）
とはイタリア語でガラスから解き放つ光を意味します。
操作性も含めてスマートにライフスタイルに融合するためのアイテムがGLAS LUCE。
GLAS LUCEがあれば、
「壁は動くインテリア」
となり、
「鏡はコミュニケーションツール」
となります。

BGV、映画、
ライブ、アート作品から
ウェアラブルITと連動したヘルスケア情報まで
あらゆる映像をインテリアに調和・融合する
普段は鏡、スイッチをオンすると艶やかな映像が鏡の向こう側から流れ出す

リビング

キッチン

ベッドルーム

ロビー

ウェディング

商業施設

Living

Kitchen

Bedroom

GLAS LUCE。
鏡ならではのサプライズな演出と、スタイリッシュなインテリアスタイリングが
可能です。映画やライブなどのエンターテイメントから、BGVやアート作品を、
生活空間に違和感なく溶け込ませられます。
さらに、鏡という特長を活かして、
洗面化粧台に用いて、たとえば今日の天気、時間等のクラウドの情報、
ウェアラ
ブルＩＴと連動したヘルスケア情報等も映し出すことも可能です。

「映像」
と
「インテリア」
と
「IT」の融合
Lobby
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Wedding

Commercial

interior
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Smart Wall

News / Entertainment / Internet / BGV / Game / Security camera

Easy / Comfortable / Functionality

スマートウォール

What’s GL touch
ジーエルタッチとは

GLAS LUCE を簡単に操作する画期的な
インターフェイスデザイン＆プログラム「GL Touch」
複数のGLAS LUCE（マルチディスプレイ）
の各モニターのＴＶ、Blu-rayレコーダー＆プレーヤー、Apple TV、
ＰＣ、
ゲームのiPadのアイコン
をサッとなでるだけで視たい機能に切り替わります。
また、照明のオンオフ操作、調光コントロール、電動スクリーン＆カーテンのコンロール、
マルチディスプレイに映し出されたセキュリティカメラの映像切替、
またiPad上でのセキュリティーカメラの映像の視聴を可能にしました。

それはSMART WALL！

WiFi環境下で親機はiPad、子機はスマートフォン
（iPhone対応可、Android対応中）
にて簡単操作。多くのリモコンが不要になりました。
（iPhone / iPadでの遠隔操作は対応中）

大きなひとつのGLAS LUCEに複数の異なるサイズのモニターを
導入するGLAS LUCEマルチディスプレイシステム。
スイッチをオフ

※オプション対応となります。詳細はGLAS LUCE x Smart Homeショールームまでお問い合わせください。

にすれば、一枚の大きな鏡として室内を広々と映し出します。
また、
映画やライブなどのエンターテイメント映像、BGVやアート作品など
の環境映像、
テレビ、
デジカメの画像、
ゲーム、
セキュリティ映像など、
コンテンツによって、複数のディスプレイを使い分けることが可能
です。使用しないディスプレイのスイッチをオフにすれば、そこは鏡

LIVING

iPad

9:45 AM

100%

となり、モニターの存在を感じさせることはありません。

iPadでのコントロール
iPhone

100%

操作したいディスプレイに触れると操作
機能アイコンが下に表示されます。操作
した い 機 能 アイコン に 触 れ るとT V 、
Blu-rayレコーダー/プレーヤー、
Apple
TV操作画面、PC画面に切り替わります。

モニター操作画面
TV、Blu-ray（レコーダー、
プレーヤー）、
Apple TVのアイコンボタンを触れると
Poggenpohl

BEDROOM

操作画面が現れ触れるだけで簡単操作。

DINING&KITCHEN
TV

ストレスからの解放 - Relaxation / Meditation
疲れた体に癒やし効果を与えるヒーリング映像音楽。
（海、山、滝、風景、等）

キャンドル、
ファイヤープレイス、
アクアリウム等の環境映像ＢＧＶ
（バックグラウンドビ
ジュアル）
とアート映像。
室内の照明を落として照明映像としてもお使いいただけます。
各種ソフトをご用意しています。

Blu-ray

Apple TV

標準機能
照明
左上の照明のアイコンボタンに触れると８回路の

照明リモコンが表示されます。電源のオンオフ、
明るさを上下イコライザー式に簡単に調光可能

です。
また、
シーン設定で予め設定したべストシー

電動カーテン・ロールスクリーン
左上の電動カーテン・ロールスクリーンアイコンボタ

ンを触れると各窓の電動カーテン・ロールスクリーン

の上げ下げ・停止ができます。
（赤外線リモコン対応）

ンへの切替も自由自在にできます。

セキュリティカメラ
左上のセキュリティーカメラのアイコンに触れる

と設置されたセキュリティーカメラが見たいディス

プレイに映し出されます。また、iPad上で視たい
セキュリティーカメラ映像の視聴が可能です。遠

GLAS LUCEディスプレイ
セキュリティカメラ４分割表示
４分割されたディスプレイ内に、玄関先やペット、

ガレージ内、庭先等の映像をモニタリングします。

隔操作により外部から
（海外から）
セキュリティー

カメラをiPhone/iPadで視聴可能となります。
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GLAS LUCE Interior product collection

GLAS LUCE MIRROR

グラスルーチェ インテリアプロダクトコレクション

Magic Mirror

特許 第5232839号

マジックミラー

黒が美しい、艶やかな映像を映し出す。

GLAS LUCEのためだけに開発された特殊なミラー

鏡の向こう側から映像が映し出されるGLAS LUCE。
マジックミラーブラックを用いれば、黒の背景とディスプレイの境界線がなく映像と

MAGIC MIRRORとは、鏡への映り込みを極力抑え透過率を高め同時に光の片側通行を可能にしたGLAS LUCEオリジナMIRRORです。

文字のみが浮かび上がる、階調表現が美しい艶やかな映像を映し出します。
シネスコ映像は上下のブラックマスクの違和感がありません。

電源をOFFにするとフラットな鏡になります。電源をONにすると鏡特有な室内空間の映りこみを極力押さえて鮮明で美しい映像が映し出

４Ｋタイプの高精細ディスプレイを用いれば、
より艶感のある精細感あふれる映像を楽しむことが可能です。

されます。
また突然現れ始める鮮明な映像はサプライズ的な視覚効果を演出します。MAGIC MIRRORには、
ブラックとシルバー、
カラーガラス
ではブラックとホワイト、
ミラーの計５種類からお選び頂けます。 ※ご提案前に一度営業へお問い合わせ下さい。

FLAT / FLAT mini
フラット / フラットミニ

FLAT mini OBJET (Stone frame)
フラットミニオブジェ（ストーンフレーム）

FLATの洗練されたデザインはそのままに、
コンパクトで使いやすいサイズにしたタイプ。
キャビネットの上に置いたりモビリティーを活かした使い方が可能です。
インテリア空間に洗練されたＢＧＶ、
アート、照明として幅広いシーンでお使い下さい。
重厚感のある石をフレームに用いたOBJET。
自立型スタンドです。
SPEC
●ディスプレイサイズ： 32型（横型）、40型（横型 FLAT miniのみ）
●表示画素数（H V）： 1366 768（32型）1920 1080（40型）
●消費電力：

FLAT 32

FLAT mini 32

FLAT mini 40

61W（32V型）、71W（40V型）

●ガラス：

マジックミラーブラック、ファインブラック

●外形寸法：

W950 H2000 D116mm（FLAT）

Magic Mirror Silver

Magic Mirror Black

Fine Black

White

Mirror / Magic Mirror Silver

鏡のようにシルバー色で反射率が高く

映り込みを抑えたブラック色のある鏡で

特殊加工されたブラックガラスで鏡のよ

真っ白なホワイトガラスにディスプレー

鏡にディスプレイ部がマジックミラーシ

アル感が特長です。

ンテリア色の強いオリジナルミラーです。

映し出すのが特長です。

でインテリアに溶け込む提案が可能です。

楽しめるのが特長です。

鏡の中から映像が浮き出てくるビジュ

映像に艶感を持たせ空間をリッチにするイ

うに周囲の映り込みがなく映像を鮮明に

部分はクリアガラス仕様。ホワイトガラス

ルバー。鏡としての機能と映像を同時に

W950 H1000 D93mm（FLAT mini 32）
W1100 H1000 D57mm（FLAT mini 40）
W1050 H1050 D280mm（FLAT mini object）
●重量：

Easy Installation

約38㎏（FLAT）
約29㎏（FLAT mini 32）

設置方法

約36㎏（FLAT mini 40）
約57㎏（FLAT mini object）

考えられた設置・施工性
設置方法は壁面に掘り込みを作りその中にアルミフレームユニットとディスプレイを固定しガラス面と壁面をフラットに見せ設置

FLAT mini Object
ブラック

するビルトインタイプと床・壁・天井に釘を打つことなく床と天井の２面でしっかり固定する自立パネルタイプの２種があります。

FLAT mini Object

シーザーストーン ブラック

ホワイト

双方とも前メンテナンスで簡単にガラスの取り外しができ施工性に優れています。
また、固定ユニットとディスプレイとガラスは

シーザーストーン ホワイト

一体型になっており地震等があっても画面のセンターがずれ見え方に不具合がないように設計されています。

FRAME / FRAME Wall / FRAME mini
フレーム / フレームウォール / フレームミニ

クラシックモダンの美しいデザインの額縁で飾ったFRAMEシリーズ。姿見サイズのFRAME、
モビリティーを活かしたFRAME mini、絵画のように壁面に壁かけとしてお使いできるFRAME
Wall。
アートを壁面に飾るように高級感を演出する空間に最適なGLAS LUCEです。
アートコンテンツ、
ＢＧＶの各ソフトをご用意しています。
SPEC
●ディスプレイサイズ： 32型（横型）、40型（横型）

FRAME wall 32

クラシックゴールド

●表示画素数（H V）： 1366 768（32型）1920 1080（40型）

FRAME wall 40

クラシックホワイト

●消費電力：

61W（32型）、71W（40型）

●ガラス：

マジックミラーブラック、ファインブラック

●フレーム：

５種

●外形寸法：

W952 H2000 D126mm（FRAME）

step.1

クラシック（ブラック、ゴールド、シルバー）

ビルトインタイプ

モダンシルバー、ブラックキューブ

step.2

step.3

step.4

Built-in type

W858 H572 D113mm（FRAME wall 32）
W1050 H682 D97mm（FRAME wall 40）
W1000 H1000 D84mm（FRAME mini 32）
W1166 H1000 D86mm（FRAME mini 40）
●重量：

FRAME 32

クラシックブラック

FRAME mini 40
モダンシルバー

FRAME mini 32

約42㎏（FRAME）
約24㎏（FRAME wall 32）

ブラックキューブ

約31㎏（FRAME wall 40）
約29㎏（FRAME mini 32）
約37㎏（FRAME mini 40）

step.1
ブラックキューブ
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【MMS】

モダンシルバー

クラシックブラック

クラシックホワイト

クラシックゴールド

自立パネルタイプ

step.2

step.3

step.4

Free-standing type

interior
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企画販売元
URL: http://www.h-trading.co.jp
株式会社ハナムラ
東京ショールーム

東京オフィス

岐阜オフィス

〒163-1005

〒107-0062

〒501-6211

東京都港区南青山 6-10-9 RR 南青山 5F

岐阜県羽島市正木町南及 5-53-2

TEL 03-5774-5512 FAX 03-5774-5631

TEL 058-391-5146 FAX 058-394-6063

東京都新宿区西新宿 3-7-1

新宿パークタワー５階

TEL 03-3344-8438 FAX 03-6302-0355

商品に関するお問い合わせ

info@glasluce.jp

ウェブサイトからもお問い合わせ頂けます。

