
静かさを 科学 する

音を活かす環境づくり

for Sound

本当の音を聴くために

音響空間事業

海外特許：米国・中国・韓国・英国・独己・仏国
海外商標：米国・中国・韓国・EU

科学技術賞（技術部門）受賞
平成29年度　文部科学大臣表彰

神奈川県がんばる企業2018エース 認定
平成29年度　文部科学大臣表彰

製品・技術開発部門 優秀賞受賞

音響空間用カタログ

音響用防音・吸音パネル

http://www.hitori-shizuka.jp/

第7回 ものづくり日本大賞

国内特許： 21件
国内商標：  6件

第40回 発明大賞 本賞受賞

https://www.shizuka-ssp.jp
神奈川県厚木市金田492-1
Tel. 046-224-7200 / Fax. 046-224-7210

静科スティールネスパネル特設サイト



音を彩る音響パネル

音を楽しむ環境をつくる

音響用防音・吸音パネル

・吸音効果の高い発泡樹脂を採用
・特許構造・ハニカム構造体による高い強度を実現
・4種類の比重の異なる素材を採用
　内部に遮音材をプラスし、低音域の遮音効果を向上

特長・性能

独自の吸音構造により空間の不
要な反射音や定在波、ノイズを
抑え込み「静寂な空間」＝「正
確なモニター環境」をつくりだ
すことができます。著名なプロ
ミュージシャンやレコーディン
グ・エンジニア、音響空間デザ
イナーの チームにより開発を行
い、音のプロフェッショナルか
ら音楽・オーディオファンのた
めの空間づくりに最適な音響パ
ネルです。 

リフォームや改築などを行うことなく、反響音の少ないオーデ
ィオ環境を自分で演出できます。省スペースでスピーカーの音
をより正確に再現できます。

反響しがちなデスク周りの反響を軽減します。小型でもしっか
り吸音・遮音を行うことができ、よりクリアな音をデスク周り
でも楽しめます。

機材や環境に合わせてカンタン設置

省スペースでもノイズ吸音し、反射音を楽しめる

コンクリート壁や大きなガラス
窓がある部屋を音楽スタジオに
する場合、二重壁内部 に防音・
吸音効果を持たせるグラスウー
ル等を入れる工事が必要とな
り、その機能を満たすには約 
100mmもの厚さが必要と言わ
れます。これを静科のパネルに
置き換えると35mmで グラス
ウール100mm と同等の吸音効
果を得ることが可能です。 

音を正確に聴くための
音響パネル

薄くて軽い
グラスウール100㎜＝パネル厚 35㎜

自宅オーディオルーム

デスク周り

音を彩る音響パネル

用途

プロ向け環境では、全面を覆うと簡易無響室なみの性能を発揮
します。スタジオなど室内の不要な反響を全周波数帯域にわた
って吸音できます（吸音性能100~10ｋHz)｡大音量の吸音/遮音
にも、また吸音させたい位置に必要面積を設置することでピン
ポイントで吸音させることができます。

静寂な空間を作り出し、正確に音を聴ける

プロユース

比重の異なる三層構造による広範囲の吸音（100～10kHz）

断面 正面

裏面は音が反射 反射の少ないメッシュ構造

100μの細やかな吸音層

音を熱エネルギーに変換
することで吸音した音を
反射させない

残響室法吸音率データ 音響透過損失データ
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納入事例 納入事例

DATA
株式会社 音響ハウス
東京都中央区銀座1丁目23番8号
代 表: 高根護康
設 立: 1973 年 8 月 
https://www.onkio.co.jp/

DATA
有限会社 サイデラ・パラディソ 
東京都渋谷区
代 表 : オノ セイゲン

https://saidera.co.jp/ 

静寂な空間で、最新のイマーシブやストリーミングにも対応。この空間でま
るでコンサートホールのような録音までできます。 

これまでの豊富な経験を軸にして、技術とサービスとコミュニケーションを提供する集団。音楽から映像まで幅広い
ニーズにお応えする総合スタジオが、SHIZAUKA SDMパネルで新たなスタイルを提案する。

超高性能+簡易=音響工事不要。最初に出会ったのは、2012年のあるTV番組でした。工場まで訪ねて行きました。ユニークな特
許構造に感心し、測定データを見せてもらい、これは凄い！ぜひとも音楽を扱うエンタテイメントのマーケットに紹介させて欲し
いというところから「SHIZUKA Stillness Panel」と軽量化した「SHIZUKA SDM」の商品企画、ブランディングを続けていま
す。　サイデラ・マスタリングに来れられた方は、二重壁でもない地下コンクリート空間が、わずか33ミリ厚でここまで反射音
のない空間になっているのか驚かれま
す。普通ならグラスウールで50cm
（両壁で１m）は狭くなるところが、
オフィスのガラス窓に立てかけるだけ
でも吸音効果は絶大なのです。自宅で
のレコーディングにテレワーク会議室
に、静かな部屋が必要な方には最初に
これをお勧めします。
オノ セイゲン (Seigen Ono)

2020年公開　日本初！レコーディングスタジオドキュメンタリー映画
『音響ハウス Melody-Go-Round』（相原裕美 監督）
公式サイト: https://onkiohaus-movie.jp/
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東京都渋谷区

SAIDERA MASTERING
A Division of Saidera Paradiso Ltd.

東京都中央区

音響ハウス
ONKIO HAUS

（プロフィールと作品）
録音エンジニア / ミュージシャン
1978年 音響ハウス入社、1980年よりフリーランス。1982年の「坂本龍一／戦場
のメリークリスマス」にはじまり、ジョン・ゾーン、アート・リンゼイ、オスカー・ピーターソ
ン、マイルス・デイビス、キング・クリムゾン、渡辺貞夫など多数のアーティストのプロ
ジェクトに参加。1987年に日本人として初めてヴァージンUKと契約。同年、コム デ 
ギャルソン 川久保玲から「洋服が奇麗に見えるような音楽を」という依頼により
ショーのためにオリジナル楽曲を作曲、制作。1996年「サイデラ・マスタリング」を開
設。2011年 「Galaxy Studios」マスタリングエンジニア及びAUTO 3Dのプロ向
けデモンストレーターとしても活躍。専門誌「プロサウンド」に連載記事は110回を超
える。2019年度ADCグランプリ受賞。
【https://www.saidera.co.jp/seigen.html】

アーティスト／録音エンジニア

オノ セイゲン (Seigen Ono)
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納入事例 納入事例

DATA
モウリアートワークススタジオ株式会社
東京都目黒区目黒 3-3-18 
代 表 : 毛利永子
設 立 : 平成 4 年 4 月 
http://www.mouri-aw.co.jp

サウンドデザイナー・音楽プロデューサーとして活躍している zAkさんも実感。 
自身の拠点であるスタジオ【ST-ROBO】に欠かせない静科の防音技術  

” こだわりををかたちにする” 
毛利家の遺訓と気概を継承し、 最高の制作環境をミュージシャンに提供するスタジオ 

ライブの現場でもすごく役に立ってます。ギターアンプの音が他のマイクに被らないように遮蔽するのにも使ったり。ドラム録音
では求める音によっては後ろに置いたり、両脇に置いたり。それに余分な反射も抑えられるので、もちろんモニタースピーカーの
調整でも使えます。ガラス面に置いてもとても効果があります。
　昨年、スタジオの天井をSSPにしました。部屋の妙な詰まりがなくなり、開放的でより録音しやすくなりました。  （zAk）

ホームスタジオである目黒のモウリ・アートワークススタジオは、コントロールルームと録音ブースの間が全面ガラス張りになっ
ているため、その反射に随分と悩まされてきました。そんなところに現れたこのSHIZUKA SDM。最初に感じたのは恐ろしく位
相が良くなったこと。以前の音像を鉛筆の濃さで例えるとHBくらいだったとすると、２Bくらいのくっきりとした輪郭になった
かのようでした。低音の吸音性の良さも特筆すべきですが、加えて中高音のピークを柔らかくもしてくれます。すっきりとした音
像を得る事ができ、仕事の効率がすご
くよくなりました。歌の録音にも絶大
な効果を発揮します。大きく張りのあ
る声の方などの場合、声の初期反射が
マイクにかぶってくるために部屋の広
さが分ってしまうことがあります。
SHIZUKA SDMをマイクの周りに設置
することによりほぼ解決します。アイ
ディアや考え方で様々なことができる
と思います。
飯尾芳史  (Yoshifumi Iio)

Project

04
Project

03

【ST-ROBO】
【ST-ROBO】

東京都目黒区

モウリスタジオ
MOURI ART WORKS STUDIO  Inc.

（プロフィールと作品）
SOUND ENGINEER, PRODUCER
音楽、映画音楽制作、舞台など「音」まつわる事に、多岐にわたり多くの作品に関
わる。
青葉市子、忌野清志郎、菅野ようこ、坂本龍一、相対性理論、水曜日のカンパネラ、
原田郁子、三宅純、ALVA NOTO、BRIAN ENO、BOREDOMS、BUFFALO 
DAUGHTER、FISHMANS、SUGIZO、OPN、SQUARE　PUSHER、UA、
THE YELLOW MONKEYなどの録音やライブミックスを手掛ける。

サウンドエンジニア／プロデユーサ―／リミックサー

ｚAｋ

(プロフィールと作品）
1979年アルファレコード入社。細野晴臣『フィルハーモニー』を皮 切りに、¥EN
レーベルのほとんどの作品を手がけ、1983年にフリーランスとして渡英。トニー・
ヴィスコンティのスタジオでエンジニアリングとプロデュースのノウハウを学ぶ。そ
の後オフィス・インテンツィオを経て1986年に藤井丈司らと株式会社トップを、
1999年に株式会社アップアップを設立。2010年より再びオフィス・インテンツィ
オ所属となり多くのミキシングやプロデュース、アレンジも担当している。 
最近では渡辺美里「ハートに火をつけて～シーズン２～with 怒髪天」/  矢野顕子
「やのとあがつまAsteroid and Butterfly」「愛を告げる小鳥」/ 小坂忠「まだ夢
の途中」/スターダストレヴュー「年中模索」/映画「音響ハウス
Melody-Go-Round」など

アーティスト／録音エンジニア

飯尾芳史  (Yoshifumi Iio)
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納入事例 ユーザーの声

メディア掲載

DATA
OTTAVA 株式会社
東京都品川区東品川 2-6-10 G 棟
代 表 : 斎藤 茂
設 立 : 2014 年 6 月
https://ottava.jp/

天王洲のボードウオークから川を望む絶好のロケーション
リスナーに声を届けるラジオ放送局にも静科のテクノロジーが生きている

Project
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東京都品川区

OTTAVA（オッターバ）
OTTAVA

高村政貴　様
新潟県南魚沼市出身、音響技術専門学校卒業。
音響ハウス・チーフエンジニア　
https://www.onkio.co.jp/staff/index.html

学生時代はバンドやってましたので、多少ギターが弾けます。アコースティック楽器を録るのが得意です。
録音は、極力マイキングで。機材選びからですけど。アナログなんです。やはりこのスタジオ空間ですか
ら、生音を忠実に録音できるかですね。現場が第一。若い人を育てたい。それなりのレベルまで引き上げ
ていくのが大事だと思うんです。アコースティック楽器を録るのが得意です。音楽のジャンル関係なく録
らせて頂きますので、お気軽にお声をかけてください。　

※音響ハウスでも「SHIZUKA Stillness Panel」を購入できます。

今　様
銀座ソニーパーク　
https://www.ginzasonypark.jp/

当方はライブハウスというよりイベントスペース。コンクリート打ちっぱなしの場所となりまして、いくつ
か音場がぼやけるところがあったのですが、パネルを設置しましたらぼやけが取れクリアな感じとなり
驚きの効果だと感じました。また、別のパネルは音響スピーカーの裏などに設置しますと低音の暴れな
どが落ち着く感じになり各レンジが聞きやすくなりました。ふと思ったところに設置できる手軽さが良い
です。配信ライブが増えているかSHIZUKAパネルは必要不可欠となると考えております。　

Toshi Tsuruoka　様
マスタリング・エンジニア/作曲家

7年間ニューヨークで活動し、2020年から東京に拠点を移しました。僕のプライベート・スタジオ「サイ
デラ・エコトーンラボ」は、小規模なスタジオなので、音の反射の悪影響を受けやすいのです。低予算で
効果が得られる吸音材料を探していました。
頭の後ろにSDMパネルを配置するのは半信半疑で試してみました。後ろの壁から反射する音の悪影
響を劇的に減りました。オノ セイゲンさんの説明通りでした。後ろの壁が実際よりも遠くにあるような
感覚がします。

石若 駿 様　
ジャズドラム演奏
http://www.shun-ishiwaka.com/home
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アルミ繊維複合材（ブラック / シルバー） 
特殊処理ハニカム , 発泡樹脂
あり（PVC（ブラック共通））
あり（アクリル（ブラック共通））
アルミ板（ホワイト） 

吸音面
吸音層
枠
脚
遮音面

材質

一枚で吸音も遮音も可能な基本モデル

□500mm , □1000mm

□500 ㎜
□1000 ㎜

SIZE

505×505×37 (mm) 2kg/ 枚　
505×505×37 (mm)  2kg/ 枚
1,005×1,005×37 (mm)  8kg/ 枚
1,005×1,005×37 (mm)  8kg/ 枚

B-  500　
S-  500
B-1000
S-1000

アルミ繊維複合材（ブラック／シルバー） 
特殊処理ハニカム , 発泡樹脂
あり（PVC（ブラック共通））
アルミ板（ホワイト） 

吸音面
吸音層
枠
遮音面

材質

505×505×37 (mm) 2kg/ 枚　
505×505×37 (mm)  2kg/ 枚
1,005×1,005×37 (mm)  8kg/ 枚
1,005×1,005×37 (mm)  8kg/ 枚

B-  500
S-  500
B-1000
S-1000

 自立タイプ　

 自立タイプ　

 自立タイプ　

 自立タイプ　

□500ｍｍ
B-  500（ブラック）　22,000 円 + 税
S-  500（シルバー）　20,000 円 + 税

□1000ｍｍ
B-1000（ブラック）　80,000 円 + 税
S-1000（シルバー）　76,000 円 + 税

壁付タイプ

BLACK

SILVER

COLOR

天井、壁に設置し、フラッターエコー
の除去により正確なモニター環境で
の音の確認が可能となった。

スピーカーの後ろに設置し、音の響
きを調整

自立ができる基本モデル

□500mm , □1000mm
自立タイプ

□500 ㎜
□1000 ㎜

SIZE

□500ｍｍ
B-  500（ブラック）　29,000 円 + 税
S-  500（シルバー）　26,000 円 + 税

□1000ｍｍ
B-1000（ブラック）　92,000 円 + 税
S-1000（シルバー）　88,000 円 + 税

自立タイプ

BLACK

SILVER

COLOR

※表面色は 2 枚の組み合わせを指定できます。
例：SDM-900-RB（赤・青の組み合わせ） 
       SDM-900-GK（グレー・黒の組み合わせ） 

SDM - 袋 （黒）　7,000 円 + 税
※「SDM-1800」用のみ

手で持ち運びができる軽量・折り畳みタイプ

H900mm , H1800mm

SDM-  900　
         -(K,R,G,B)
SDM-1800　
         -(K,R,G,B)

W450（2 枚）×H  900  5.3kg/ 枚
厚さ：単板 43 ㎜、折り畳み時 85 ㎜ 　

W450（2 枚）×H1800  10.6kg/ 枚
厚さ：単板 43 ㎜、折り畳み時 85 ㎜ 　

ポリエステル　黒／赤／青／グレー
特殊処理ハニカム , 発泡樹脂
あり（PVC（ブラック共通））
K：黒、G：グレー、R：赤、B：青 

吸音面
吸音層
枠
カラー

材質

W450（2 枚）×H  900ｍｍ
SDM-  900-（K,G,R,B） 　50,000 円 + 税

W450（2 枚）×H1800ｍｍ
SDM-1800-（K,G,R,B）　 85,000 円 + 税

スティルネスパネルSDM

B:BLACK G:GLAY

B:BLUE   R:RED

COLOR

■専用ケース

SDM-1800-BB

SDM-900-BB

 
材質
吸音面 / 発泡ポリエチレン
吸音層 / 発泡樹脂
芯    材 / 特殊処理ハニカム
遮音面 / 発泡ポリエチレン

壁や天井などに取り付けができる吸音材です。設置をするこ
とで室内の響きを押さえます。背面に接着シールがついてお
り、カッターでの切断が可能です。

ご注意
※凹凸のある面やほこりや粉のある個所への取り付けは控えてください
※カット時には粉が出ますので、側面はテープなどで保護してください

簡単なのに本格防音。カンタン加工で隣室・室内の響きを調整

Ｅ15：300 ㎜ ×300 ㎜ ×15 ㎜　　75ｇ　2,500 円＋税
Ｅ38：300 ㎜ ×300 ㎜ ×38 ㎜　　160ｇ　3,500 円＋税

 

SSP　貼付タイプ

SSP  -E15,-E38　[ エスエスピー ]

E38 
[ 厚さ 38ｍｍ］

E15
 [ 厚さ 15ｍｍ］

脚部はお客様ご自身による組立てとなります

※脚部は不組立出荷
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