
JAPAN SHOP 展示内容リーフ

グリーンモードを使えば
空間を演出することができます。

新しいグリーンスタイル

癒し、自然、安らぐなどグリーンのもつ良さを生かし

空間を魅力的に演出するための新しいグリーンスタイルを作りました。

イメージに合わせて選べる演出スタイルが充実しており、

居心地がいい、リラックスするおもてなしの空間が作れます。

アイデア次第でオリジナリティある空間演出が可能です。



壁W1800×H2700

展示品　GR4049×5、GR4048×2、GR4041×6、GR4040×2 展示品　GM1551×1

展示品　  GR4178、GR4176、GR4175、GR4092、GR4093、GR4096、GR4097、GR4112、
GR4113、GR4111、GR4110、GR0402、GR0403、GR0404、GR0406

展示品　  GM1592、GM1580、GM1584、GM1588、GM1590、GM1586、GM1582、
GM1594

壁W900×H3000・2700　W1800×H2700 壁W3600×H2700・3000

W900×H2700・3000 壁W3630×H3000×D450

GR4049
920×180×200
¥17,500（税別）

GR4049

GR4041
920×170×180
¥17,000（税別）

GR1068　90角
1200×1200×300
¥91,000（税別）

R1068 90角

GM1551　90角9連
3000×3000×300
¥811,000（税別）

GR4092
200×350×200
¥6,500（税別）

GR4087
200×180×160
¥7,500（税別）

G
2
¥

GR4175
600×800×250
¥30,000（税別）

0
）

GR4178
900×800×250
¥41,000（税別）

GM1582　4連
371×1350×120
¥64,800（税別）

GM1588　5連
371×1500×120
¥71,800（税別）

GM1592　4連
507×1050×120
¥63,800（税別）

グリーンモードを使った飾り方のスタイルです。

A  B   細長ポットの横ライン連接。

D、E   なげし風ポットとウォールラック、卓上ポットの組み合わせ。

C  ボリュームある人工グリーンの壁面緑化。

F  ライン状グリーンと古木ラインのカラフル板パネルの
 連続組み合わせ。

グリーンのボリューム感がある
ので、奥行きを持たせたり、木壁・
木柱と組み合わせたり、演出の幅
が広がります。広い面積で使用
するショッピングセンターやデ
パート、駅ビル、パチンコ店など
の通路、休けいスペース、イベン
ト広場、エレベーター、エスカ
レーター横などにおすすめです。

白い壁とアイボリーのポットにグリーンがはえます。清潔感やスッキリ
したイメージを演出するので、クリニックやエステサロン、アパレル美容
室、オフィスなどの受け付けカウンターや店内壁、パウダールームにおす
すめです。

ライン状グリーンと古木のずら
した組み合わせで味のある雰囲
気を演出することができます。
組み合わせしだいでいろいろな
表情を出せるので、ホテルやホー
ル、駅ビルなど広い空間にインパ
クトのある壁をつくることがで
きます。

なげし風ポットは単体でも連続
設置でも、スペースに合わせて使
え、雰囲気づくりをしやすいアイ
テム。ウォールラックの棚と卓
上グリーンを組み合わせれば、ア
パレルなどのショップやスタジ
オセット、飲食店、カフェなどい
ろいろな場所で使えます。

※表記価格は、グリーンモード商品のみの標準小売価格です。壁面の設計、デザイン、材料、製作費やパネル、ポットの取り付け費等は含まれておりません。2



展示品　GR1099×3、GM1596×3、GR1100×3 GR4056×2

展示品　  GR4163、GR4164、GR4165、
GR4166

GM1611、GR1101×2、GM1102

展示品　GR3114×2、GR3111×2、GR3568、GR3569、GR3570×2

展示品　  GR4201、GR4200、GR4188、GR4189、GR4190、GR4191、GR4196、GR4192、
GR4019、GR4022、GR4017、GR4020、GR4025、GR4016、GR4023、GR4026

壁W2700×H2700・3000

GR4056
700×450×300
¥16,500（税別）

GM1596　2連
450×950×100
¥50,000（税別）

GR3570
600×600×56
¥41,000（税別）

GR3111
450×450×88
¥28,000（税別）

GR3114
600×600×88
¥40,000（税別）

店舗や施設、オフィス、工場などの装飾やディスプレイにお使いください。

C  木桟付きライン状パネルの
 連接敷きつめ。

R  アールタイプの
 細長ポットを上部に連接。

Z  天井ルーバー桟に
 吊り下げ。

W 木板ライン状パネルの
 縦連接。

S  キューブ型BOXウォールグリーンの市松設置。

T  木目の額風スタイルパネルのミニポットの連続設置。

フレームレスのBOXパネルはデザイン
コーディネートしやすいタイプ。
並べ方で変化をつけることができます。
透明板付きなので掃除も楽。
オフィスから、ショッピングセンター、
店舗、駅ビルから施設まで幅広く使うこと
ができます。

木桟とグリーンを組み合わせた
パネルは敷きつめて並べると、雰
囲気づくりができます。柱やコー
ナーのちょっとしたスペースか
ら広い壁まで幅広く使えます。

細長いポットを上部に設置し、グ
リーンをしだれさせるタイプは
使いやすいアイテム。イン
ショップの店内やトイレ、柱まわ
り、カウンターなどで使えます。

ボリュームあるグリーンの吊り
下げタイプは店内やカウンター
の演出に使えます。ショップや
スーパーなどの壁が少ない場所
におすすめです。

木板のライン状パネルとグリーン
の組み合わせは相性が良く、連接
に向いています。
通路や広めの壁のアクセントに
使えます。

小ぶりなミニポットは一つ一つが額縁に
入ったアートパネルになっていて、一点で
も連続で並べてもかわいく飾れます。ア
パレルや飲食店、フードコートやビジネス
ホテルなどカジュアルな空間やトイレな
どに合わせやすいアイテムです。

壁W250・700×H3000

天井ルーバーW2400 壁W530×H2700

壁W2700×H2700・3000パラペットW1500×H200

GR1101
280×900×110
¥17,000（税別）

GR4165
1000×520×300
¥35,000（税別）

GR4022
260×260×200
¥9,500（税別）

GR4190
270×600×100
¥9,000（税別）

GR4190
270×600×100

GR4201
340×340×130
¥16,000（税別）

GR4G 201
340×340×13000000

※表記価格は、グリーンモード商品のみの標準小売価格です。壁面の設計、デザイン、材料、製作費やパネル、ポットの取り付け費等は含まれておりません。 3



展示品　GR1034×4、GR1035×4、GR1038×6、
　　　　GR1034特注サイズ×2、GR1035特注サイズ×2

展示品　  GM1574×3、GR1072、GR1074×2、GR1075×3、GR1076×3

GR4161、GR4162、GM1560、GR1072、GR1073

展示品　GR0407×4、GR0405×4、GR4047

グリーンモードを使った飾り方のスタイルです。

K  連接パネルでサイン・ポスターパネルを囲む。 I、J  ミニポットの２段設置、段差のあるグリーンパネルを縦連接。

L   浮き出し型パネルと薄型パネルの組み合わせ、
  変則市松スタイル。

M アールとラインタイプポットでサイン・ポスターパネルを囲む。

サイン・ポスターパネルをグリーンパネ
ルで囲むのは、パネルを引き立てるのに
有効なスタイル。
小さめのグリーンパネルを連接して囲み
ます。LED内照パネルをより引き立てる
ため、壁面を暗めの色にする。ショッピ
ングセンター、駅ビル、パチンコ店、物販
店の店内、通路、エレベーター横などで使
えます。

コポットと細長ポットの組み合わせで、
オシャレな段々グリーンができます。サ
インパネルを囲むスタイルは、パネルを
引き立てるのに有効なスタイル。
より雰囲気を出すため、縦のルーバー木
桟と、上下の木調壁を合わせています。
ショッピングセンターやデパートの飲食
ゾーンや通路の案内などにお使いいただ
けます。

浮き出しパネルと薄型パネルを一部重ね
て連接。グリーンの色の濃淡と立体的
な段差を楽しめます。
木目との相性がいいので、上下を木調壁
にしました。ショッピングセンターや駅
ビル、デパート、病院、ホールなど大型の
壁に有効です。

壁W1750×H2700

壁W2700×H2800 壁W1800×H2800

W600×H2700、W600×H2700

FE933SB1
766×1068×28.5
¥86,000（税別）

NEW LED内照パネル

GR1037　27角
270×270×60
¥7,500（税別）

GR1034　27角
270×270×60
¥9,500（税別）

GR1034 27角 GM1560　30角5連
1500×300×170
¥77,000（税別）

GR4161
330×600×200
¥11,000（税別）

R4161
30×600×200
11,000（税別）

GR1076　45角
450×450×230
¥35,000（税別）

G
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GR1072　30角
300×300×100
¥13,000（税別）

GM1574　4連
1425×675×230
¥103,000（税別）

FE934KB1
775×1077×23
¥86,000（税別）

GR4047
960×300×270
¥23,000（税別）

GR4047

GR0407
320×180×200
¥5,500（税別）

NEW LED内照パネル

※表記価格は、グリーンモード、アルモード商品のみの標準小売価格です。壁面の設計、デザイン、材料、製作費やパネル、ポットの取り付け費等は含まれておりません。

アールデザインのミニポットを縦に連続
設置すると、ちょっとしたスペースでも
オシャレに飾れます。柱やトイレ、通路、
エレベーター横などにアクセントとして
どうぞ。
厚みが違い、段差のあるグリーンパネルは
並べるだけでおもしろい展示ができます。
木調壁や木桟との相性もいい。
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展示品　GM1564、GM1565、GR1078×2、GR1079×2、GR1081×2、GR1084×2

展示品　GR4184、GR4185、GR4182、GR4073×2、GR4075 GR4074×2、GR4073×2、GR2431×2、GR2436

展示品　  GR3341、GR3343、GR3342、GR3344、GR3350、GR3349、GR4196、GR4197、
GR4198、GR4199

店舗や施設、オフィス、工場などの装飾やディスプレイにお使いください。

U  X  ボリュームあるつる性植物を壁上部からしだれさせる。
  グリーンカーテンスタイルのシンプルなパーテーションで空間をやわらかく仕切る。

N   厚みの違う木目BOXパネルのランダム設置。 ア 木目フレームに立体額装したグリーンパネルをランダム設置。

木調の細長ポットはボリュームがあるので、しだれさせるのに効果的。
インショップの入口やカウンター上部の下が空いた空間に設置する
と空間を演出することができます。
グリーンをあしらった簡易なパーテーションは、オフィスやショー
ルームなどをゾーニングすることができます。奥が何となくすけて
見える程度が、圧迫感もなくちょうどいい具合です。

生い茂るグリーンの立体額装パネルは、
単体でも連続設置でも雰囲気の出る使い
やすいパネル。サイズと色の異なるパネ
ルを木調の縦ルーバーにランダムに並べ
たスタイル。飲食店の入口や、店内の仕
切り壁などに使えます。

木目BOXパネルは厚みが違うので立体感
が強調されます。サイズの違うパネルを
組み合わせて、ランダムに設置すれば、他
にはない味のある空間がつくれます。
縦のルーバーに取り付けることで奥の様
子がすけて見えるので、飲食店の入口や
店内の仕切り壁などに使えます。

壁・ルーバーW2700×H2700 壁・ルーバーW2700×H2700

GR1084　38角
400×400×280
¥22,000（税別）

GR1079　25角
250×250×140
¥15,000（税別）

GM1564　4連
750×750×140
¥66,000（税別）

GR4197
250×600×130
¥13,000（税別）

130
税別）

GR3344
350×350×67
¥14,500（税別）

GR3349
500×500×67
¥23,000（税別）

GR2431
910×1300×400
¥45,000（税別）

GR4074
670×400×230
¥15,500（税別）

GR4073
1000×450×250
¥21,000（税別）

GR4184
900×350×200
¥17,000（税別）

※表記価格は、グリーンモード商品のみの標準小売価格です。壁面の設計、デザイン、材料、製作費やパネル、ポットの取り付け費等は含まれておりません。 5



展示品　GR4183、GR4182、GR4069×4、GR2804、GR2806

展示品　MR4065×2、MR4114、MR4022、MR418、MR4156、MR4172、MR4160、MR4148、MR4145、MR4194、MR4197、MR4202、MR4210、MR4212×2、MR473

店舗や施設、オフィス、工場、住宅などの装飾やディスプレイ、設備品にお使いください。

V  Y  ボリュームあるつる性植物を壁上部からしだれさせる。
  グリーンと一体になった置き台什器を入口や角に設置。

G  H  壁を便利に使う。「便利と飾る」を両立した長押とマグネットボード、ウォールシェルフ。

木調の細長ポットはボリュームがあるので、しだれさせるのに効果的。インショップの入口や
カウンター上部の下が空いた空間に設置すると、空間を演出することができます。
グリーン置き台は、インテリアとしても、オシャレな実用性のある什器としても、受け付け台
や、商品展示台などに役立ちます。

後付けできる機能性長押は、掛けたり吊るしたり置いたりできるので使い勝手のいい便利な壁
に変えます。アートパネルのようなマグネットボードは掲示板の機能と装飾パネルの役割を
はたす新感覚のアイテム。壁を便利にオシャレに使うご提案。
マンションやアパートに付いていれば便利です。他にも住宅のリフォームの際にはぜひ加え
たいアイテム。
施設やホテル、学校、飲食店等、またオフィスや店舗のバックヤードにもおすすめです。

パラペットW1800

壁W430×H2700、W3625×H3000・2700、W1000×H2700

GR2806
350×750×350
¥59,400（税別）

GR2804
350×750×350
¥41,800（税別）

GR4069
1000×400×280
¥23,000（税別）

GR4069
1000×400×280

GR4183
900×100×130
¥18,000（税別）

MR4156
616×616×29
¥15,800（税別）

MR4147
450×598×23
¥15,800（税別）

MR4194
400×130×120
¥4,500（税別）

MR4210
400×150×181
¥6,000（税別）

MR4114
909×55×27
¥3,300（税別）

MR4065
1800×80×50
¥11,400（税別）

※表記価格は、グリーンモード、ウォールラック商品のみの標準小売価格です。壁面の設計、デザイン、材料、製作費やパネル、ポットの取り付け費等は含まれておりません。6



グリーンパネルの使い方について
壁面で連接して使う新しい演出スタイルです。
スペースやイメージに合わせ、連接工夫、組み合わせ変更でオリジナリティーある演出ができます。

REED
co. REED

co.

連  接
■基本の連接スタイルから選べます。
●使いやすい、サイズ、色、連接を基本スタイルとして用意しています。

ちょっと飾るだけで落ちつきます。

●ワンポイントのアクセント単  品
■壁に合わせて、いろいろ展示できます。

9連 4連 3連

5連

■基本の連接スタイルの応用でいろいろ演出できます。
●基本スタイルの連接変更

取り付ける時に並べ方を変えて取り付けできます。

組み合わせ工夫で
色々演出できます。

●基本スタイルを組み合わせる。

グリーンの変更もできますので詳しくはお問い合わせください。

●取り付け時に壁面で連接していきます。

連接方法

■グリーン変更などで用途やイメージに合わせられます。

■オーダーにも対応します。お気軽にご相談ください。

●グリーンの変更でイメージに合わせる。 ●サインなどと組み合わせる。

コーナー毎、テーブル毎に並べて飾るとオシャレです。 個性的なインパクトある演出ができます。

1枚展示
●スペースに合わせてバランス良く
複数展示

●インパクトや印象を残す
連接展示
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2016.3

JAPAN SHOP 2016　JS4433 株式会社ベルクの展示ブース

各種カタログ、リーフはホームページでも見ることができます。

グリーンモード
新商品リーフvol.1-1

アルモードカタログ
vol.9

ウォールラックカタロググリーンモードカタログ

 http://www.b-interior.jp/

 http://www.belK.jp/

検索グリーンモード 検索壁インテリア　ベルク

ウ ォ ー ル ラ ッ ク


