
Brick of Glass グラソア



光 の ド ラ マ で 、 空 間 を 構 築 す る [ グ ラ ソ ア ]
粗い表面を持つレンガのような素材感と存在感。半透明のガラス塊を透る、美しく柔らかな光の表情。
ガラスレンガ「グラソア」は、様々なシチュエーションで。アーティスティックな光空間を演出します。

名古屋第二赤十字病院
〔愛知〕

設計／山下設計

Brick of Glass
Enriching your creativity with its multipurpose simplicity. 
GlassOre, brick of glass, is characterized by its unique texture. 
Its surface is rough like a rock that has been weathered for ages, 
adjusted to its surroundings. The very moment GlassOre is lit up, 
its expression changes dramatically.

GlassOre-Constructs space with artistic light
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医療法人社団駿甲会
コミュニティホスピタル
甲賀病院
〔静岡〕

設計／類設計室



Brick of Glass
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アースブリックス
〔千葉〕

設計／アトリエ・天工人

鳥良 上野駅前店
〔東京〕

設計／ビス・アティック

グランド・ハイアット福岡
BAR FIZZ
〔福岡〕

設計／スーパーポテト



VOA
[Size] 約50×50×1000mm
[Weight] 約5.9kg

BAN
[Size] 約100×50×600mm
[Weight] 約7.0kg

Brick of Glass
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[ 設計・施工上の注意 ]
●グラソア、グラソア VOA、グラソア BANの寸法には多少の
　ばらつきがあります。
●製法上多少の偏肉があります。
●製品には透明度、色調、肉厚等、個体差がありますので、
　ご了承ください。
●表面側と側面側は粗面になっています。
　（表面側と側面側のテクスチュアは若干異なります。）
●色調は本カタログとの色とは若干異なる場合がございますので、
　サンプルにてご確認ください。

[NOTICE]
・GlassOre, GlassOre VOA, and GlassOre BAN have some dimensional variance.
・The thickness is slightly uneven due to the manufacturing method.
・Products have individual differences in transparency, 
   color tone, and thickness, among others.
・Surfaces except the base are rough. 
   (The texture on the top surface is slightly different from that of the four sides.)
・Actual colors may be slightly different from this catalog. 
   Please check actual colors with samples.

項 目

密 度

吸 水 率

曲げ強度

圧縮強さ

耐摩耗性

滑り抵抗値

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。 
※は財団法人全国タイル検査・技術協会岐阜試験室での測定値です。他の試験結果は社内測定値です。

Subject

Density 

Water Absorption Rate

Bending Strength

Compression Strength

Abrasion Strength

Slip Resistance

ガラスレンガグラソア 性能データ Propert ies

乾燥状態

湿潤状態

Dry

Wet

単　位 試験結果 インターロッキングブロック
JASS7  M101

2.34 ー

ー

ー

wt% 0.007～ 0.012

MPa 18 5以上

32以上

40以上

MPa 80※

g

MBN

0.002～ 0.005※

85～ 91※

40～ 42※

※The above-mentioned numerical values are measured, not guaranteed. 

グラソア
［乳白タイプ］
やさしい乳白色が穏やかな
表情をたたえる、
白濁したガラス塊
[Milky-White]

Milky solid Glass, 
whose inward
glass-crystals produce
distinctive expresion.

グラソア
［半透明タイプ］
細やかな気泡が
閉じこめられた、
透きとおったガラス塊
[Semi-Transparent]

Semi-transparent 
solid Glass, 
which contains numerous
fine air-bubbles

グラソア
［ブルー］
光を透すと
あかるいブルーの色彩が
華やかにきらめくガラス塊
[Blue]

Blue solid Glass, 
which sends
out plenty of glorious blue
sparkle in light

BRICK
[Size] 約100×200mm
[Thickness] 約50mm
[Weight] 2.3kg

L I N E  U P

竹下通り
〔東京〕

設計／アーバンデザイナーズ
　　　　アソシエイティッド

万代シテイ
〔新潟〕

設計／アーバンデザイナーズ
　　　　アソシエイティッド

赤坂サカス
〔東京〕

設計／久米設計

3


	表1
	1-2a
	3-4a
	5-6

