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C O N T E N T S

文化シヤッターは1955年の創業以来、各種シャッターをはじめ、

ビル建材、住宅建材を製造・販売する総合建材メーカーとして、

「ライフ・イン」「ライフロング・パートナーシップ」の2つのコンセプトのもと、

生活者の視点で製品を開発してまいりました。

また、お客様との永続的な信頼関係づくりに欠かせないアフターメンテナンス体制により、

暮らしに役立つ製品とサービスの提供に努めてまいりました。   

近年は地球規模での環境変化や社会環境の変化に対応するため、

「エコ」と「防災」をキーワードとした新たな事業展開と、ものづくりに取り組んでおります。

「安心」かつ「安全」を第一とし、お客様に喜んでいただく「For You」の心を込めて、

一歩先を考えた提案型営業を実践してまいります。

建材メーカーとしての枠組みを超えた業態変革を図り、「企業革新の実現」を成し遂げることで、

お客様に「安心」「安全」を提供する「快適環境のソリューショングループ」へと進化してまいります。

お客様に「安心」「安全」を提供する

『快適環境のソリューショングループ』を

めざします。
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シャッター関連製品

フラットガレージシャッター〈ポルティエ〉

軽量アルミガレージシャッター〈小町様〉

ガレージシャッター〈エスプリ〉

住宅用オーバースライディングドア〈フラットピット〉

電動アルミガレージシャッター〈御前様〉
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シャッター関連製品

防煙シャッター

高速シートシャッター〈大間迅〉

電動ワイドシャッター〈モートW〉

重量オーバースライディングドア

防火／防煙シャッター〈ポールレス〉
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シャッター関連製品

朝でも夜でも安心の「静かさ」を追求

御前様（ごぜんさま） 電動・無線

発泡ウレタン充填アルミロール成形スラットの採
用で、開閉音、風打音を大幅に低減した静音シャ
ッターです。開閉速度も従来のシャッターに比べ
約2倍。ご近所が気になる早朝、深夜での車の出
入れも安心かつスムーズ＆スピーディです。デザ
インもフォルムも一段と洗練されています。

電動アルミガレージシャッター

美しさが際立つ新型スラットを採用

ポルティエ 電動・無線

凹凸のない平らなスラット形状は見た目も新鮮
かつ美麗。住宅用に特化した標準３色、木目6柄
をご用意、フラットだからこその美しい仕上がり
となりファサードを引き立てます。車２台収納して
もまだゆとりの最大間口6.3m。スピード開閉、静
音、安全重視の設計です。防火設備仕様もライン
アップ。

フラットガレージシャッター

ガレージ専用のシャッターとして開発

エスプリ 電動・無線・手動

ガレージシャッターに求められるニーズにお応
えし、特に気になる防錆対策と開閉音・風打音
を抑えて開発しました。スラット色には住宅にフ
ィットする新鮮な色合いを３色ご用意。さらに電
動タイプには車の中から操作できるカードリモ
コンを標準装備。防火設備仕様タイプもラインア
ップしています。

ガレージシャッター

美しさをいつまでも保持する

ステンサー 電動・無線・手動

スラット、座板、レールなど主要部材は、サビに強
く耐食性に優れたステンレス鋼板を採用したシ
ャッターです。スラットにはシャープな感覚を醸し
だすへアライン仕上げを施しているため、建物の
開口部に格調高い表情を演出します。また板厚
t0.8のため防火設備に適合します。

軽量ステンレスシャッター

アルミならではの気品の輝き

リガード 電動・無線・手動

軽く、美しく、サビを寄せつけないアルミのもつ特
性をいかした気品のシャッター。上りじまいのシ
ョックを吸収する緩衝バネや開閉音、風打音を大
幅に緩和する消音装置など独自の技術を施し、
いつまでも美しい輝きとともに、ご採用いただい
た方々から高い評価を得ています。

軽量アルミシャッター

海浜地域向けの防錆タイプ

シーサイドシャッター 電動・無線・手動

スラット・ケース部に防錆性能の高い塗装溶融
アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板を採用。さ
らに耐傷付き性能を高めるため、2層にわたる
特殊塗装を施しています。主要機構部のブラケ
ット・巻き取り部（チューブ被膜）にも防錆対策
を、またガイドレール部、座板部にはアルミを採
用し、機能の劣化を防止しています。

軽量防錆シャッター

電動・無線

ワイドな間口も一連でカバー

モートW

最大5.55mまで一連で対応できるため、開口の
広い場所に最適です。停止リミットは、プログラ
ムリミットとレバーリミットの二重の装置を採
用。さらにモータープロテクターがモーターの
焼損を防ぐなど、安全性にも十分な配慮を施し
た設計です。

電動ワイドシャッター

ファイター

万一の火災に備える防火仕様

防火設備防火戸に適合するt0.8スラットを採用し
ているため、強度が要求される場所に設置する
には最適の軽量シャッターです。2 間間口
（3.65m）まで一連で対応でき、ワイドな開口部に
ジャストフィット。カラーはホワイト・グレーの2種
類を用意しています。

軽量防火設備シャッター

電動・無線・手動セーヌ

どんな建物にもフィットする汎用タイプ

スラットは特殊表面処理加工を施したカラー鋼
板のため、サビに強く、耐久性が高い汎用タイプ
の軽量シャッターです。カラーはシルキーホワイ
ト、シルバーグレー、ペールベージュの3色をご用
意。また手動タイプは、軽い操作力のセルフコイ
リング巻き上げ方式を採用しています。

軽量汎用シャッター

かんたんリモコンでラクラク操作

エリー 電動・無線

快適な住まいの追求をコンセプトとした新しいリ
モコンシャッターです。コンパクトなフォルムの中
に充実した機能と安全性を備え、さらに、これま
でにないお求めやすいプライスを実現。これから
の時代の住宅用ガレージの基本となるスタンダ
ードモデルです。

リモコンシャッター
意匠性に優れたグリルタイプ

ハイルック 電動・無線・手動

デザイン性、ディスプレー効果を高めるため、パ
イプとリンクをスリムにして設計。しかも堅牢性
と透視性を併せもつ軽量グリルシャッターです。
素材はユニクロムめっき鋼管（シルバー色）と
ステンレスへアライン仕上げの2種類が揃って
います。

軽量グリルシャッター
ヨコ方向へ開閉する特殊用途タイプ

手動

角地の店舗や上部に収納ケースを取付けるス
ペースのない場合や開口部が曲面の場合に適
した横引きタイプの軽量シャッターです。一連で
4.5m、二連で9mの開口幅まで対応でき、開閉は
軽くてスムーズ。カラーはホワイト・グレー・ベー
ジュの3色を用意しています。

軽量横引きシャッター

アルミの持つ上品なパイプの輝き

アルミグリルモートW 電動・無線

スラット、座板、ガイドレールは、サビを寄せつけ
にくいアルミ製のため、いつまでも上品な輝きを
保ち続けます。最大5.55mまで一連で対応できる
ため、ワイドな透視性がディスプレー効果をいち
だんと高めます。カラーはブロンズとシルバーの
2種類。

電動ワイドアルミグリルシャッター
通風・換気・採光機能を持つ

トップスルー 電動・無線・手動

シャッター上部にグリルを組み込み、通風、換気、
採光機能をもたせた軽量シャッターです。グリル
部は、十分な強度をもたせながら軽量化を実現
しています。またスラット部は、用途に合わせ板厚
t0.5とt0.8をご用意。カラーはホワイト・グレー・
ベージュの3種類。

軽量上部排煙シャッター

電動・無線

ワイドな透視性で格調高さを演出

グリルモートW

最大6.12mまで一連で対応できるグリルシャッタ
ーです。ディスプレー効果を高めるワイドな透視
性とシャープなデザインが特長。停止リミットは、
プログラムリミットとレバーリミットの二重の装置
を採用し、さらにモータープロテクターがモータ
ーの焼損を防ぐなど、安全性の高い設計です。

電動ワイドグリルシャッター
電動・無線トップスルーモートW

上部排煙シャッターのワイドタイプ

シャッター上部にグリルを組み込み、通気、換気、
採光機能をもたせたシャッターで、最大5.55mま
で一連で対応できるため、間口の広い場所に最
適です。また停電時は手動に切り替えられ、ボッ
クス側よりチェーン操作による開閉が可能です。

電動ワイド上部開放シャッター

とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。

軽量シャッター

電動・無線・手動

静音、簡単開閉のコンパクトタイプ

小町様（こまちさま）

「御前様」で実績のある、発泡ウレタン充填アル
ミロール成形スラットの採用に加え、新設計の
消音帯付きガイドレールを組み合わせることに
より、開閉音、風打音を大幅に低減しました。ス
チール製シャッターの約半分の操作力で、誰で
もラクに開閉できる軽さを実現。クルマ1台分に
ピッタリのコンパクト設計です。

軽量アルミガレージシャッター
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煙（熱）感知器連動閉鎖

ビル火災発生とともに巨大な煙突と化す階段室、
昇降路、吹抜けなどのたて穴区画には、防煙シャ
ッターの設置が義務づけられています。スラット、
まぐさは気密性の高い設計で、建設省告示第
2564号に適合する性能を有しています。随時手
動により開閉でき、また煙（熱）感知器により連動
し自動閉鎖します。

防煙シャッター
法基準をクリアした遮煙性能

高速開閉を要求される施設の車庫や工場、倉庫
の開口部出入に最適です。また空調管理、保安管
理を必要とする用途にも高機能を発揮します。標
準開閉速度の3m/minに対して2倍速、3倍速の
高速シャッターに加え、4倍速、5倍速、6倍速の可
変速シャッターも設計製造しています。

高速シャッター
スピード開閉のニーズに応える

ポールレス 煙(熱)感知器連動閉鎖

固定式であったガイドレール中柱を可動・2つ折
り方式にすることで天井内に収納。平常時は従来
の防火シャッター、防火／防煙シャッターでは邪
魔なガイドレール中柱をなくして、使い勝手のよ
いスッキリとしたフロアスペースを設計すること
ができます。　

防火／防煙シャッター
中柱のないスッキリした空間を実現

セレヌーノ

火災を感知すると瞬時に自動閉鎖し、煙害や延
焼等を防ぐ防火／防煙シャッター。本装置は、そ
のシャッター閉鎖中の挟まれ時の危険性を大幅
に軽減する、万一に備えた安全機構です。シャッ
ター下部に耐火クロスのスクリーンを後付けす
るだけですから、電気工事は不要、短期間で工事
は完了します。

可動座板式危害防止機構
学校向け防火／防煙シャッター改修用

電動・無線

ステンレス（またはユニクロームめっき鋼板）パ
イプの頑丈で美しい大型グリルシャッター（最
大幅12m、最大高8m、パイプ径19mm）。ビル
管理シャッターとしての高品質、高性能に加え、
通風、換気機能を有し、意匠性、ディスプレー効
果を高めるファサードとして好評です。

重量グリルシャッター
意匠性、透視性を重視するニーズに最適

煙（熱）感知器連動閉鎖ポールレスコンビ

避難用子扉付防火扉の戸先にシャッターのガイ
ドレールを内蔵することで、平常時には固定柱
のないスッキリとした空間を実現。煙(熱)感知器
の信号により袖扉は回転閉鎖しロックされ、続
いてシャッターが自重降下、全閉し竪穴区画を
形成します。

袖扉連動型防火／防煙シャッター
固定柱のないスッキリした空間を実現

煙（熱）感知器連動閉鎖セレスクリーン

優れた耐火・遮煙性能を有するシリカクロスを採
用。従来の鋼製防火／防煙シャッターと変わらない
防火・遮煙性能を備えています。スクリーンの重量
は鋼製に比べ約20分の1と軽量のため、建築物への
影響が少なく、施工の省力化にもつながります。ま
た火災時での閉鎖感が少なく、万一降下中にはさま
れてもカーテンが軽量で柔軟なため脱出できます。

布製防火／防煙シャッター
新タイプの防火／防煙シャッター

電動・無線大静快（だいせいかい）

マンション等の集合住宅で問題になる音や振動。
そこで独自の技術を各所に施し、駐車場シャッタ
ーの開閉音や振動を極力抑えました。全開スピ
ードが早く車庫の出し入れがスムーズに行なえ、
また１時間に約３０回（最大値）の開閉に耐える
高頻度、高耐久設計です。シャッターとの接触事
故を防ぐ安全対策もシステム化。

高速・低振動グリルシャッター
出入りが頻繁なマンション駐車場に最適

電動・無線

見た目の美しさ、開閉操作のしやすさが定評の
ガレージドア。住宅専用に設計されたフラットで
シンプルな美しいフェイスデザイン。スムーズで
軽快な動きと巻取り式電動シャッターと比べ、約
4倍というスピードが特長。2重の障害物感知装
置を採用するなど、安全性への配慮も万全です。
リモコンでの操作も可能です。

住宅用オーバースライディングドア
フラットピット

美しいデザインと軽快な開閉が魅力

フラットチルド／フラットクール／ベーシック 電動・無線・手動

優れた断熱性能・構造で、確かな温度管理を追求
します。熱貫流率はベーシック比で45％（フラット
チルド）、33％（フラットクール）低減を実現。動作
は簡単・安全な信頼性の高い設計です。パネル表
面材はホコリの
つきにくいフラ
ットパネルで、
省エネかつ衛生
的な物流環境を
保ちます。

断熱オーバースライディングドア
温度管理が必要な冷蔵施設に最適

電動・無線・手動

5mまでの間口ならガレージをはじめ工場、倉
庫、店舗など幅広い用途に最適です。静かで軽快
な開閉動作で建物のフロントビューをすっきりと
まとめます。ドアの収納は天井と壁面の状況に合
わせて、5タイプの収納方法をご用意しています。

軽量オーバースライディングドア
間口5mまでの小規模施設に最適

BSシェルター

荷物の積込み、積下し中における外気の屋内へ
の流入と屋内の冷気の流出を防止するシェルタ
ー。運搬車輌とドック戸口が密着する機構のた
め、頻繁な扉の開閉時に対応し、外気からの保
護、雨風や粉塵等の侵入をシャットアウト。空気の
流出入を防止し、空調のための稼働電力経費の
節減を図ります。

ドックシェルター
空気の流入・流出をシャットアウト

セレウォール 煙(熱)感知器連動閉鎖

ビル火災で恐しいのは煙です。有害ガスを含む
煙が猛烈な速さで建物内に拡散し、避難路をふ
さぎ、大惨事の原因となります。防煙たれ壁は、
火災時の煙の流動拡散を防ぎ、人命を守る貴重
な避難時間をつくります。認定不燃材を採用し
た巻取型の布製仕様と、回転式のスチール仕様
を用意しています。

可動式 防煙たれ壁
恐しい煙災害を防止する

重量シャッター
オーバー

スライディングドア

電動・無線・手動

ドアパネルを折りたたむことなく、壁や天井にそ
ったレールにそのままスライドさせて収納される
ため、開口部を最大限に利用することができま
す。しかも手動でもきわめてスムーズ＆スピーデ
ィに開閉。間口と高さに応じたサイズ、さまざま
な収納、操作方式の組合せ、豊富なパネル素材
等で多様な用途に対応します。

重量オーバースライディングドア
大きな開口部の開閉もスピーディ

外壁開口部の防犯・耐風・防雨用

電動・無線

建物の一般外壁開口部における防犯や耐風、
防雨などの対策が施された設計です。障害物感
知装置などの安全機能を備えるだけでなく、操
作性、意匠性の向上も図っています。多様化し
た都市建築物の安心を守る設備として定評の
ある製品です。

管理用シャッター

電動・無線・手動

法基準をクリアした防火性能

建物内部で発生した火災を一定区画で封じ込め
延焼を防止し、しかも建物外部で発生した火災
のもらい火を防ぐために、建物の内外開口部に
設置する重量シャッターです。スラットの板厚は
t1.2、t1.6、t1.8、t2.3を用意しています。

防火シャッター

シャッター関連製品

とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。
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シャッター関連製品

工場・倉庫などの大型開口部に最適

 BSハンガー 手動

開口部の広く、高い場所に適切で、開閉も軽々
＆スムーズ。溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、耐食
性も高く、耐風圧強度は600Pa。ドアパネルに採
光用の明かり窓を、建物とドアのすき間には防
塵用ネオプレンゴム（オプション）を取り付ける
ことができます。

鋼製ハンガードア

通行は自在、外気は遮断

エア・セーブ 電動・固定・手動
折りたたみ

外気をほとんど遮断した状態で、人や車の通り
抜けは自在のため、建物内の保温、保冷効果を
保つなど開口部からのエネルギーロスを防ぎま
す。また防音、防塵、防虫効果も大きく、作業環境
のアメニティを保ちます。消防庁認定防炎タイプ
もあり、さらに施工もエコノミーです。

ビニールカーテン

センサー開閉
電動・無線大間迅マジック［M3］

最大10ｍに対応する大開口タイプ

高速開閉・高気密により防虫・防塵効果を発揮
することで、空調・衛生管理等に貢献する〈大間
迅〉。その優れた特長をベースにして、屋外では
8ｍ、屋内では10ｍまでの大開口に対応しま
す。フォークリフトなどもスムーズに通過させる
ことができます。

高速シートシャッター
電動・手動

大きなドアが小さな力で軽く開閉

ワイドスライダー

大きなドアでも小さな力で軽く開閉できるよう、
軽量パネルと大径ローラを採用しました。パネ
ル材はt0.8のカラー鋼板を使用し、耐風圧強度
は750Pa、また、防錆塗装を二度塗り二度焼付
けと、耐久性、耐候性に優れています。

鋼製ワイドドア

フレキシブルなシースルー扉

手動

女性の力でも片手で楽々と開閉できる店舗、ガレ
ージ用の伸縮扉です。開閉音を抑えながら操作
性を高めるため、樹脂滑車、ガイドローラー、ジョ
イントバー連結に独自の工夫を施しています。シ
ースルー扉ですからディスプレー効果もあり、さ
まざまな状況に対応できるよう7タイプの開閉仕
様を用意しています。

横引伸縮シースルードア
フォールディングゲート

リモコンを操作することなく、ガレージシャッタ
ーを自動開閉できるので、待機時間が短縮さ
れます。設定は車の電源ソケットやUSBポート
に接続し、IDコードをガレージシャッターの受
信機に登録するだけ。電池交換が不要で、12V
車と24V車のどちらにも対応します。

シャッター用非常電源蓄電池設備

センサー開閉
電動・無線

気密性・静音性・耐久性が向上するビード仕様

大間迅ビード

レール部とシート上部からの空気の洩れを防
ぎ、全閉時にはシートがケースに密着。隙間を防
ぐ独自のビード構造により、気密性・省エネ効果
がアップしました。シートの破損や経年変化によ
る不具合を防ぐ、高耐久性を発揮する設計です。
開閉音の静かさからクリーンルームや工場隣接
の事務所、出入り口などにおすすめです。

高速シートシャッター 

大間迅は、外気の流出入を最小限に抑えることで、熱損失が小さく、CO2削減効果があると認められ、エコマークを取得しています。

センサー開閉
電動・無線大間迅マジック

屋外・屋内兼用でオールラウンドに対応

本体シートとレールがジッパーで結合されてい
る当社独自の仕組みにより、業界トップクラスの
気密性を発揮し、高速開閉とあわせて省エネ効
果を高めます。さらに、強制駆動方式の採用で、
どんな条件下でも作動するよう確実性が向上。
強風時や、内外差圧用途での安定動作が確保で
きます。

高速シートシャッター

大間迅M2フリーザー

－30℃の低温環境対応

1.7m/sのスピーディな開速度を持ちながら、F1
級の低温環境に対応。凍結防止のため各部を適
性化し、確実な動作をサポートします。従来の大
間迅の優れた「高速開閉・高気密」性能はそのま
まに、冷凍・冷蔵倉庫の節電・省エネ・品質管理
に貢献します。

高速シートシャッター

パネルック 電動・無線

アルミ枠にアクリル等の透明パネルを嵌め込ん
だ優美なフォルムは、お店のファサードに気品と
格調を醸しだします。閉店後や休日には店内の
ディスプレー商品により、お客さまとのコミュニ
ケーションを育みます。また愛車を守るガレージ
用シャッターとして、さらには室内の透視性のあ
る間仕切としても好評です。

透明パネルシャッター
シースルーならではの訴求力

パネルーラ 手動

アルミサッシのもつ優雅な趣きと使いやすい横
引きシャッターの機能性を活かした折りたたみ
ドア。アルミ枠にガラス、アクリル板、化粧合板
等の嵌め込みプレートが選択できます。暮らし
やオフィス、店舗にちょっと粋で機能的なファサ
ードやパーティションとして活用できます。

横引きパネルシャッター
伸縮自在のシースルー・ドア

電動・無線パネフラッシュ

フラットなパネルには独特な高級感を醸しだすステ
ンレス製と、壁のようなフラット面にマーキングフィ
ルムで個性豊かに演出できるスチール製がありま
す。開閉音や風打音も最小限に抑え、防犯性、密閉
性にも優れています。独自の収納方式によりパネル
面は擦り合うこともなく、キズの心配も不要です。

ムービングアートパネル
開口部に独自なアート表現が可能

手動パネルーラSFタイプ

先進の機能と斬進なデザイン性が好評

折りたたんでも引いても操作でき、広い間口の
確保やどこからでも自由に出入りができるなど、
優れた機能が多様なニーズにお応えします。ガ
ラス面は大きくシースルーで内も外も見渡せる
開放感が演出でき、上吊り機構のため軽くスム
ーズに開閉、しかも段差が無く出入りも安心と
好評です。

横引きパネルシャッター

パネルシャッター・
その他開口部製品 高速シートシャッター

作業環境に合わせ必要な機能を提供

大間迅ピコモ センサー開閉
電動・無線

開口幅600~1800mm/開口高さ600~2100mm
まで設計可能。ケース寸法は245mm×149mm
とスーパーコンパクト。しかもHACCPを意識した
機能的なデザインです。メンテナンスも簡単なた
め、点検によるライン停止時間を大幅に減少する
ことができます。

高速コンパクトシートシャッター

セレクルーズⅡ

消防隊の出動のうち9割
以上が誤報といわれてい
ますが、この装置はシャッ
ターを破壊することなく、
敏速に開放するもので
す。火災による停電時で
も、消防隊の放水圧で非
常電源装置を作動させ、
シャッターを外から開放、
速やかに室内消火、点検
することができ、財産保全
のうえで大きなメリットを
もたらせます。

ジェットパワー

車載用自動開閉リモコン
いざ火災発生という時に、消防水圧でシャッター駆動
装置を作動させ、わずか2分でシャッターを外部から
開放させるものです。この装置により、シャッターを破
壊することなく、きわめてスピーディに消火・救助活動
ができます。誤報による出動にも、速やかに屋内点検
ができ、大切な財産を守ることができます。

現在使用中の手動式軽量シャッターの巻き取り部分
を取り換えるだけで、便利な電動式に変身させること
ができるリニューアルタイプ。取付けのための新たな
スペースが不要で、工事も短時間で済みます。

水圧解錠装置

後付電動シャッター

オプション

エコマーク申請中 エコマーク申請中
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ビル建材関連製品ビル建材関連製品

木製学校用間仕切〈プレウォール〉

マンション向け玄関ドア〈ヴァリフェイスAe〉

自動閉鎖装置付引戸〈カームスライダー〉

耐熱ガラス入り特定防火設備〈エリファイトⅡ〉

軽量鋼板自由開き折れ戸〈ヒクオス〉

1

2

3

4

5

1

2 3

4

5
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ビル建材関連製品

ヴァリフェイス

高齢者集合住宅向けの玄関ドア
ヴァリフェイスAi［特定防火設備］

高齢者集合住宅向けの玄関ドア
ヴァリフェイスAe［特定防火設備］

マンション向け玄関ドア

木目調のデザインでカラーバリエーションも
豊富に揃えています。内装建材とのコーディ
ネイトが可能で、入居者の方の好みやニーズ
に対応。病院や
施設とは違う住
まいの顔として
心地よい空間を
演出します。

引戸でありながら対震性能を有しており、地震
で建物が変形しても開くことができます。特定
防火設備として防火区画に使用可能な遮炎性
能 を備える な
ど、住む人が安
心して過ごせる
設計です。

スッキリとした外観デザインと、対震性や気密性
など玄関ドアに求められる性能を兼ね備えてい
ます。開戸とくらべて開閉操作がしやすいため、
ベビーカーや車
いすをお使いの
方もスムーズに
出入りできます。

パネル式可動間仕切〈プレウォール フィット〉

自動閉鎖装置付引戸〈カームスライダー〉

園児用トイレブース〈プレキッズ〉

トイレブース〈プレクリンPC〉

自動閉鎖装置付引戸〈カームスライダー 屋外タイプ〉

開放軽減機構付き綱製ドア〈エア・バランサー〉

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

意匠性と快適性をハイレベルで実現する引戸〈ヴァリフェイス〉
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ビル建材関連製品

オーダーメイドの重量ドア

SDシリーズ

ドアの枠、扉にt1 .6以上の鋼板を使用したドア
で、クライアントが要求するサイズ・材質・意匠等
の仕様通りに、その都度製品を設計、製作するオ
ーダーメイド製品です。内外部を遮断することか
ら、基本的には壁と同様に水密・気密・断熱機能
を有しています。

スチールドア
遮音性能が高く、音が響きにくい構造

SDT-S35シリーズ

〈振動調和工法〉（特許）により、パネルとして音
が響きにくい状態を作り出します。グレモンハン
ドルのように扉を引き寄せ、固定するハンドル操
作をすることなく、一般ドア感覚でご使用いただ
けます。機械室、音楽室、役員室、会議室、劇場、
ホールなど幅広い用途にご使用いただけます。

ハイグレード遮音ドア

防災設計上の自由度をアップ

エリファイトⅡ
超耐熱結晶化ガラスの採用で、網目のないクリ
アーな視界と優れた防火性能を同時に実現し、
通常のガラスドアのように、空間に美しく溶け込
み、快適な雰囲気をつくりだします。従来のスチ
ール製や網入ガラス製の防火戸とはイメージが
まったく異る防災設計が可能です。

耐熱ガラス入り特定防火設備

開放的なフロントを演出

リブレイド

視認性、透過性、意匠性を重視した「見えないこ
との機能美」を追求。画期的なロール成形（特許・
意匠登録済）により従来のフラットバーとの重量
比較約40％を実現し、工事での負担を大幅に軽
減。高さ6m、幅は無限大の大開口部に対応し、
床・天井・壁に見えがかりも6mmとシャープな意
匠性が好評です。

ガラスフロント用ステンレス中空枠

短納期で大壁を創出

プレウォール ICS・ICN

オーダーメイドタイプのICS、レディメイドタイプ
のICNともスタッドを芯に表裏２枚のパネルで
包み込む方式です。そのため凸部の無いスマー
トな大壁が短納期で作れます。パネルの裏打材
には石膏ボードを使い、すぐれた不燃性、遮音性
を発揮します。

鋼製間仕切

プレフリーEA-N50

機能的なオフィス空間を創る

美しく、機能的なオフィス空間を創るうえで欠かせ
ない、アルミスタッド式の可動間仕切です。現場加
工は簡単で、組立て、解体も容易に行なえ、多様化
するオフィスレイアウトに適応できます。しかも仕
上りは美しく、堅牢で、スタッドに配線Fケーブル、
スイッチ、コンセント等も組み込めます。

アルミスタッド式可動間仕切

プレウォール

子どものためにきめ細かな安全性

遮音性・断熱性に優れたペーパーコア・サンドイ
ッチ構造です。40種の標準ユニットパターンの組
み合わせが可能。エッジがなく、引戸や窓には指
を挟んでも心配のないセーフティーラバーを取り
付けた安全設計です。アルミ仕様、木調仕様の
他、避難所のプライバシーを守る避難所用間仕
切を収納したタイプもラインアップ。

学校用間仕切

店舗ファサードをオシャレに演出

エルバーネ

日本の四季に合わせ、日差しをコントロール
し、快適なショッピングゾーンを演出する可動
テント。風雨に耐える強靱性、耐久性、耐候性を
考慮した設計と豊富なシートバリエーションに
より、お店をいつまでも美しく彩ります。最近で
はオープンモール等にも活用され、ますます注
目されています。

店舗用ロールオーニング

室内スペースを分割、有効に活用

プレフラッシュ

室内空間を目的や利用状況に応じて間仕切る第
３の壁です。間仕切となるパネルは天井内に収
納され、戸袋などの収納スペースを設ける必要
がなく、室内空間を上手にスッキリと活用するこ
とができます。操作はスイッチを押すだけでOK。
きわめて簡単にレイアウト変更が可能です。

上部収納電動間仕切（室内専用）

とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。

心のこもった技術で創る快適環境

プレクリン

トイレブース

清々しさ、温もり、やすらぎをトイレという空間に
凝縮。使う人のキモチになって、人に優しい使い
勝手を追求しています。また多様化する環境に対
応できるよう、表
面材は9種類、エ
ッジは2種類と豊
富なバリエーシ
ョンをご用意。快
適なトイレ環境
を実現します。

用途で選べる鋼板ドア

PDシリーズ

PDドアシリーズはマンション・ホテル・オフィスと
用途に合わせ、デザインや金具等を豊富に用意し
ています。扉はサンドイッチ構造で、平面度、剛
性、遮断性に優
れ、しかも軽量。
美しさと快適性
を演出するアル
ミ押出形材のモ
ールデコレーシ
ョンをラインアッ
プしグレードの
高さを醸しだし
ます。

軽量鋼板ドア

空間のレイアウトが自在

ホテルや式場、オフィスなどで目的に応じてスペ
ースを手軽に、そして自由にレイアウトできる、い
わば“第3の壁”です。機能性が高さはもとより、遮
音性、不燃性、操作性、安全性、デザイン性を兼ね
備え、状況下に応じ、快適で使いやすい「空間の
創造」をサポートします。

移動間仕切
スライディングウォール

用途で選べる鋼板ドア

MXシリーズ・SXシリーズ

軽量鋼板玄関ドア

※MX-BAシリーズのみ

MXシリーズは、環境に配慮した非塩ビ鋼板を採
用した特定防火設備・集合住宅用玄関ドアです。
個性豊かなデザインと多様なカラーの組み合わ
せよりお選びいただけま
す。耐震、指はさみ防止な
どの枠タイプと遮音・断熱
性能などの機能オプショ
ンも充実。また、集合住宅
向け規格玄関ドアのSXシ
リーズもご用意していま
す。コストを抑えながら厳
選されたモデルをお選び
いただけます。

押しても引いても操作可能

ヒクオス

軽量鋼板自由開き折れ戸

入るときも、出るときも引いても押してもスムー
ズに開き、人にやさしく快適な環境をつくるユニ
バーサルデザインの扉です。使い方が簡単なう
え、使いやすい
スペースと開口
の広さを確保す
る省スペース設
計。しかも手詰
め防止ゴムを装
着するなど安全
性に配慮してい
ます。

引戸と折れ戸の優れた特性を両立

スライドーレ

軽量鋼板横引折れ戸

引戸のような戸袋スペースを設ける必要がなく、
折れ戸ような通路側へのせり出しがありません。
しかも引戸、折れ戸と同等の大きな開口幅が確保
できる省スペー
ス設計。手を放
すと自動で閉ま
る装置付きです。

業界初の雨水対策を施した屋外専用タイプ

カームスライダー 屋外タイプ

バリアフリー設計でひとに優しい〈カームスライ
ダー〉の屋外専用タイプです。錠前とハンドルか
ら浸入する雨水の排水機構を設けた他、ガラリ
や小窓部から扉
内部に浸水しな
い構造。扉は熱
変形を起こしに
くい日射対策が
施しており、公
衆トイレやゴミ
置き場等で使用
できます。

自動閉鎖装置付引戸

引戸・開戸
パーティション

軽い引き力で開き自動的に閉鎖

カームスライダー

自動閉鎖装置付引戸

病院・学校・老人ホームなど静かさとやさしさが
求められる施設に最適の自動閉鎖装置付引戸
です。軽い引き力で静かに開き、手を離すとゆっく
りと全閉します。
また途中でスト
ップすることもで
きます。上吊り戸
車方式のため、
床面がフラット
で車イスやワゴ
ン、ストレッチャ
ーの通過に支障
のないバリアフ
リー設計です。
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窓シャッター〈マドマスターリード パンチングモデル〉

窓シャッター〈マドマスタータップ スタンダードモデル〉

窓シャッター〈マドマスターリード 換気・採光モデル〉

屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉

屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉

屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉

屋外鉄骨階段廊下ユニット〈段十廊Ⅱ〉

1

2

3

4

5

6

7

住宅建材関連製品住宅建材関連製品

1 2

3 6 7

4 5
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木材・プラスチック再生複合材〈テクモク〉

木材・プラスチック再生複合材〈テクモク〉

木材・プラスチック再生複合材〈テクモク〉

手すり〈KOA型・シースルーパネル格子〉

手すり〈K型・直線格子〉

手すり〈W型・テクモク横格子105〉

8

9

10

11

12

13

住宅建材関連製品

8

9 10 13

11

12
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国土交通大臣認定の防火設備仕様

マドマスタータップ 〈防火設備仕様〉 マドマスタールーマ
〈ハイグレードタイプ〉〈スタンダードタイプ〉

防火設備仕様窓シャッター

一般窓シャッターでは対応できなかった出窓や
開き窓、上げ下げ窓などの特殊窓の他、外壁が共有
部分で工事ができないマンションや凍結の恐れの
ある寒冷地にも室内側に設置できる、当社独自の
新窓シャッターです。意匠性を高めるため樹脂で
部材をカバーするなどインテリア感覚にも配慮。

室内側取付け窓シャッター
インテリア感覚の窓シャッター

マドマスタータップ
〈換気・採光モデル〉 〈パンチングモデル〉 〈スタンダードモデル〉

マドマスターALC・RCリード
〈換気・採光モデル〉 〈スタンダードモデル〉

ALC・RC造住宅納まり用窓シャッター
ALC・RC造住宅向け

オートマンミニ 2

今お使いの手動窓シャッターを簡単に電動化
できます。施工は巻取シャフトを交換するだけ
なので、既設窓シャッターを一式交換したり、外
壁を壊したりする必要はありません。毎日の開
閉の手間を解消し、快適な環境を実現します。

窓シャッター後付電動化キット
今お使いの手動シャッターを電動に

規格化、ユニット化により工場生産が可能にな
りました。工場での高い品質管理により、従来
のような現物施工では得られない安定した製
品づくりを実現。組み立てるだけのスピード施
工、強力なサビ止めで耐久性もアップ。建築様
式を問わないシンプルなデザインは洗練され
た美しさで建物を彩ります。

屋外鉄骨階段廊下ユニット
工場生産による安定した品質

マドマスターワイド

ワンタッチでスリット状態になり、快適環境を創り
出す換気・採光モデルのワイドタイプ。最大間口
W4000mm×H2544mm。2間窓や大開口サッシ
を一連でカバーでき、中柱のないスッキリとした
窓まわりが演出できます。先付仕様の他、既設住
宅にも設置できる後付仕様も用意しています。

電動換気・採光窓シャッター
2間窓を一連でカバーするワイドタイプ

ヨコタテ

今お使いの雨戸を取り外すことなく窓シャッター
が取り付けられる当社のオリジナル工法です。
最短3時間の工事でスピーディ・低コストで
リフォームできます。間口2間まで1連ですっきりと
収納。日々の煩わしい開け閉めから解放し、快適
な暮らしをサポートします。

雨戸後付電動窓シャッターリフォーム
横引雨戸を電動窓シャッターに

ステフリー

現場の高さに合わせて角度を設定、ステップ、
サイドフレーム、手すり格子を調節するだけの
スピーディ施工を可能にしたアルミ階段です。
傾斜角は43 . 5°から64 . 5°の範囲で無段階に
調整できるワイド対応。完全ユニット式なので
現場での採寸や製作が不要です。

アルミ階段
スピーディ＆フレキシブルに現場即応

段十廊Ⅱ KAM型・DAM型・MAM型

木造住宅のベランダ、廊下用で、強度と耐久性を
あわせもった美しいフォルムは、あらゆるタイプ
の外観にフィット。しかもすっきりとしたシンプル
なデザインは、和風、洋風のいずれにも対応でき、
住まいに粋な表情を演出します。手すり形状は
角型、楕円型、丸型の3種類、笠木幅は7種類、
パネルバリエーションも豊富です。

木造用手すり付笠木
木造建築物向け

重量シャッター テラス階段
手すり・笠木
その他住建製品

追加設置、リフォームに最適

業界に先駆け市場の要望にお応えして開発し
た後付タイプ。窓シャッターを追加設置したい、
リフォームしたいというお施主さまの声や、施工
タイミングの自由度をアップして欲しいという
現場のニーズに対応。さらに、さまざまな納まりに
対応できるよう専用取付け用部材をご用意して
います。

外壁仕上げ後仕様窓シャッター

国土交通大臣認定を取得した防火設備仕様の
窓シャッターです。スタンダードなスチールスラット
で、リフォームなどに最適な後付け専用タイプ
です。シャッター
枠の出 幅を抑
え、後付けを感じ
させない外観を演
出します。木造
住宅、RC住宅に
対応します。

ALC・RC対応のサッシ付け窓シャッター。お部屋
に心地よい光や風をとりいれることのできる換
気・採光モデルのハイグレード仕様と、暮らしに
うれしい機能を
満載したスタン
ダードモデルを
ラインアップ。
いずれも操作
が便利なワイヤ
レス、タイマー
スイッチ、集中
制御システムな
どもお選びい
ただけます。

窓シャッター

AM型

木造用アルミ笠木
木造建築物向け

木造建築物向けに開発された笠木で、上面は
フラット、両面に小さなスラントとアールがついた
デザインが特徴。プラスチック製のジョイントカバー
が防水性と意
匠性を両立さ
せ、またジョイ
ントブラケット
構造で、レベル
調整を容易に
し、施工性も向
上しています。

四季の移ろいの中で自然と関わりを楽しむ接
点、それがテラス。やわらかな屋根形状のカー
ビーDR、少し角度のついた優しい曲線デザイ
ンのカービーSR、のびやかな直線が特長のシ
ンプルデザインのレッタNFの3つのスタイルを
ラインアップしています。

アクリル屋根アルミテラス
後付タイプのエクステリア

カービーDR・SR/レッタNF

住宅建材関連製品

窓から始まる爽快生活

外壁仕上げ前仕様窓シャッター
マドマスターリード 

〈換気・採光モデル〉 〈パンチングモデル〉 〈スタンダードモデル〉

窓は外の世界とプライベートな住空間との境界。
そこで侵入者、他人の視線、風雨などから守
る、安心安全快適機能満載の窓シャッターの設
置が望まれてい
ます。シャッター
を閉じた状態で
も換気・採光が
できる2つのモ
デルと、基本機能
をコンパクトに
まとめたスタン
ダードモデルを
ご用意。

とは…　防犯対策のため設置された官民合同会議で「防犯性能の高い建物部品」と認定された証しです。23 24



集合住宅、マンション用に開発された、機能性、
デザイン性を兼備したアルミ枠のベランダ間仕切
です。カラーは手すりに合わせて6色取り揃えて
います。またオプションとしての「避難用ステッカー」
もご用意しています。

ベランダ間仕切
アルミ枠のベランダ用簡易間仕切

RC造、鉄骨造（ALC）建築物のベランダ、廊下、
階段に取り付ける手すりで、建物を守り新しい
表情を演出します。手すり形状は角型、楕円型、
丸型の3種類とバリエーションも豊富に取り揃え
ています。

手すり・手すり付笠木
RC造・鉄骨造向け

可動テントで日差しを窓の外でコントロールする
ため夏場のエアコン稼働率を大幅に節減します。
また冬はテントを巻き取ることによって、日差し
を室内にいっぱい取り込むことで暖房効果を
高めます。住まいに洒落た表情をつくり、オープン
リビングやガーデニングに最適、ライフスタイル
を素敵に変身させます。

ホームオーニング
日差しを自由にコントロール

テクモク

廃木材と廃プラスチックを再利用した再生複合材
のため、2つの素材の特性が活かされたサステイ
ナブル新建材です。木の温かい風合いを持ちなが
ら腐朽せず、シロアリに食害されることがないな
ど高い耐久性と強度を誇ります。また腐ったり
傷んだりしないため大規模なメンテナンスは不
要で経済的。エクステリアとして最適と好評です。

木材・プラスチック再生複合材
100%リサイクル素材から誕生

OU型

防水、雨仕舞機能を一体化

建物下端部のひび割れやはくり、雨水の浸透な
どを防ぐALC住宅用の雨仕舞材です。サビに強
いオールアルミ製ですから、いつまでも美しく、
シャープなエッジにより住まいの外観を引きしめ
る効果もあります。2つのサイズの軒天用仕様と
押縁カバー用仕様をご用意しています。

アルミ下端見切パラシェープ

テクモクは、「再生材を利用した建築用製品」として環境保全に役立つ商品と認められ、エコマーク認証を受けています。

住宅建材関連製品

OAⅡ型

RC造・鉄骨造向けアルミ笠木
RC造・鉄骨造向け

オールアルミ製ですから、いつまでも美しさは変
わりなく、確かな防水性により建物をしっかりと
保護します。また当社のアルミ手すりとの一体
納まりも可能で
すから、ベラン
ダがいっそうグ
レードアップし
ます。カラーは6
色 、笠 木 幅 は
11種類ご用意
しています。

防風スクリーン
後付けの対応も可能

マンションや集合住宅には、玄関前の風よけや
目隠しに適した、後付けで対応できるスクリー
ン。嵌め込み材は網入りガラスを使用し、枠の
カラーは、ステ
ンカラー、ブラ
ック、シルバー、
ブロンズ、ホワ
イト、ビューブ
ラウンの全6色
をご用意。

K型・D型・M型・KOA型・DOA型・MOA型 EXⅢ型 エルパティオ・プラス

より快適に、より安心・安全な製品を。文化シヤッターは現状にとどまることなく、
新しい心地よさを考えカタチにしてまいります。

新製品

デザインと性能を兼ね備えた玄関用引戸 大規模震災時でも閉まるドア

ヴァリフェイスAe
［特定防火設備］

マンション向け玄関ドア
アスコード

大規模震災直後に火災
が発生した際に、建物の
歪みによって扉の枠が
変形しても、扉の上部や
床と干渉することなく閉
鎖。防火区画に使われ
る防火戸として正常に
作動し、防火性能を保ち
ながら避難経路を確保
に役立ちます。

スッキリとした外観デザ
インと、対震性や気密性
など玄関ドアに求めら
れる性能を兼ね備えて
います。開戸とくらべて
開閉操作がしやすいた
め、ベビーカーや車いす
をお使いの方もスムー
ズに出入りできます。

大変形追従随時閉鎖型防火戸

デザイン性の高いオフィス空間を実現 外観と調和するコンパクトデザイン

プレウォール フィット

パネル式可動間仕切
セレアーキ

電動シャッターを開閉す
る無線式の押しボタン
スイッチ。配線工事が不
要なため、短納期、低コ
ストで導入できます。豊
富なカラーバリエーショ
ンとコンパクトなデザイ
ンにより建物の外観と
調和。玄関先などの目立
つ場所でも邪魔になり
ません。

豊富なユニットバリエー
ションにより、オフィス家
具と調和がとりやすく、
空間のトータルコーディ
ネートも可能に。納まり
は柱が見えないスッキリ
としたもので、デザイン
性の高いオフィス空間
に最適です。

ワイヤレス押しボタンスイッチ

2016年度
グッドデザイン賞 受賞

住宅用窓シャッター

専用アプリをダウンロードして設定すると、お手持ちのスマートフォンでご自宅の窓シャッター
が操作できるようになります。個別操作はもちろん、一斉操作、グループ操作、半開操作など、
移動することなく操作が可能です。外出先からも、インターネット回線を経由してスマートフォン
と連携し、開閉操作が可能です。開閉状況の確認もできます。

●宅内、宅外からスマートフォンでの操作が可能

お手持ちのスマートフォンで、窓シャッターの操作が可能

おこのみタイマー、おひさまタイマーにより、ライフスタイルに合せて窓シャッターの開閉を
自動化できます。

●便利な多機能タイマー

HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）と連携することで、窓シャッターをエアコン
などの家電製品と一緒に操作することができます。

●HEMS連携で他の家電製品とまとめて操作

音声サービス「Amazon Alexa」に対応。話しかけるだけで窓シャッターの操作が可能に。

●スマートスピーカーとの連携で、呼びかけ操作も

マドマスター・スマートタイプ
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 止めピタ

女性ひとりで持ち運びできる軽さで、設置もカン
タン。使用後は、コンパクトに収納できます。

簡易型止水シート
持ち運びや、保管がカンタン。

ラクセット

開口部に金具で固定するだけで、様々な場所に
取付可能です。

BX止水板
金具で様々な場所に取付可能。

支柱にパネルを差込んで組立てるだけの簡単
設置。設置条件の制約が少ない止水方式です。

脱着式止水板

床に埋め込んだ板を起伏させて使用する防水
板。間口の広さに合わせて設置可能です。

起伏式止水板

シートを床下から引上げて組立てるだけの簡単設
置。耐水圧性能に優れたシートを採用しています。

水浸5mでも対応
可能。工場や倉庫
の出入口や、地下
通用口や機械設
備室の出入口にも
最適です。

シート式止水板

止水製品シリーズ

アクアード

スチールドアの操作性はそのまま。非常時にはレ
バーを引き上げるだけで、高い止水性能を発揮
します。

止水ドア
非常時は、レバーを引き上げるだけ。

●スチールタイプ
●ステンレスタイプ
●スチールタイプ
●ステンレスタイプ

災害時、学校は地域住民にとって大切な生活拠点となります。避難所の課題
の一つである「プライバシーの確保」。その解決策として、教室と廊下を隔てる
従来の学校用間仕切に、簡単に組み立てのできる避難所用間仕切を収納し
ました。平常時はスペースを必要することなく、避難所で生活する際のプライ
バシーを確保します。

プレウォール SA80C

避難所用間仕切収納型 学校用間仕切
避難所のプライバシー確保に貢献

電動・手動

水の浮力により止水板が自動で起立・倒伏しま
す。設置の開口幅は10ⅿまで対応しており、夜間
や無人の施設でも使用できます。

浮力起伏式止水板

シャッターの下端
に止水パネルを装
着。1人でも約2分
で設置可能。工場・
倉庫開口部、ビル・
店舗出入口等にお
すすめです。

止水板付きシャッター 電動・手動

水密ドア

水害時

火災避難時

避難生活時

エコセーフ

危害防止装置は従来、蓄電池内蔵式が主流でしたが、市場の省エネニーズに
お応えし、バッテリーレスタイプを独自に開発。機械的にワイヤーを制御するシ
ンプル設計なので、いざという時も安全・確実に作動。管理用シャッターとして
ご使用時には、障害物感知装置としての機能を果たします。既設シャッターへ
の後付も可能です。

防災管理併用 防火/防煙シャッター用
機械式危害防止装置

万が一の挟まれ事故を防ぎながら、バッテリーレスで省エネにも貢献

マジックセーフ

有線式危害防止装置のコードを露出させない通信方式により、全閉時のコ
ードへのイタズラや断線を防止します。すっきりと美しい見た目で、施工性も
大幅に向上。自己発電により送信機部の専用バッテリーが不要になりました。
新設／既設、手動／電動、環境に合わせて対応します。

防火/防煙シャッター用（送信機・バッテリーレスタイプ）
無線式危害防止装置

座板感知部のコードレス化により「安全性」「意匠性」「施工性」をアップ

電気式
手動閉鎖装置

連動中継器 充電用電源

手動閉鎖装置

自動閉鎖装置

送信機バッテリー不要バッテリー不要

連動中継器

手動閉鎖装置

自動閉鎖装置

受信機

送信機

ケムストップⅡ
主流であったガラス製を不燃シート製にすることによって、火災避難時の安
全を確保する防煙たれ壁です。煙の流動を防ぐ機能はそのままに、落下して割
れたり飛散したりする危険性がありません。軽量のため施工性に優れ、新設・
既設問わず設置可能。避難時の安全性を高める新しい発想の防災製品です。

不燃シート製 防煙たれ壁
煙の進行を妨げる役割はもちろん、割れ・飛散を阻止

エア・バランサー

当社独自の解放軽減機構により、火災発生時に室内に圧力差が生じても、
100N以下の軽い力で扉の開閉が可能。緊急時でも避難経路の安全をしっか
りと確保します。防火ダンパーなどの圧力調整装置の設置時には、省スペー
ス、低コスト、意匠性を損なわずに導入ができます。

開放軽減機構付き鋼製ドア
火災時でも軽い力で開閉可能で、避難経路の安全をしっかり確保。

テンションタイプ

パネルタイプ

スリムパネルタイプ

2016年度 グッドデザイン賞 受賞

2014年度 グッドデザイン賞 受賞

2015年度 グッドデザイン賞 受賞

2015年度 グッドデザイン賞 受賞

防災製品

「安心・安全・快適」の視点から様々な防災・減災製品を展開しております。被害を軽減する製品や、
平常時に近い環境を保持する製品など、災害時における「快適環境ソリューション」を形にしています。

防災製品

ゲリラ豪雨による浸水が相次ぐ中、
被害を最小限に抑える決め手は
「素早く止水対策ができること」。文
化シヤッターの止水製品はいずれ
もスピーディに設置が可能。屋内へ
の水の浸入を低減し、大切な財産
を守ります。設置場所に合わせ、
様々な形状から最適なタイプをお
選びいただけます。
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エルパティオ・プラス

クルクル回す操作で簡単に日射しをカット。左右のアームを別々に動かす角度
可変システムで、状況に応じたフレキシブルなキャンバス勾配を実現します。

ホームオーニング
エルバーネ

高いデザイン性でレストランやカフェ等ショッピングゾーンを演出。キャンバ
ス布部分は退色しにくく汚れにくい素材で、長くその美しさを保ちます。

店舗用ロールオーニング

風の通り道をつくる 省エネ建材
窓や玄関など2カ所以上を開けて風を取り込むと暑さが和らぎます

光を遮る 省エネ建材
窓から侵入する直射日光を遮ることでエアコンの稼働率をセーブします

太陽光発電システム
ご相談からアフターフォローまでトータルでサポート

システムの設計から、施工、メンテナンスに至るまで、お客様のニーズに適った太陽光発電システムをトータルでサポ
ート。設置容量50kw以上の公共・産業用に特化し、中小規模からメガソーラーまで、用途と環境に応じた架台・基礎
をご提案しています。

マドマスターパンチングモデル

スラットの一部にパンチング孔を用いた通気・採
光機能を有する新仕様。夏の夜、窓シャッターを
閉じた状態でも外からの涼しい風が漂い、室内
温度を低減します。朝はやわらかな光が差し込
み、爽やかな目覚めを促します。

環境配慮型住宅用窓シャッター
窓シャッターを閉めたまま通気・採光

110°まで開閉可能なスラットで光と風を自在に
コントロールします。横引き雨戸、シャッター、面格
子など様々なタイプからお選びいただけます。

ウインドウ
リフォームシリーズ

ブラインドタイプのアマド・シャッター

外付ブラインド
スマートフォンで、外付けブラインドの操作が可能

創エネ

省エネ

省エネクリーンなエネルギー環境をサポートする「太陽光発電システム」から、エアコン稼働率を削減する住宅建材まで、
地球規模の環境変化に対応する省エネ・創エネ製品をラインアップしております。

エコ製品

丁寧なヒアリングによりお客様のご要望に適したシステムをご提案。すべて代行して作業さ
せていただくため、ご負担のないスムーズな手続きが可能です。年2回のアフターフォロー
がありますので、運用後も安心してお任せいただけます。

●安心のトータルサポート体制

基本構想 基本設計 申請事業 発注／施工
運用

アフターフォロー

架台は3タイプ。軽量かつ耐久性に優れた〈大規模アルミ架台〉、幅広い設置角度に対応可能な〈標準アルミ架台〉、短時間で施工可能な〈アングル架台〉から、
設置条件に応じてお選びいただけます。さらに施工条件に対応した独自のアンカーを採用し田畑などやわらかい場所や、重機の使用ができない場所でも設置
可能です。

●用途・環境に応じたご提案

大規模アルミ架台 アルミ架台 アングル架台

文化シヤッターは自社の遊休地や施設を活用し、太陽光発電システムを稼働しています。

●豊富な施工実績

新潟県柏崎市 香川県高松市

栃木県小山市 静岡県掛川市

①標準3mmのガラス窓のある部屋での
使用度を100％とした場合

②室内ブラインドまたはカーテンがつい
た部屋の場合は74％、窓ガラスとカーテ
ンの間の空気が温室効果で温められ、ど
んどん室温を高めます。

③オーニングがついた部屋では33％の
使用度です。冷房病や夏かぜの発生も少
なくなります。

エアコン
稼 働 率

標準3mmガラスの窓のある部屋でのエアコン稼働率を100％とした場合、オーニングの使用で約33％に抑えることが可能です。省
エネだけでなく、冷え過ぎによる体調不良もなくなり、健康にも良い効果があります。

●オーニングの高い省エネ効果

エコ製品

製造元 :オイレスECO株式会社

ワイヤレス集中制御システム〈セレコネクト〉によ
り、お手持ちのスマートフォンでの開閉操作や、ル
ーバーの角度を0度から最大90度まで6段階の
調節が可能。風や自然光を室内に自由に取り入
れることができます。

BRIIL〈ブリイユ〉Bモデル
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プロセニアム（舞台用）防火扉／大阪郵便貯金会館 メルパルク OSAKA

遮音吊り下げ扉／クロスランドおやべ

残響可変システム／東京国際フォーラム

残響可変装置／長野県松本文化会館

1

2

3

4

全開（パネル角度が平行）の状態 自由な角度設定が可能 完全に閉じた状態

ホールの使用目的により最も適当な残響時間を実現する装置。シャッターの開閉／制御
技術を応用し、ルーバータイプのパネルを動かして音を反射・吸収します。

残響可変システム VARIABLE REVERBERATION SYSTEM

ホール内の音響効果を演出

大重量パネルを、正確・迅速に作動させ、火災時の安全避難をはかる防火用
ウォールです。

プロセニアム防火扉 PROSCENIUM FIRE WALL
火災時に舞台と客席を遮断

ホール舞台後部と野外の間の大型開口部に設置。高い遮音性を兼備しました。

遮音吊り下げ扉 ACOUSTIC WALL
舞台での発生音を遮断

オリジナル設計 オリジナル設計

1
3

4

2
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定期点検は、経済面からも
大きなメリットをもたらします。

修理のご用命はATSSへ

※フリーダイヤルは携帯電話、PHS、IP電話からはご利用になれない地域がございます。その際は固定電話からおかけください。
※沖縄県では、「BX沖縄文化シヤッター株式会社」につながります。

定期点検契約、修理に関するお問い合せは

365日　　　　いいサービス

アットタイムサービスシステム

シャッタートラブルが
発生したら、フリーダイ
ヤルでご連絡ください。

全国にサービスステーションを展開

ATSS
アットタイム
サービス
システム

必要な場合は、日曜・祭日、
早朝や深夜を問わず、指令
を受けたカスタマーエンジ
ニアが故障箇所を的確に
修理します。

定期点検契約 緊急修理体制

日頃から各設備について普段と違う

音・見た目・動作
などの変化

所有者・管理者による点検

点検には専門の知識と
高度な技術を必要とし、

危険を伴う点検箇所もあります。
点検については、

それぞれの点検資格者に
おまかせください。

保守点検
建築基準法8条
全てのシャッター・ドア
防火シャッター・ドア

保守点検専門技術者
による点検

蓄電池など
消耗部品の交換

障害物感知装置・危害防止装置
非常用電源装置の蓄電池

防火設備法定検査
建築基準法12条
特定行政庁の指定建物に
設置された防火設備
毎年1回報告

防火設備検査員による検査

経年劣化部品の
交換

定期点検日常点検

突然のトラブルに迅速に対応する緊急修理体制（ATSS）を整え、
全国各地にサービス拠点を展開しています。

突然のシャッターや窓シャッターの故障。そんな時は、
文化シヤッターサービス（株）のATSS＝アットタイムサービスシステムを
ご利用ください。フリーダイヤルひとつで365日対応いたします。

文化シヤッターでは、設置した開口部製品がいつまでも優れた機能を発揮し、
事故や不測の事態を未然に防ぐため、定期点検契約をおすすめします。
シャッター等の機能、性能を維持するための点検、診断を行ない、正しい取扱いについても指導しています。

定期点検契約を結んでいただきますと、本体、電気関係、防災関係等の点検を実施し、
シャッターの機能、性能を維持するための診断を行ない、故障の早期予測と発見が可能です。
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