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ひろがる引戸の可能性。
開閉のしやすさ、段差の少なさ、スペース効率の良さなど、

使い手にやさしさ、心地よさ、快適さを提供する引戸。

文化シヤッターでは、このような引戸の特長に加え、内装との

トータルコーディネートやさまざまな納まりバリエーション、

電気錠など多彩な機能など、メリットを拡充してきました。

それにより、老人福祉施設や高齢者向け施設だけでなく、

マンションやホテルにも設置され、さらに個室・居室ドアに

加えて部屋内のドアにまで活用の幅が広がっています。

本カタログでは、さまざまな施設・用途で設置された引戸の

納入事例を紹介します。

文化シヤッターは、さらなる引戸の可能性を追求します。

One Point

扉デザインガイド
　一部納入事例の扉デザイン

を簡易イラストにしました。ア

イデアの参考にどうぞ。

01 02Beyond the Door Beyond the Door



老人福祉施設・高齢者向け施設・医療施設

推奨製品

高齢者集合住宅向け玄関ドア

「ヴァリフェイス」
　意匠性と快適性をハイレベルで実現する引

戸。木目調のデザインでカラーバリエーショ

ン豊富。内装建材とのコーディネートも可能。
　○用途：居室入口

高齢者集合住宅向け玄関ドア（特定防火設備）

「ヴァリフェイスAi 」
　引戸でありながら遮音性能・気密性能を有

し、特定防火設備として防火区画に使用で

きる遮炎性能も備えています。
　○用途：居室入口

自動閉鎖装置付引戸

「カームスライダー」
　軽い力で静かに開き、手を離すとゆっくりと

全閉します。上吊り戸車方式で床面フラット

のバリアフリー設計です。
　○用途：居室、検査室、病室入口

軽量鋼板自由開き折戸

「ヒクオス」
　入るときも、出るときも引いても押してもス

ムーズに開くユニバーサルデザインの扉で

す。省スペース設計も特長。
　○用途：居室・病室内部、トイレ

軽量鋼板横引折戸

「スライドーレ」
　折戸に比べ戸のせり出しが少なく、引戸のよ

うな戸袋スペースが不要です。引戸や折戸

と同等の開口幅も確保。
　○用途：居室・病室内部、トイレ

木材・プラスチック再生複合材

「テクモク」
　廃木材と廃プラスチックを再利用したサステ

ナブル建材。デッキなどのエクステリアに。
　○用途：テラス、中庭、光庭

光を遮る省エネ建材

「オーニング」
　日差しを窓の外でコントロールする可動テ

ント。夏場のエアコン稼働率を大幅に低減。
　○用途：バルコニー、テラス

建物をより美しく

「ステンレス建具」
　多彩なバリエーションでさまざまなニーズ

に応える柔軟性を実現。
　○用途：エントランス、トレーニング室、堅穴区画

トイレブース

「プレクリンPC」
　人に優しい使い勝手を追求し、快適なトイレ

環境づくりを実現。バリエーションも豊富。
　○用途：居住者、スタッフ用

ぬくもりある空間づくりに

「木製建具（スチール枠）」
　木の素材感を活かした建具で、居室や病室

内のぬくもりある空間づくりに貢献します。
　○用途：居室内トイレ前

鋼製ドア

「スチールドアシリーズ」
　ドア枠・扉にスチール材を使

用した開戸。窓やガラリなど

も自由にアレンジ可能。
　○用途：スタッフステーション、
通用口

浸水を抑える防災製品

「止水マスターシリーズ」
　ゲリラ豪雨などの急な増水によ

る建物内部への浸水を軽減。

多様な製品をラインアップ。
　○用途：エントランス、搬入口、
通用口、駐車場前

管理／防火・防煙用

「重量シャッター」
　防犯、防雨、防風、防火、防

煙など、求められた性能を実

現。建物の開口部を守ります。
　○用途：建物内部／外部

耐熱ガラス入り特定防火設備

「エリファイトクリア」
　納まり、枠形状のバリエーシ

ョンを拡充し、ガラスにクリ

アな視界と透明度を実現し

た特定防火設備。
　○用途：食堂入口、入退室管理
が必要なエリア
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多彩なデザインでエリア分けができるヴァリフェイス。

意匠性と機能性を両立しました。

　
豊かな自然の眺望を楽しめる介護老人保健施設。光が差し込むラウンジ、

開放的ながらプライバシーに配慮した居住空間等を備えます。

各フロア、エリアごとに扉デザイン、把手と扉部の木目、色を入れ替え。

まさにヴァリフェイスの特長が活かされています。

開口寸法に合わせ製作ができるヴァリフェイスは

部屋のレイアウトに対応し、空間づくりに貢献します。

01
Case Study

老 人 福 祉

施 設

多目的トイレに設置されたヴァリフェイス。軽

く操作しやすいヴァリフェイスはトイレにもお

すすめです。トイレ内にはシンプルで清潔感

のあるトイレブースを設置。

二連引込ドアを設置した居室入り口。戸袋スペ

ースが少なくても開口スペースを確保できる。

デイルームから各室を見る。明るくシンプル

な木目柄の引戸が、空間全体にあたたかな

雰囲気を生み出す。
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縦長小窓や角窓が配置された引戸。デザイ

ン上のアクセントとなるだけでなく、程よくプ

ライバシーを確保。

二連引込ドアにより扉の収納スペースを小さ

くし、部屋のレイアウトやプランにも柔軟に対

応することができる。機械浴室前の引分け二

連引込は介護ストレッチャーが通れるスペー

スを確保。前室からは豊かな自然が望める。

“住まいの顔”としての意匠性と快適性を両立

高級感漂う基本デザインと面材色を組み合わせて選べる豊富なバリエーションか

ら、オーダーメイドでさまざまなニーズに対応。面材色は内装建材と色合わせがで

き、空間のトータルコーディネートが可能です。軽くて操作性に優れた引戸を基本と

し、ユニバーサルデザインの観点から機能的な配慮も行き届いています。

○ヴァリフェイス

Topics

デザインバリエーション例

扉断面構造

木質系汎用タイプ 木質系不燃タイプ

ヴァリフェイスの面材色は、建具や腰壁、巾木、造作家具な
どの内装建材と色合わせが可能。写真は巾木や家具とトータ
ルコーディネートした居室。

※不燃タイプの表
面材は不燃認定
NM-1987を取
得しており、不
燃が必要な区画
にお使いいただ
けます。

化粧シート
貼りMDF

化粧シート
貼り窯業系板

力骨
（木質系）

力骨
（木質系）

芯材
（ペーパーコア）

芯材
（ペーパーコア）
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花の装飾や明るい色のダウンライトで開放

的な空間の共用部。カフェテリア入り口の扉

には大きなガラス窓を設置。

居室入り口の二連引込ドア。その他のヴァリ

フェイスと同じ色柄での製作が可能。同じ色

柄で揃えることで建物全体に統一感を生み

出す。

施設内のエリアごとに壁の色、扉の色を変

更。エリアによる意匠的な変化を与えるだけ

でなく、入居者やスタッフが自分がどこにい

るか認識するためにも役立つ。

建物内に大きく光を取り込む中庭にはテクモク

のデッキを設置。

Topics

デッキやルーバー、フェンスなどエクステリアに最適な人工木材

建築解体現場や工場などから排

出される廃木材と、廃棄処分とな

ったプラスチックを原材料とした

100％リサイクル素材。木とプラ

スチックの特性が活かされた高

い耐久性と安定した強度、天然

木に近い手触りなどさまざまなメ

リットがあります。メンテナンスも

容易でスタッフの負担を軽減しま

す。設計の自由度が広がり、デッ

キルーバー、門扉などにも採用さ

れています。

○テクモク

木粉体 プラスチック粉体

中間原料
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ガラス、格子など扉に変化を付けられるヴァリフェイス。

その他多くの製品で施設の快適空間を実現。

　
南国風の外観、落ち着いた雰囲気の室内空間で

入居者の快適な生活を支える介護老人保健施設。

表面にくもりガラスや格子を入れ込んだデザイン扉が

廊下に輝くライトに照らし出され強調されています。

ヴァリフェイス以外にもカームスライダー、トイレブース、テクモク、オーニングなど

当社製品が多く採用され、施設の快適空間の実現に貢献しています。

02
Case Study

老 人 福 祉

施 設

高い天井とガラス張りの開口部で開放感の

あるデイルーム。ヴァリフェイスの格子は、

室内のプライバシーを守り、光を取り込む役

割も持つ。
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建物の受付窓口に３連のステンレス建具を設置。広い間

口に対応し、高級感のある格子のデザインが特長。

テクモクを敷設したデッキスペー

スにオーニングを設置。パネルド

アを開けることで開放感のあるテ

ラスとして利用可能。オーニング

により日差しを遮りつつも心地よ

い風を取り込むことができる。

シンプルな木目のトイレブースを設置。エッ

ジがフラットかつ面材と同色仕上げで、目立

たずスッキリとした納まりになっている。

事務所、収納庫などスタッフのみのエリアに

はスチールドアやカームスライダーが設置さ

れた。

Topics

光や風はそのままに直射日光を遮る環境に優しい省エネ建材

窓辺の風や光を調整し、雨除けの

機能も持つ可動式テント、オーニン

グ。柔らかな光や風はそのままに直

射日光を遮り、冷房効率を高めて環

境負荷を軽減。冬季には収納するこ

とで日差しを室内に取り込むことが

できます。医療施設や老人施設にも

多く採用され、健康管理に貢献して

います。

○オーニング
ガラスのみの部屋 オーニングが付いた部屋

カーテン等が付いた部屋

オーニングを取付けた場合、エアコンの使用度は1/3（33
％）になり、省エネや節電に貢献。

※早稲田大学理工学部木村教授研究室「オーニングの日射遮へい効果に関する研究報告書」より抜粋

エアコン
稼働率

100%

エアコン
稼働率

74%

エアコン
稼働率

33%
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存在感ある扉で内装建具とのトータルコーディネートを

実現するヴァリフェイス。上質な空間づくりに貢献。

　
地域住民の方とも連携し、施設内の設備も開放。

入居者のみならず家族や働くスタッフ、すべての方が笑顔で安心して使用いただける

施設を目指しています。中庭に面したリビングルームは明るい空間で、

各居室の扉にはゴールドのモール・把手やガラリを配置。

内装や家具とのトータルコーディネートも実現しました。

03
Case Study

老 人 福 祉

施 設

写真左／扉には濃色の木目柄の間にさらに

ダークな木目柄を配置することで、扉全体が

引き締まり高級感のある印象に。

写真右／幅の広い居室前引戸には、縦のモ

ールだけではなく、ラインプレスが施されて

いる。

デイルームからヴァリフェイスを採用した居

室扉を見る。モール、ハンドル、錠部にもゴ

ールドを取り入れ高級感のある扉に。モー

ル、小窓、ガラリなど豊富なデザインを最大

限に生かした。腰壁、木製建具、収納家具、テ

ーブルとのトータルコーディネートを実現。

Topics

軽い力での開閉やフラットな床面など使いやすさにも配慮

枠は耐久性のあるスチール製、扉はやさしくぬくもり

のある木質系の引戸。軽い力での開閉やフラットな床

面など、安全・安心にも配慮。閉じ際にブレーキと引き

込み機能が同時に働く装置を採用し、安全で静かに、

確実に締め切ります。引戸のほか開戸、引違戸にも対

応します。

○木製建具（スチール枠）

居室内のトイレなどの扉として使用できる。ヴァリフェイ
スの表面材と同色でコーディネートも可能。
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自立した生活を安心して過ごしたいシニア向け住宅。

マンションドアと変わらない操作性で不自由のない生活を。

　
安心できる環境の中で自立した生活を送れる高齢者向け住宅。

共用空間の充実をはじめ、趣味やスポーツを通じて人と人がつながるコミュニティ活動など、

人生を豊かにするサービスを提供しています。

ヴァリフェイスAiは引戸でも遮音性能・気密性能を確保し、静かで軽い操作性を実現。

エントランスパネルと扉を同色にすることでホテルライクな上質さを生み出しています。

04
Case Study

高 齢 者 向 け

施 設

遮音性能・気密性能のあるヴァリフェイスAi

を玄関ドアに使用。インターホンや新聞受け

などをエントランスパネルに設置し、住まい

として安心できる環境を提供する。

居室内。玄関ドアのヴァリフェイスAiと木製

建具、収納家具を同色でトータルコーディネ

ートし、室内の調和を図っている。

Topics

遮音性能・気密性能・防火性能を備えた
高齢者集合住宅向け引戸

住まいの顔としての意匠性と心地よい生活をおくるための機

能を兼ね備えた特定防火設備タイプがヴァリフェイスAi。引

戸ながらも開戸と同等の遮音性能と気密性能を確保していま

す。そのほかにも多様な機能を備え、毎日の暮らしをサポート

します。

○ヴァリフェイスAi

煩わしい
操作は不要

かんたんドアガード

地震による
建物変形にも対応

対震性能

（オプション対応）

昭和48年
建告2564号に適合

遮煙性能

誰にでも
優しく快適に

バリアフリー設計

平成12年
建告1369号に適合

遮炎性能

音漏れや
外部騒音も軽減

遮音性能T-1

すき間風を抑制

気密性能A-3
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屋内への入り口には格子デザイ

ン扉を採用。

建物の入り口にステンレス自動ド

アを設置。玄関は段差がなく自動

ドアのバリアフリーで、車いすを

ご利用の方もスムーズに移動で

きる。

TopicsTopics

玄関ドアを引戸にすることで、開戸に比べて

出入りの動作が楽に。床面も段差がなく、高

齢者が快適に住み続けられるよう配慮がなさ

れている。

多彩なバリエーションと柔軟性でオリジナリティを実現

多種多様な形材から構成され、その正確な製造が仕

上がりと現場での施工性につながります。エントラ

ンス、受付カウンターの引戸だけでなく、施設内で

特に強調したいエリアにもステンレス建具をご採用

いただけます。

○ステンレス建具

ヘアライン仕上げ・バイブレーション仕上げ・鏡面仕上げと多彩な表面仕
上げバリエーションでステンレスの美しさを際立たせる。

ヘアライン仕上げ バイブレーション仕上げ 鏡面仕上げ

納まりや表面材、金物などをオーダー製作。
扉とのコーディネートが可能です

扉と同じ柄の鋼板を使用したロングエントランスパネルを設置できま

す。扉とパネルの色を統一することで上質な空間を演出。また、入居者

の生活環境に配慮し、室名札・インターホンパネル・新聞受けの設置も

可能です。オーダー製作のためエントランスパネルの納まりや表面材、

金物などはお好みで組み合わせられます。

○エントランスパネル
インターホン

フェイス

新聞受け

室名札
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電気錠を搭載した引戸でより安心できる住まいを実現。

　
アクティブに人生を楽しみ続けるためのサービス付き高齢者住宅。

海に近い場所に立地し、趣味や生きがいを見つけられるのも魅力です。

玄関ドアのヴァリフェイスAiには電気錠が搭載され、ドアの閉め忘れの心配がなく、

施設側のメリットも生み出します。

入居者の方々がより自分らしく安心して暮らせるように食堂やサロンなど

共用施設にも引戸を採用いただいています。

05
Case Study

高 齢 者 向 け

施 設

玄関にヴァリフェイスAiを設置し、電気錠を

組み合わせて安心の住まいを実現。室内側

の扉表面材は、室内壁面の白系の色と合わ

せてコーディネート。

Topics

引戸に電気錠を設置し安心の住空間に

電気錠付枠を必要としますが、インターホンパネルなどのエント

ランスユニットを併せて設置することも可能。錠前とユニットをス

マートに納めると同時に利便性も向上。カードリーダーやテンキ

ーにも対応し、よりグレードの高い住戸に適しています。ホテルや

集合住宅などの玄関ドアとしても電気錠対応が多く採用されてい

ます。

○電気錠対応
エントランス

ユニット

電気錠

電気錠付枠

21 22Beyond the Door Beyond the Door

高
齢
者
向
け
施
設



浴室入り口にはカームスライダーを採用。上

吊り方式で床面に段差がないので、車いす

の方も簡単に出入りできる。

多機能トイレ、喫煙ルーム、プライベートダイ

ニングなど各部屋にさまざまなデザインの引

戸が採用されている。

多機能トイレ入り口には折戸「ヒクオス」を

採用。トイレ側、外側のいずれからも扉を押

すことが可能。開戸のドアの出っ張り、引戸

の戸袋がいらないメリットがある。

食堂から掃き出し窓を開くと、ガーデンデッ

キに出てくつろぐことができる。日差しを遮る

オーニングの下でブレイクタイムも可能だ。
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カームスライダーの幅広いラインナップを活かし

患者様にもスタッフにも優しい医療施設に。

　
都道府県がん診療連携拠点病院のひとつである医療施設の各所に、

軽い力で開けられ手を離せば自動的に閉まるカームスライダーが設置されています。

清潔感あるホワイト色を扉の表面に採用し、丸窓ガラス、くもりガラス、センサ方式、ボタン式など

目的や要望に応じた最適なタイプを施設内の諸室に提案し、採用されました。

患者様にもスタッフにも優しい施設づくりに貢献しています。

06
Case Study

病 院

上部の無目付センサにより、手を使わずとも

開閉が可能。診療室前の待合室につながる、

開閉頻度の高い箇所にも適している。
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Topics

MRI室に電動タイプのカームス

ライダーを設置。無目付きセンサ

のため、ストレッチャーを運ぶス

タッフにも負担がかからない。

ティールームとキッチンの間には壁収納

二連引きカームスライダーを設置。壁内

に扉が収納されることで壁に余分なス

ペースを作らない。

不特定多数の方が利用する多機能ト

イレに電動タイプカームスライダーを

設置。扉横のボタンを押すことで引戸

が開き、使用中もパネルにわかりやす

く表示される。

カームスライダー二重引きタイプで、より大

きな開口部も上吊り引戸を設置可能。

相談室前のくもりガラスパネル同様、丸窓に

もくもりガラスを配置。患者様のプライバシ

ー保護に貢献。

病院で使用されることを目的とした
多くのタイプをラインアップ

静かな開閉音で、高齢者やお子様でも軽い力で

開けられ、手を離せば自動的に閉じる、自動閉鎖

装置付き引戸。施設やシーンに合わせた多彩なバ

リエーションを取り揃え、医療施設内の諸室に対

し特殊機能を備えたタイプをラインアップしてい

ます。

○カームスライダー

遮音性能と気密性能を兼ね備えた
タイプ。医療施設では、会話の機
密性が求められる診察室に最適。

鉛板を張り合わせた放射線防護
型。一般のレントゲン室やCT室の
出入り口に適した引戸。

汎用タイプに電動機構を組み入れ
たタイプ。手術室やリハビリテーシ
ョン室、多機能トイレの出入り口に。

遮音タイプ X線防護タイプ 電動タイプ
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集合住宅・ホテル

推奨製品

ぬくもりある空間づくりに

「木製建具（スチール枠）」
　木の素材感を活かした建具で、軽い力で開

閉できます。
　○用途：居室内トイレ前家具

木材・プラスチック再生複合材

「テクモク」
　廃木材と廃プラスチックを再利用したサステ

ナブル新建材。ルーバーによる目隠しも。
　○用途：バルコニー

光を遮る省エネ建材

「オーニング」
　日差しを窓の外でコントロールする可動テ

ント。夏場のエアコン稼働率を大幅に低減。
　○用途：バルコニー、テラス

マンション向け玄関ドア（特定防火設備）

「ヴァリフェイスAe」
　屋外に面した開口部に使えるよう「H-3」の

断熱性能を確保。引戸によりベビーカーや車

いすの出入りもスムーズ。
　○用途：玄関入口

高齢者集合住宅向け玄関ドア（特定防火設備）

「ヴァリフェイスAi 」
　引戸でありながら遮音性能・気密性能を有

し、特定防火設備として防火区画に使用で

きる遮炎性能も備えています。
　○用途：玄関入口、客室入口

シンプルデザインで客室を演出

「ホテルドア」
　コーディネートしやすいシンプルなデザイ

ンと高い遮音性能でラグジュアリーな客室

を演出します。
　○用途：客室入口

マンション玄関ドア（特定防火設備）

「MXシリーズ」
　環境に配慮した非塩ビ鋼板を採用。個性

豊かなデザインと多様なカラーから選べ

ます。
　○用途：玄関入口

建物をより美しく

「ステンレス建具」
　多彩なバリエーションでさまざまなニーズ

に応える柔軟性を実現。
　○用途：エントランス、エレベーター前、浴室ドア

トイレブース

「プレクリンPC」
　人に優しい使い勝手を追求し、快適なトイレ

環境づくりを実現。バリエーションも豊富。
　○用途：居住者用

移動間仕切

「スライディングウォール」
　目的に応じてスペースを手

軽に、自由にレイアウトでき

る間仕切。
　○用途：会議室、宴会場

浸水を抑える防災製品

「止水マスターシリーズ」
　ゲリラ豪雨などの急な増水によ

る建物内部への浸水を軽減。

多様な製品をラインアップ。
　○用途：エントランス、通用口、
地下駐車場前

鋼製ドア

「スチールドアシリーズ」
　スチール材を使用した開戸。

窓やガラリなども自由にアレ

ンジ可能。
　○用途：事務所、通用口

屋外鉄骨階段廊下ユニット

「段十廊Ⅱ」
安定した品質で長寿命、高

耐久を実現し、スピード施工

により工期短縮に貢献。
　○用途：低層マンション階段、廊下

強度・耐久性と美観を確保

「手すり・手すり付き笠木」
　建築物のベランダ、廊下、階

段に取り付け、建物を守り、

意匠性を高めます。
　○用途：バルコニー、廊下部手すり

高速・低振動グリルシャッター

「大静快」
　出入りが頻繁なマンション等

の駐車場に最適。開閉音や

振動を極力抑えます。
　○用途：駐車場入口

管理／防火・防煙用

「重量シャッター」
　火災時の有害な煙や熱を感

知し、自動的に閉鎖。安全な

避難経路を確保します。
　○用途：建物内部／外部

建物と調和

「ガスチャンバー」
　美観と機能性を両立したマ

ンション・集合住宅のパイプ

シャフト部に付ける扉。
　○用途：パイプスペース
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マンションの玄関ドアに引戸を採用。

多年代が使いやすく、家族の環境変化にも対応しやすい住まいに。

　
“土間のある生活空間”という発想を反映したマンションです。

屋外と屋内の中間領域の土間は、コミュニケーションの場であり、

さまざまな生活道具を置くスペースとして活用されてきました。

そんな空間をマンションで実現できるよう玄関ドアはヴァリフェイスAeに。

引戸にすることで子どもからシニアまで幅広い年代が使いやすく、

家族の環境が変わっても長く安心して暮らせる住まいを目指しました。

07
Case Study

集 合 住 宅

2階の玄関ドアには開戸を採用。２ロックプッ

シュプル錠。１階のヴァリフェイスAeと同色

の面材を使用することで、建物内の玄関デ

ザインを統一することができる。

1階の玄関ドアは土間納まり設置のヴァリ

フェイスAeを採用。戸尻側に枠のないすっき

りとした納まり。開閉がしやすく段差が少な

いため、出入りや荷物の出し入れが簡単。

レバーの上げ下げだけで開口幅

を制限できる「かんたんドアガー

ド」を設置することで、防犯面か

らも安心できる住まいになった。

Topics

マンションの玄関を変える
ミニマルデザインの新世代引戸

集合住宅の玄関ドアとして主流の開戸に対し、新しい引戸デ

ザインをコンセプトに開発された『ヴァリフェイスAe』。遮音性

能や気密性能、耐風圧性能、断熱性能など開戸と同等の性能

を確保。また、開戸と比べて開閉操作がしやすいので、自転車

やキャリーバッグ、ベビーカーなどもスムーズに通過できます。

○ヴァリフェイスAe

すき間風を抑制

気密性能A-3

強風でも
安全・安心

耐風圧性能S-6

快適環境と
省エネの実現

断熱性能H-3

誰にでも
優しく快適に

バリアフリー設計

平成12年
建告1369号に適合

遮炎性能

音漏れや
外部騒音も軽減

遮音性能T-1

煩わしい
操作は不要

かんたんドアガード

地震による
建物変形にも対応

対震性能
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和の雰囲気に合うよう、老舗旅館の客室ドアも引戸に。

利用者の使いやすさがアップします。

　
多彩な湯処で天然温泉に癒される老舗の湯宿。

客室ドアにヴァリフェイスAiを設置したことで伝統ある旅館の佇まいを室内空間にも反映しました。

木目の扉デザインにより、客室に和の雰囲気をもたらすだけでなく、

ユニバーサルデザインという観点からも幅広い利用者に使いやすい扉になりました。

08
Case Study

ホ テ ル

客室の他、トイレにも和テイス

トが施されている。トイレブー

スをはじめ床、障子枠、洗面台

まで雰囲気が統一されている。

［撮影協力］ことひら温泉 御宿 敷島館
〒766-0001 香川県仲多度郡琴平町川西713-1

廊下が畳張りの中、客室入り口の引戸にヴァリフェイスAiが採用

された。趣のある雰囲気を楽しむだけでなく、シニア・ファミリー

層のお客様にも使いやすい入り口となった。
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