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LIVREATH の家具について

吸音材

LIVREATH（リヴレス）という名称は
LIVEとBREATHを掛け合わせた造語です。
音を吸収する様子を呼吸に見立て
「息づくような生命感」を表現しています。
開放的な空間で適度にプライバシーを尊重し
家具に「閑静」という機能を与えました。

FURNITURE

MATERIAL

1

2

what's LIVREATH?

優れた吸音性能でオフィスや公共の場での
音の問題を改善するために産まれた家具が
LIVREATHです。
工業用途で培われた吸音材の類まれな性能と
身近な環境に馴染むデザインを持ち合わせた
LIVREATHの「機能美」をご提案いたします。

建設機械や鉄道車輌など通常の防音材での
音の対策では効果が満足に得られない騒音
環境の改善の為に作られた特殊な素材です。
LIVREATHの各製品には本吸音材を使用して
おります。

吸音メカニズム

周波数別の吸音率 3150 Hz
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吸収 100%
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吸収 100%

吸収 76%

吸収 53%

反射 0%

反射 0%

反射 0%

反射 24%

反射 47%

TECHNOLOGY3

特殊表皮と高密度極細繊維の 2層構造で
音を逃がしません。

通常の吸音材では効果が出にくい
1000Hz以下の音にも高い効果を発揮します。

特殊な膜が音が通る時の力を
分散し弱め、更に入ってきた
音を閉じ込め逃がさない

極細の繊維が音波を微弱な
熱エネルギーに変換・吸収
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こんなお困り事、ありませんか？ LIVREATHは、空間に寄り添います

SOLVE CUSTOMIZABLE4 5

日常環境や仕事（職種）、
あらゆる環境で発生する
音のストレス・課題を解決します。
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what's LIVREATH?

マンション

飲食店
シェアオフィス

コールセンター
大学・教育現場

LIVREATHは、使用する空間に合わせて、
使用する素材・布地から形状までカスタム可能です。
あらゆる場所やニーズにフィットする形で
吸音家具製作が可能ですのでご相談ください。

▲空港ラウンジ ▲ゴルフクラブハウス

▲映画館ロビー　▲マンション共用部

学生に勉学やオンライン
授業に集中できる
環境を提供したい

共用部に
ワークスペースを設けたい

お客様との会話に
集中したい

電話の後ろの雑音を
低減したい

スペースを共有しながら、
音のプライバシーは

守りたい

わざわざ
外に出ずに

店内で電話したい
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what's LIVREATH?

採用事例：弁護士ドットコム株式会社 様

お客様とのテレビ電話の際に
ブース内の音の反射を確実に減らし
近くに音漏れがしにくいように
『ACOUSTIC DESK』をご採用いただきました。

EXAMPLE6

採用事例：敷島住宅株式会社 様

シェアオフィスの個室ブースに、
『ACOUSTIC PARTITION』をご採用いただきました。
個室内での声の反響を抑え、
オンライン会議で自分の発する声が通りやすく、
相手の声が聞き取りやすく、外部への音漏れの不安も軽減します。
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what's LIVREATH?

採用事例：株式会社サカワ 様

執務室スペースに『ACOUSTIC DESK BOOTH』をご採用いただきました。
お選びいただいた木目の色がインテリアともマッチしています。
家具を設置するだけで半個室空間ができるので、
大掛かりな工事不要で集中ワークブースを導入することができます。

採用事例：株式会社JOINX 様

広々とした富士市のコワーキングスペースに、
『ACOUSTIC PHONE BOOTH』をご採用いただきました。
電話がかかってきた時もこのブースに入るだけで
相手の声が聞き取りやすく、声の反響を抑えるので、
周囲で仕事や打ち合わせをされている中でも快適に通話ができると、
利用者の満足度も高まっています。



ACOUSTIC DESK
work:

生産性を高めるおこもり空間

高性能な吸音材を内装全面に使用することで
ブース内の音の反射を確実に減らし、
適度な個室間でしっかり集中して
作業ができる環境を実現します。

製品仕様

幅100cmx奥行90cmx高さ170cm
オーク突板、高性能吸音材を採用
Maharam Pepper ポリエステル100%
ダウンライト、コンセント
天井無し仕様可、コンセント取付可、
照明取付可、サイズ・張地等オーダーメイド可

サイズ
素材
張地
付属品
オプション

：
：
：
：
：
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FURNITURE SERIES BY LIVREATH

BeforeAfter



ACOUSTIC SOFA
プライベート感を高めた一人空間

オフィスやキャンパス、図書館、カフェなど
静かな一人だけの空間が欲しい環境で

使用いただけるソファです。
高性能な吸音材を内装全面に使用することで

静けさがもたらす
プライベート感を実現しました。
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FURNITURE SERIES BY LIVREATH

製品仕様

幅87cmx奥行69cmx高さ159cm
ウォルナット突板、高性能吸音材を採用
Maharam Pepper ポリエステル100%
天井無し仕様可
コンセント取付可、照明取付可
サイズ・張地等オーダーメイド可

サイズ
素材
張地
付属品
オプション

：
：
：
：
：

BeforeAfter

rest:



ACOUSTIC BOOTH
周囲の喧騒から抜け出す通話空間

オフィスや公共施設などに
配置できる携帯電話ブースです。
高性能な吸音材を内装全面に

使用することで周囲の音を遮断し
話し声の反射を抑え

通話に集中できる環境を実現しました。
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FURNITURE SERIES BY LIVREATH

スタンドタイプ 壁掛けタイプ

BeforeAfter
1 2

製品仕様

【壁掛けタイプ】

【スタンドタイプ】

幅90cmx奥行70cmx高さ80cm
高性能吸音材を採用
ポリエステル100%

幅90cmx奥行90cmx高さ200cm
オーク突板、高性能吸音材を採用
ポリエステル100%

サイズ
素材
張地

サイズ
素材
張地

：
：
：

：
：
：

talk:



ACOUSTIC WORK BOOTH   
ほどよい開放感の全力集中ブース

L字テーブルを設け、
利用者の作業に合わせ正面、側面に着席可能。
図面やカラーサンプルを広げての作業や、
PCモニターを複数使用するシーンなど
ゆとりある空間ならではの快適性と、
適度な遮音性を併せ持った
NEW WORK BOOTHです。
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FURNITURE SERIES BY LIVREATH

特注吸音家具事例

CUSTOM ORDER7

LIVREATH（リヴレス）シリーズは、
あらゆる環境の音の課題を解決するため、
空間や用途に合わせてカスタムが可能です

参考仕様

幅184cmx奥行163cmx高さ190cm
メラミン、高性能吸音材を採用
ポリエステル100%
天井無し仕様可
コンセント取付可、照明取付可
サイズ・張地等オーダーメイド可

サイズ
素材
張地
オプション

：
：
：
：
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FURNITURE SERIES BY LIVREATH

ACOUSTIC DESK
プライバシー・防音機能を更に強化

デスク側面の仕切り板を突き出す事で
吸音効果を向上させる事に加え、プライバシーの強化も実現。
大学や塾、コールセンター、シェアオフィスなど
オンラインミーティングや
通話の多いスペースなどに適しています。

CUSTOM ORDER8 

参考仕様

幅90cmx奥行92cmx高さ160cm
メラミン、高性能吸音材を採用
ポリエステル100%
天井無し仕様可
コンセント取付可、照明取付可
サイズ・張地等オーダーメイド可

サイズ
素材
張地
オプション

：
：
：
：

ACOUSTIC PARTITION
吊り下げ式で軽やかに空間と音を区切る

高性能吸音材を吊り下げ式の
パーテーションにすることで、
開放的でありながら適度に

プライバシーを確保した空間を演出。
足元の清掃がしやすいのも特徴です。

間接照明付きパーテーションで空間にアクセントを

カフェやコワーキングスペースなどサードプレイスの
カウンター席に設けるだけで間接照明演出が可能。
間接照明のリラックス効果によるストレス軽減や
タスクライトとしての使用など活用方法は様々です。

角度付きタイプ フラットタイプ
1 2

CUSTOM ORDER9

参考仕様

１／幅60㎝×奥行10.5㎝×高さ30㎝
２／幅60㎝×奥行5.5㎝×高さ30㎝
（オーダー可能）
高性能吸音材を採用
１／PVC100% ２／PE51% AC49%
（オーダー可能）
照明取付可
（照明幅は40mmごとにサイズオーダー可能）

サイズ

素材
張地

オプション

：

：
：

：

POINT

簡単な取付けで
間接照明の導入が
可能




