


今後ますます求められるシニア・シルバー世代のための快適な住まい。 

高齢者専用賃貸住宅、高齢者マンション、有料老人ホームなど、 

そこで求められるのは、自分らしいライフスタイルの実現とより大きな安心の確保です。

 
文化シヤッターでは、これまでと変わりのない生活を送るための

新たな生活ステージをかたちづくる多彩な製品をラインナップしています。  

できるだけ多くの人たちへの使いやすさを考慮したユニバーサルデザイン、 

使い手にあわせて選べるバリエーション、空間との調和を考えたデザイン。 

住まう人にも、さらには支えるスタッフにも喜んでいただける製品をお届けします。
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はじまりを感じたり、安心を抱いたり、喜びを迎えたり、 

出会いが生まれたり、再会を期待したり―。 

「トビラを開ける」という行為には、たくさんの思いも詰まっています。

だからこそ、使い手のこころまで開く製品を。 

文化シヤッターのものづくりの姿勢です。

文化シヤッターのトビラは、使い手のこころも開きます。
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1  居室ドアには木質の「ヴァリフェイ

ス」が採用された。軽い操作性とぬくも

りある表情は、木質ならではの魅力だ。

2  ヴァリフェイスの採光窓は3つ窓を採

用。十分な採光が得られるだけでなく、

デザイン的にも豊かな表情を生み出し

ている。ドアの左、表札の上にある「メモ

リーボックス」は、住まう人が好きなもの

を入れることができ、自分の部屋として、

また来訪者への認知を促す効果がある。

3  豊富なヴァリエーションをもつ「ヴァ

リフェイス」は、内装建材との色あわせ

が可能だ。トイレの引き戸、収納扉、巾木

と色をあわせ、居室内がトータルでコー

ディネートされた。

自分らしさを表現して、
これまでの暮らしとつながる住まいを

サインシステムや色彩計画、内装、アート、家具などを活用した

目的地へのわかりやすい誘導方法を「ウェイ・ファインディング」

といいます。ドアまわりに設置できる「メモリーボックス」には、

住まい手が思い思いのものを入れることができます。自分らし

い住まいとしての特徴を与えることで、安心感を与えるウェイ・

ファインディングとして機能します。
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メモリーボックス



4  各居室からすぐにアクセスできる“リ

ビング”スペース。テレビなどが置かれ、

長時間ここで過ごすことを好む入居者も

多い。さまざまなタイプの家具を配し、

自由に使えるように配慮している。

5  窓からの十分な採光、木調の内装や

建具で住宅そのものに近い雰囲気を演

出。畳コーナーもある。

6  5の写真の共用トイレ部分。使用頻度

の高いトイレのドアは鋼板製の「カーム

スライダー」を採用。木目鋼板とし、周囲

の内装材との統一感をもたせている。

7  食堂扉にはさまざまなバリエーショ

ンをもつ「スチールドアSD」を採用。こ

こでは両開きの框ドアとし、ガラス面を

大きくとり、開放感ある食堂づくりに貢献

6 7

うち解けた会話や自分なりの時間を楽しむ
“ 住まい ”としての雰囲気づくり

デイルームは、食堂と居室の間に位置づけられる、“リビング ”としての役割をもつスペース

です。ご家族や入居者同士、ケアスタッフと気兼ねなく話ができるよう木調の内装や建具で

住宅そのものといった雰囲気づくりが欠かせません。食堂や美容室、サロンなどのパブリッ

クスペースも暮らしを豊かにする大切な空間です。

している。

8  施設内のビューティーサロンの入口

に使用された「スチールドアSD」。

9  趣味の時間を楽しむ専用サロンにも

「スチールドアSD」が採用され、明るく

楽しい雰囲気を演出。
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10  浴室につながる広々した洗面室。

入口扉、トイレの扉には「カームスライ

ダー」が採用された。軽い力で開けられ

るので、入居者や入浴介助をするケアス

タッフにもやさしい。

11  洗面室入口から脱衣室、右奥の浴

室をみる。入口扉は上吊式なので、段差

がなく、車いすの移動もスムーズだ。

12  脱衣室の扉は「カームスライダー」。

二重引きタイプなので、省スペースで大

きな開口を実現している。

13  食堂トイレの扉は、二重引きタイプ

の「カームスライダー」で、出入りがしや

すいよう広い開口を確保している。

14  コミュニケーションスペースに隣接

する共用トイレは、入居者をはじめ、来

訪者などさまざまな人が利用する。扉

には耐久性、機能性が要求されるため

「カームスライダー」を採用。表面材は

木目鋼板で他の内装材のカラーとあわ

せている。
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多彩な色柄、自然の風合いの木目調、さりげな

い高級感をもつヴァリフェイス。オーダーメード

でもさまざまなニーズに応えるデザインを実現

します。他の内装建材との色あわせができ、室

内空間のトータルコーディネートが可能で、居住

空間の一体感を演出します。開閉しやすい上吊

方式引き戸の快適性、充実したデザインを兼ね

備え、入居者の好みや個性にあわせた“住まい”

を生み出すドアです。

ヴァリフェイス
高齢者集合住宅向け玄関ドア

　　 CLOSE UP

ヴァリフェイスを軸にトータルコーディネートされた居室

豊かな意匠性をもつドアで

“ 住まい ”としての

コーディネートを実現

1
2

3

4

コーディネート部

①ヴァリフェイス

②クローゼットドア

③巾木

④キッチンの収納扉
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CASE STUDY

2 スムーズなアクセスに配慮した
“個”を実感できるしつらえ

居室は入居者がプライバシーを保ち、自分だけの時間を過ごすための大切な場所。1人でいる

時間が多いので、移動のしやすさや転倒防止等の対応策が必要です。居室やトイレのドアは

床面に段差のない上吊方式の引き戸ならつまづくことはなく、車いすの通過もスムーズ。デイ

ルームやパブリックスペースなど他の空間への積極的な移動をしっかりサポートします。

1  デイルームの床、腰壁、インテリアに

あわせて、居室ドア「ヴァリフェイス」の

カラーもブラウンでコーディネート。住

まいとしての一体感をもたらしている。

2  大きくとった採光窓は格子パターン

をデザインし、落ち着きのある雰囲気を

演出。窓からもれる光で住まう人のぬく

もりを感じることもできる。

3  居室入口の「ヴァリフェイス」、トイレ

の木製建具ともに上吊方式引き戸で床

面はフラット。扉の横に手摺りも設置し、

スムーズな移動をサポートする。トイレ

の木製建具はヴァリフェイスと同デザイ

ンとし、室内の調和を図った。

有料老人ホーム
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住まいとしての一体感を生み出した
あたたかみのあるおもてなしの空間

エントランスホールはもちろんですが、デイルームも訪問客を応対する、い

わば客間でもあります。内装や家具にもあたたかみのある素材等を使い、自

分の住まいへ迎えるようなおもてなしの雰囲気を演出します。さまざまに使

い分けられる空間があることで、住まい手の生活はより豊かになります。
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4
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4  明るく広々としたエントランスホール。隣接する

健康管理室や共用トイレのドアは自動閉鎖装置付引戸

「カームスライダー」が採用された。軽い力でスーッと

開けることができ、自動閉鎖するので閉め忘れもない。

5  4のエントランスホールに面した共用トイレ部分。

車いす用の扉は「カームスライダー」。奥の男女トイレ

内にはトイレブース「プレクリン」を採用。

6  デイルームの入口扉は「カームスライダー」。その

ほか腰壁、床材、建具、インテリアなどを明るい木調で

コーディネート。デイルームの一角には、足を伸ばして

くつろげる畳コーナーもある。

7  6のデイルームの共用トイレ扉には、「ヒクオス」が

採用された。引いても押しても開けられる自由度が魅

力だ。開閉スペースは開き戸の1／3以下で、トイレ内

外のスペースをしっかり確保。引き戸に必要な戸袋ス

ペースも不要で、省スペースで設置できる。



軽い力で引いても押しても両方向から出入りで

きる、これが自由開き折れ戸「ヒクオス」です。

ドアを折れ戸にすることで、開閉時のムダなス

ペースを少なくでき、戸袋も不要なのでスペー

スを有効活用できます。トイレへの出入りの窮

屈さを解消したり、スタッフのリネン庫や洗濯室

への出入り時に両手がふさがっていても開閉可

能です。さらに、らくらく開閉のアシスト機能を

装備したリニアモータ式電動タイプもあります。

ヒクオス
軽量鋼板自由開き折れ戸
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入りも容易。

10  厨房搬入口ドアは親子開きの框タイ

プ「スチールドアSD」。

11  機械室の外部扉に用いた「スチール

ドアSD」。オーダーに応じて屋内から屋

外まで幅広く利用できる。

12  搬入口などに用いられる軽量ワイド

シャッター「モートW」。
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　　 CLOSE UP

■ 引いて開いた場合

■ 押して開いた場合

8  浴室入口には、横引きパネルシャッ

ター「パネルーラ」を採用。優れた耐久

性と操作性をあわせもち、入居者とケア

スタッフをサポートする。

9  厨房倉庫の扉には壁収納二連引込タ

イプ「カームスライダー」を採用。戸袋ス

ペースが約半分となり、広い開口を確保

できる。床面にレールのない上吊方式、

自動閉鎖装置などの機能で配膳車の出

入居者もケアスタッフも

快適に利用できる

引いても押しても開くドア

■トイレに使用した場合

開き戸開閉範囲

ヒクオス開閉範囲

引き戸の場合は
戸袋スペースが必要

ヒクオスなら
開閉スペースは
開き戸の1／3以下で
ゆったりスペース

突然の開閉でもドアが
障害になりにくい

10

8 9
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住まい手へのやさしさはもちろん、
ケアスタッフもしっかりサポートするドア

介護や食事、生活支援を行うスタッフの円滑なサポートは、入居者が快適に住まうために欠

かせません。そのためには、スタッフがケアしやすい設備であることも大切なポイントです。

わずかな力で開閉できる居室や共用部などの各種ドアは、入居者にやさしいだけでなくスタッ

フの活動もしっかりとサポートします。

2

3

1

4

1  居室ドアの「ヴァリフェイス」は軽く操

作性に優れ、ケアスタッフにもやさしい。

床面にレールのない上吊式なので車い

すの移動もスムーズだ。デザインは横ラ

インを強調し、メープルペール色で明る

さや軽快感を演出している。

2  共用スペースのトイレには、「カーム

スライダー」を採用。わずかな力で静か

になめらかに開き、閉じるのは自動。全

開時にはドアを開放した状態を保てる。

居室のドアとカラーをあわせている。

3  居室ドアの「ヴァリフェイス」、居室内

トイレのドアは、ともに上吊式なので床

面はフラット。また、床材、ドア、収納等

の建具を同色でカラーコーディネートさ

れている。

4  廊下の天井に設けたトップライトか

ら自然光が降り注ぐ。
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5  テーブルといすを配したエントラン

ス付近のコミュニケーションスペース。

写真奥は、左からスタッフステーション、

ミーティングルーム、共用トイレ。扉はす

べて「カームスライダー」を採用。

6  喫煙スペースは自分の場所として大切

な空間だ。扉に使用した「カームスライ

ダー」はさまざまなデザインが可能。ここ

では採光窓を広くとり、中の様子も一目

でわかる。

7  引き戸の動作で折れ戸のように開く

「スライドーレ」。通路側にせり出しが

ないので、共用スペースに面したトイレ

などに適している。

8  「スチールドアSD」を採用したバック

ヤードへの扉が並ぶ。

有効開口
通路側

室内側

通路側に
せり出さない

「スライドーレ」は、引き戸のように「 横に引く

動作」で、折れ戸のように「折れながら開く」軽

量鋼板横引折れ戸です。引き戸に必要な戸袋ス

ペースが不要で、折れ戸にみられる通路側への

せり出しもありません。これにより室内からドア

を開けても、通路を通る人がふいに開いたドア

に障害を受けることもないのです。スライドー

レは引き戸と折れ戸のメリットをひとつにした

ドアといえます。

スライドーレ
軽量鋼板横引折れ戸

省スペースで広い間口を確保。

通路へのせり出しはなく、

共有スペースのトイレに最適

■スライドーレを開くときの動き

■ 広い間口と省スペース設計

75
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　　　　　CLOSE UP
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ドアで
解決！

11
9

9  バルコニーのルーバースクリーンに

使用された「テクモク」。建物の外観の

あたたかな表情づくりに貢献している。

10  9の内観。

11  100％リサイクル素材から生まれた

木粉入樹脂「テクモク」を使った中庭の

デッキ。高い耐久性と安定した強度をも

ち、メンテナンスも容易だ。
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高齢者住宅・施設製品 Q&A

●居室ドアと室内の内装や建具とを 
コーディネートできますか？

多彩な色柄、自然の風合いの木目調など、豊

かな意匠性をもつ「ヴァリフェイス」なら、内

装建材との色あわせが可能で、室内空間を

トータルコーディネートできます。

●戸袋のスペースがない場所に 
引戸をつけたいのですが…。

横に引く動作で、折れながら開く「スライドー

レ」がすすめられます。この製品は引き戸の

ような動作で開閉ができるうえ、引き戸に必

要な戸袋スペースは必要ありません。

●居室ドアの鍵を閉める「ガチャ」と 
いう音が気になるのですが…

「ヴァリフェイス」は鍵の開閉音の静かな静

音タイプもご用意しています。敏感になりが

ちな起床・就寝時にも気にならないよう配

慮しています。

●できるかぎり軽い力で扉を 
開けたい場合は？

自動閉鎖装置付引戸「カームスライダー」と軽

量鋼板自由開き折れ戸「ヒクオス」には、少し

動かすだけでやさしく開くアシスト操作を装備

したリニアモータ式電動タイプがあります。

●居室のトイレをスペース効率よく 
設置するには？

扉を押しても引いても両方向から出入りでき

る「ヒクオス」がおすすめです。開閉は連結さ

れた２枚の扉を折りたたむ方法なので、広い

間口が確保できる省スペースな納まりです。

●メンテナンスが容易なデッキを 
つくりたいのですが…。

木粉入樹脂「テクモク」なら、木の風合いをも

ちながら高い耐久性があり、簡単なお手入れ

で長く美しさを保ちます。ベンチ、テーブル、

フェンスなども取り揃えています。

●高齢者住宅・施設に製品を採用するにあたり、 
実際に体験できるところはありますか？

総合的な試験・検証施設「ライフ

インセンター」がございます。各

種性能試験など基礎技術の研究

から、生活者の視点で商品の評

価・検証まで行っています。

施設内の「体感ゾーン」では、実際

の製品の操作性・安全性・使い勝

手を体感できます。車いすに乗りながらの確認・検証も

可能。見学を希望される方は、弊社担当者または下記ま

でお問い合わせください。

ライフインセンター
栃木県小山市大字上石塚天神越644-1

文化シヤッター株式会社お客様相談室 03-5844-7111 www.bunka-s.co.jp/

　　　　　CLOSE UP

廃木材 100％リサイクル素材 資源循環型社会に貢献

使用後再リサイクルも可能

成型

混合
破砕

粉砕
廃棄プラスチック

デッキや中庭で気分転換をしたり、風に当たり

ながら過ごすことも入居者には大切な時間。そ

のための外構づくりにぴったりの素材が木粉入

樹脂「テクモク」です。木のやさしい風合いをも

ちながら、高い耐久性と安定した強度を備えま

す。風雨にさらされて腐る、割れる、反るなどの

変質も少なく、メンテナンスも容易でスタッフの

負担にもなりません。バルコニー手すりやルー

バースクリーン、フェンスなどに使用すれば、施

設の外観にやさしい表情をもたらしてくれます。

テクモク
木粉入樹脂製エクステリアシリーズ

木の風合いと高い耐久性を両立。

木粉入樹脂素材のエクステリアが

やすらぎをもたらす

さまざまなエクステリア製品を取り揃えています

100％リサイクル素材から生まれたサスティナブル（持続可能な）マテリアルです
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