
こまやかに設計された高性能ライティングボードで
シームレスにアイデアを共有。

a3™ CeramicSteel Flow™
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a3 CeramicSteel Flowは、 
天井までの壁面に収まるライ 
ティングシステムです。パネルを
並べて取り付けることで、壁 
面を最大限に活用できます。

高性能の筆記面
滑らかなガラスのような表面は、無限
のコミュニケーションを可能にする機能
的なプラットフォームにも、あらゆる環
境の外観を向上させるデザイン要素にも
なります。

マーカーとホワイトボードの鮮やかな色の
コントラストにより、a³ CeramicSteelは、
他の表面素材とは一線を画した読みやす
さを実現します。また、磁性があり、清掃
しやすく、優れた耐擦傷性があります。事
実、耐久性が非常に高く、期待される耐
久寿命は50年を超えます。

White Gloss 6100 U
フレームタイプ

自由にコラボレート
コラボレーションの重要性がかつてないほど高まっている現在、アイデアを取り込む適切な
ツールが必要とされています。a3 CeramicSteel Flowは天井までの壁面に収まるライティン
グシステムです。あらゆる作業スペースを、自由に書き込めるライティングボードに変えます。

垂直に思考する
垂直ジョイントカバーがなく、設置と構
成がしやすいモジュラーシステムで、あ
らゆる環境に簡単に統合できます。

フレームレスタイプはまっさらなキャン
バスのようにモダンな美しさが映え、フ
レームタイプのパネルはまるで「作り付
け」のような外観です。	

2 、3枚のパネルに適した小さなスペー
スから5枚以上のパネルを備えた大き
なトレーニングエリアまで、横に並べて
設置できるため、設置する壁の面積に
制限はありません。
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White Gloss 6100 U
フレームタイプ

製
品

の
特

徴

使用例
あらゆるタイプのコラボレーションエリア
で、垂直な壁面スペースを活用できます。

	· 会議室

	· ワークスペース

	· デザインスタジオ 

	· プライベートオフィス

	· 教室

	· トレーニングスペース

	· 管理スペース

	· 休憩室 

特徴
	· 外側から見えない垂直ジョイント

	· フレームタイプまたはフレームレス	
タイプ

	· 高い耐久性

	· 無機材質の表面

	· 清掃しやすい

	· 耐変色性—退色しない

	· 強力な磁性

	· 耐擦傷性、耐細菌性、耐化学薬品性、
耐火性

	· 受注生産の部品なし

	· 滑らかな不活性の表面

	· 洗練された外観

枠／金物部品が付属

	· フレームタイプは、陽極酸化処理され
たクリアなアルミニウム（仕上げコー
ド： 8043）

	· フレームレスタイプには、精密カットさ
れたコーティングエッジが付属 

 *実際の色は異なる場合があります。
** カスタムカラーはリクエストに応じてご利用いた
だけます。

White
光沢 6100 U
Steelcaseコード 7664
パントーンマッチング クールグレー 1 C

Gray
Chalk 6502 C
Steelcaseコード 7661
パントーンマッチング 425 C

標準カラー* + サイズ

寸法 厚さ 重量

1185 mm x 1830 mm / 47 in x 72 in 13 mm / 0.51 in 28 kg / 61.7 ポンド

1185 mm x 2420 mm / 47 in x 95 in 13 mm / 0.51 in 37 kg / 81.5 ポンド

仕
様

カスタム印刷** 

表面への印刷については、polyvision.
comをご覧ください。

Alpine White Gloss 7680
フレームレス

Alpine White
光沢 9912XS
Steelcaseコード 7680
パントーンマッチング 11-4601 TPG
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表面への印刷 + カスタマイズ 

a³ CeramicSteel Flowは、創造性とカ
スタマイズ性をさらに高めました。2つの
標準的な仕上げに加えて、PolyVisionの
最先端のデジタル印刷技術により、アー
トワーク、ロゴ、画像によるカスタマイズ
が可能です。環境にかかわらず、表面へ
の印刷オプションは、長く色あせないイ
ンスピレーションの源となり、総合的な
デザイン性を訴求する理想的なソリュー
ションです。
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カスタマイズ可能な表面への印刷により、インス
ピレーションあふれる空間を創出します。

サンプルの請求
CeramicSteelのカラーと仕上げについて
は、polyvision.comをご覧ください。

表面へのカスタム印刷

表面へのカスタム印刷が施され 
たフレームタイプ（White Gloss）

コラボレーションを新たな局
面へ。
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