






お部屋全体に敷いた場合の枚数と価格

防音タイルカーペット
静床ライト・プレミア

ズレ防止・段差解消には見切り材がおすすめ！
やわらか段差解消スロープ(専用両面テープ付き)

Sサイズ（高さ15mm）1,540円(税込)  Mサイズ（高さ20mm）1,870円(税込)
コーナー用Sサイズ 990円(税込)  コーナー用Mサイズ  1,100円(税込)

防音マットとタイルカーペットを重ねて敷く場合、どうしてもズレが生じてしまいます。また、厚みも約17mmとな
るため、やわらかくて軽量な段差解消スロープ（見切り材）をおすすめしております。

6畳(江戸間の場合)

価格

サイズ
Sサイズ (長さ:900mm 幅：40mm 厚み:20mm)
Mサイズ(長さ:900mm 幅：50mm 厚み:20mm)

防音タイルカーペット
「静床ライト」

防音タイルカーペット
「静床プレミア」

静床ライト ＋
足音マット

静床プレミア ＋
足音マット

35枚

35枚

静床：35枚
足音：１８枚

静床：35枚
足音：１８枚

47,025円

78,760円

106,425円

138,160円

14畳(江戸間の場合)
防音タイルカーペット
「静床ライト」

防音タイルカーペット
「静床プレミア」

静床ライト ＋
足音マット

静床プレミア ＋
足音マット

81枚

81枚

静床：81枚
足音：41枚

静床：35枚
足音：１８枚

107,965円

176,880円

243,265円

312,180円

※全て税込 ※全て税込

防音マット
足音マット

カーペットの下に敷く下地用の防音
マット。子供の足音、ピアノの打鍵音な
ど階下に響きやすい音を軽減します。

ピアリビングで1番人気の防音タイ
ルカーペット。既存の床の上にそのま

ま敷くことができます。

Youtubeにて防音の情報発信中！敷き方やカット方法、防音の実験などはQRコードからYoutube動画でご覧いただけます。

静床ライトと足音マットの敷き方 静床ライトのカット方法 防音カーペット上下階での実験



2つのタイプ

■スタンダード ■プロ

お客さまのお求めの防音効果に合わせて、2つのタイプをご用意しています。違いは、中に使用している「遮音材」が異なります。

（内部に「遮音シート」を使用)

■塩ビジョイナーを使用 ■つっぱりポールセットを使用

■ラブリコ＋2×4材を使用 ■両面テープを使用

(内部には「鉛シート」を使用)

コ型の塩ビジョイナーとH型の塩ビ
ジョイナーを用いて、設置する方法。
ワンタッチ防音壁同士の継ぎ目が分
かりづらいので、見た目が良い。

つっぱりポールを壁の手前に設置
して、後ろからワンタッチ防音壁
を設置する方法。壁紙を傷付けず
に対策できるのがメリット。

ラブリコと2×4材を壁の前に取り付
けて、後ろからワンタッチ防音壁を
設置する方法。壁紙を傷付けずに対
策ができるのと、4つの方法の中で
最も簡単に設置できる。

ワンタッチ防音壁の裏面に強力な
両面テープを貼り付け、壁に設置
する方法。最も安価に対策ができ
るのがメリット。
※両面テープは肉厚があるものを
推奨。

コ型ジョイナー

H型ジョイナー

4種類の取付方法

拭ける壁紙調クロス
14,850円(税込)
高級布クロス
17,050円(税込)

最大900mm×900mm

6kg

50mm

サイズ
重量
厚さ

価格

拭ける壁紙調クロス
17,050円(税込)
高級布クロス
19,250円(税込)

最大900mm×900mm

8kg

50mm

サイズ
重量
厚さ

価格

防音パネル ワンタッチ防音壁

工事音を出さずに、誰でも本格的な壁の防音ができる防音パネル。
壁に設置するだけでお隣からの音漏れやお隣に対する音を軽減できます。



01 壁を採寸する 02 商品を注文 03 商品が到着

04 設置する 05 支払い 06 完了

＞ ＞

＞

取り付けたい壁の横幅と高さをmm
単位で計測してください。

ピアリビングの公式HPのワンタッチ
防音壁のページの「お見積もりツー
ル」を選択後、計測した壁のサイズ

をご入力ください。

ワンタッチ防音壁は、ご注文から
2～3週間で出荷いたします。到着
までしばらくお待ちください。

商品が届いたら、注文内容に誤りが
ないかご確認ください。問題なけれ
ば、取扱説明書に従い、設置を行っ

てください。

お手元に請求書が届きましたら、
お支払い期限までに金額をご入金
いいただきますようお願いいたし

ます。

ワンタッチ防音壁設置後、交換を
ご希望の場合は、1枚からでも発
注が可能です。お気軽にご連絡く

ださいませ。

＞

導入までの流れ

価格シュミレーション　６～８畳(幅3.6m×高さ２.４m)の場合

ワンタッチ防音壁

塩ビジョイナー

１２枚

5本

合計

178,200円

18,700円

196,900円

※全て税込

スタンダード(拭ける壁紙調クロス) プロ(拭ける壁紙調クロス)

ワンタッチ防音壁

塩ビジョイナー

１２枚

5本

合計

204,600円

18,700円

223,300円

※全て税込

ワンタッチ防音壁仕上げクロスなしもございます！

素材

450mm×450mmサイズ

厚み
重量

6,600 円 ( 税込 )

50mm

特殊高密度グラスウール (密度 96kg/ ㎥ )
遮音シート

枚数

価格

1.5kg/1 枚あたり

4枚

Youtubeにて防音の情報発信中！採寸方法、設置方法などはQRコードからYoutube動画でご覧いただけます。

ラブリコでの設置方法 採寸方法ワンタッチ防音壁解説



Youtubeにて防音の情報発信中！採寸方法、設置方法、防音実験などはQRコードからYoutube動画でご覧いただけます。

窓用ワンタッチ防音ボード解説 コーズ・窓用ワンタッチ防音実験防音カーテンコーズ解説

防音カーテン コーズ

防音ボード 窓用ワンタッチ防音ボード

5重構造の防音カーテン。ワッフル生地が特徴で、通常のカーテンより重さが
あります。ヒダをなくすことにより、隙間からの音漏れを防いでくれます。

取り外し可能な窓用防音ボード。カーテンよりしっかり音を軽減させたい方におすすめ。
窓のサイズに合わせて製作するため、隙間なく防音対策ができます。

気密性
パッキンで
隙間からの
音を防ぐ

取り外し
可能な
仕様

簡単
設置

外からの車の騒音に悩み、夜も眠れなかっ
たので購入しました。はめた途端、目の前
のトラックの音が1本通りを隔てた遠い音
に変わりました。普通車の音は全くと言って
いい程聞こえません。

100％の防音でなくても、金額と効果を考
えると良心的な価格だと感じました。設置し
た後はほとんど音が聞こえなくなり、とても
満足しています。

窓のサイズ別　価格シュミレーション　

腰窓サイズ(幅170cm×高さ120cm)

防音カーテン
コーズ

窓用ワンタッチ
防音ボード

両開き2枚
（既成サイズ）

2枚連結
タイプ

23,320円

75,900円

※全て税込

掃き出し窓サイズ(幅160cm×高さ180cm)

防音カーテン
コーズ

窓用ワンタッチ
防音ボード

両開き2枚
（オーダーサイズ）

2枚連結
タイプ

47,520円

111,100円

※全て税込



防音専門ピアリビングについて

［会社概要 ］ 
【会社名】
【店舗名】
【創業】

株式会社ピアリビング
防音専門ピアリビング
平成5年12月12日

【法人】 平成7年10月23日
【代表取締役】室水房子（二級施工管理技士）
【本社／ 〒812-0013
博多オフィス】福岡県福岡市博多区博多駅東

1-1-16第2高田ビル502
【支店】 東京ショ ー ルー ム

【倉庫】

〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町46
altaビル3F

博多ショ ー ルー ム
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東
1-1-16第2高田ビル 3F

新宮ファクトリ ー

〒811-0119
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜
3-3-11

【事業内容】 防音工事／オーダー 防音商品の販売
／カ ー ペット販売／カ ーペット ・ フロア
施工／ファインヴェールシステム施工

【登録番号】 福岡県知事許可（般—1)第93431号

＠西 IJビング

［企業理念 ］ 
お客様の「音」に関する悩みを解決し、快適で安心な空間を
心を込めて提供します 。

日本の7大公害の中でも、最も増加傾向にある 「騒音問題 」
ピアリビングではそうした問題の解決に向けて、個人向け防音
商品をどこよりも早く手掛けました。およそ18年にわたり、インタ ー

ネットを中心に防音カ ー ペット、防音カ ー テン、防音パネルなどの
販売やお 客 様 の音の悩みに合わせた防音施工を行っています。

［施工実績 ］ 
アパ ー ト 品川区東中延（RC造）／世田谷区玉川台(LSG造）／

横浜市神奈川区（木造）／東京都清瀬市(RC造）など

その他 東京大学／広島大学／早稲田大学／東京理科大学／
慶応大学／京都大学／島村楽器／天神apple/NTT
コミュニケ ー ション科学甚礎など

東京ショ ー）レ ーム 博多オフィス／ショ ール ーム

東京都千代田区神田紺屋町46 福岡県福岡市博多区博多駅東
al taビル3F l-l-16第2高田ビル502/3F
電話対応時間 電話対応時間

l O:00~16:00（平日） 1 0:00~1 6:00（平日）
ショ ールーム ショ ールーム

金曜日：12:00~16:00 12:00~16:00 
土 ・ 日曜日：l0:00~17:00 休業日：月曜日・祝日
休業日：月～木曜日 、 祝日

TEL:03-6206-4537 TEL:092-432-7011 

～ 令和3年5月より 、

「体感型防音30ジョ ール ーム」をオ ー プン ～

自宅から簡単に、 ピアリビングの
博多ショ ール ームに来店できるサ ービス。
スマ ー トフォンやパソコンなどを利用して、

実際に店内を歩いているような擬似体験が可能！

＼防音に関する情報発信中！／

https:/ /www.pialiving.com/ 田襲

調

口霞

〇疇

TEL：092-432-7011 

FAX：092-432-7012 

Mail：inc@pialiving.co.jp 瓢
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