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八尾のガラス工場から発信 !!

KG 通信
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コダマガラスニュースレター

特集︕全てが映る鏡のサイズの決め方
これだけ簡単計算！全身がうつる鏡のサイズの出し方まとめ
同じ 同じ

同じ 同じ

上端の計算方法としては【( 身長 - 目の高さ )÷2+ 目の高さ】
下端の計算方法としては【目の高さ ÷2】
が「全身が映る鏡の大きさ」に必要な鏡のサイズとなります。
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鏡を貼る位置は上記「上端の計算方法」で出した高さに必ず
鏡が届くようにすれば問題ありません ( 図 1 参照 )
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必要なミラーサイズ

見たい

見たい

同じ

鏡に全身を移すためには、鏡から離れれば離れるほど沢山映
るような気になりますが、実は鏡までの距離が違うだけで映
る部分は全く同じになります ( 図 2 参照 )
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図1

一般な姿見として全身が映る鏡に必要なサイズは、
少し余裕をみても

同じ

横幅 :30cm、高さ :120cm で、
床から 60cm ～ 180cm の間に取付け

図2

すればほぼ問題はありません。

同じ

両手を横に広げても見えるミラーの幅サイズとしま
しては、最低 90cm、約 120cm であれば余裕で
見ることができます。
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立った状態で両手を上に広げても見えるミラーの
サイズは約 120cm で、余裕をもって 150cm が
オススメです。

鏡を貼る位置も大事 !!
立つ

座る

床から 60cm ～ 180cm の間に
取り付ければ、ほぼ問題はあり
ません。

床から 30 ㎝より上に取り付け
れば、ほぼ問題はありません。

寝る

詳しくは動画で !!

幅が 120cm あれば寝た状態で手を伸ばしても、
何とか全身見ることができます。床から貼ると物
がぶつかったりして割れる可能性が高くなるので、
巾木分 6cm ～ 10cm 程度上から貼った方が良い。

YouTube でもっと
詳しく見れます !!

あけましておめでとうございます。

フルマラソン完走しました
児玉雄司 こだまゆうじ 42 歳
血液型／Ａ型

2018 年、 株式会社コダマガラス設立 10 年目及び創立 40 周年の節目の年を迎えることになります。
私自身は 2004 年から店舗内装のガラス工事に従事しています。
また、 同年に自作で公開した販売サイトも、 改良に改良を重ね現在では 10 種類以上のサイトを公開し、 多くのお客様
からお問合せ ・ ご注文をいただけるようになりました。 我々には店舗内装ガラス工事で培った 「現場での知識 ・ 経験 ・ 技」
があります。 それを基に 「現場を知っているガラス販売 ・ 施工会社」 として、 真に役に立つ存在を目指します。
お叱りやご迷惑をお掛けすることもありますが、 私達に出来ること私達にしか出来ない事に
真剣に取り組み決意を新たに努力する所存です。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

こだま

出身／大阪府八尾市

好きな言葉／一心不乱

仕事におけるモットー／スピード

チャレンジ

ポジティブ

趣味／仕事、 読書

ことだま
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「ガラスのことなら どんな事でも お気軽にご相談下さい」
株式会社コダマガラス

〒581-0054

大阪府八尾市南亀井町 4-1-2

TEL：072-940-6084

FAX:072-991-6380
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高校受験に出題される︕︖
鏡の映り方と必要サイズ
鏡の映り方、 また、 鏡に全身を移すために必要なサイズは？
という問題が、 高校入学試験で実際に出題されているのを
ご存知ですか？
理科が苦手な方はウンザリしてしまう 「入射角と反射角」 に
関する問題、 そして 「実像と虚像」 のルールなどがよく出題
されているようです。
コダマガラスでは 「全身が映る鏡のサイズ」
というテーマで動画やブログを用意しています。
宜しければご活用ください！

お客様からの写真

「お客様からの投稿コーナー！」 に
お写真をお送りいただいた方に抽選で

【ガラス製

マウスパッド】

を

プレゼントいたします！

お写真をお送りいただく際は、 必ず

大阪市城東区Ｋ様

洗面ミラー

「ＫＧ通信を見た」 と一言お願いします !!
※当選は発送をもって発表となります。
※形や大きさはご指定いただけません。

新感触の高級感と特別感！
ガラス製マウスパットもらえる！

ＫＧホットニュース

OUR ONLY

色彩やかな３種類のブリリアントミラー
クリスマスまで、 ガラス屋さんならではの可愛いツリーを飾りました！
カラーガラスをステンドガラス風にハンダ付けして取り付けたガラスツリー
（左）と、 色鮮やかな 3 色のブリリアントミラー、 ディープブルーミラー、
ゴールドイエローミラー、 セピアブラウンミラーとクリアミラーを合わせた
ミラーツリー（右）
どちらも夜にはピカピカとカラフルなライトが点滅して、
とても幻想的！通学路から見える珍しいツリーに学生
さんたちも 「きれい」 と喜んでくださっていました！

全力！スタッフ紹介 : 新人紹介（前編）
座右の銘：起死回生
血液型：Ａ型
出身地：京都府
好きなもの：杏仁豆腐
苦手なもの：パソコン
休日は：友達とカラオケなど
趣味：ショッピング
特技：運動

一問一答：ずばりガラスとは？
コダマガラスのイケメン担当
フレッシュな爽やか笑顔で
老若男女、打ち抜きます︕

座右の銘：一期一会
血液型：Ｂ型
出身地：大阪市
好きなもの：写真 ・ 旧 2 トン車
苦手なもの：世渡り
休日は：家でゴロゴロ
趣味：国内旅行
特技：運転 (MT 車 )

「美しいもの」

愛 称

一問一答：ずばりガラスとは？
コダマガラスの見た目 17 歳
まさか 30 超えてる、むしろ
もうすぐアラフォーや︕︕

ちぇす

「恋人」

愛 称

岩ちゃん

似顔絵ジェネレーター http://www.nigaoemaker.jp/generator

お年玉プレゼント企画 !!
正しい会社名はどれ︖
①コダマガラス ②コジマガラス

クイズに答えて「ガラス製ペーパーウエイト」を貰おう♪
高透過ガラス
100 ㎜ ×100 ㎜

③タマゴガラス

【 応募方法 】
メールにクイズの答え・お名前・ご住所・ご連絡先を記入して送って下さい。
タイトルは「プレゼント応募」でお願いします。
先着で 5 名様に「ガラス製ペーパーウエイト」をプレゼントします。
応募先アドレス︓kikaku@kodamaglass.sixcore.jp

応募 QR

KODAMA GLASS.inc

※多少のキズがある場合がありますので、ご了承ください。
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