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○スチール製 学校間仕切

　サンスクール 80N ／　　
　100N
既存の間仕切との設置替え

も短期間でできる後付けタ

イプも用意している。

○保育園・幼稚園向けトイレブース

　ピーターパン TL14R ／
　パンジー TL14E
ドアは園児の体格に合わせた高

さであり、安心の指はさみ防止

構造となっている。
（キャラクターシールはオプション）

○トイレブース　
　ラベンダー TA40-N
指をはさみにくくするな

ど、子どもが安心して使

える構造となっている。

○アルミ製 給食室カウン　

　ター間仕切ユニット

　システムハイスルー
小学生も楽に上げ下げがで

き、衛生面、安全面にも細

やかに配慮している。

○スチール製

　防火ドア
火災時に閉鎖し、避難経路

を確保するためのドア。

○防煙たれ壁

　防煙シート  テンションタイプ
地震などによるひび割れ、落下した

際のガラス飛散の心配がいらない。

○防火・防煙シャッター用

　スクリーンセーバー
小・中学校改修用（養護学校

は除く）

既存のシャッター下部に耐熱

ガラスクロスを取り付けて、

はさまれ事故を軽減した。

○防火・防煙シャッター用

　避難時停止装置
感知器からの信号で閉鎖中

のシャッターによる、はさ

まれ事故を防止する。

○ウォーターガード

　Ｓタイトドア
常に浸水に備える防水ドア。簡単操作

で浸水高さ 1m まで対応。

○アルミ製 横引き折りた

　たみ戸　

　ルミエール（W/S）
明るく開放感のある空間を

つくる。

○ステンレスフロント
ステンレスは優れた耐食

性・耐久性に加え、輝き

や質感で美しく学校のフ

ロントを彩る。

○災害時用避難所間仕切

　ファミプラ
プライバシー確保。プラスチック

ダンボール製パネルにより、設置

のしやすさと長期保管を実現。

http://www.sanwa-ss.co.jp/

内装
学校用商品

三和シヤッター工業（株）

三和の学校用商品

〒 175-0081　東京都板橋区新河岸 2-3-5
TEL：03-3346-3011
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【木製サンスクールの特長】
１．堅牢な作り
　　木の良さを活かしながら、必要な部分は、アルミやスチー

　　ルで補強。

２．豊富なユニット
　　出入口と中間パネルの様々なユニットパターンが可能。

３．厳選された素材
　　反りやひび割れなどのない厳選された素材を使用。

４．確かな安全性
　　角部分に丸みを持たせるなど安全性に配慮。

５．短い工期
　　組み立てたユニットの搬入により現場作業が少なく、工

　　期も短縮。

地元産木材の使用
　愛される校舎づくりと、地域林業の活性化のため、県産材

など地元産木材を使用しての製作にも対応しております。

快適な学びの空間を確保するために…
シックハウス対策、VOC 対策について
　今日、社会的に問題となっているシックハウス対策につい

て、改正建築基準法により居室内に使用するホルムアルデヒ

ド発散建築材料の規制が強化されています。

　特に、児童・生徒が長時間過ごす学校においては、ホルム

アルデヒドおよび揮発性有機化合物（トルエン、キシレン、

パラジクロロベンゼン）について、環境測定検査の判定基準

値が定められています。

　三和スピンドルの木製学校用間仕切は、製品全体として厚

生労働省の指針値をクリアー、学校用として安心してお使い

いただけます。

　なお、材料の合板・集成材・接着剤・塗料などには、ホル

ムアルデヒド放散量F☆☆☆☆相当の材料を使用しています。

http://www.sanwa-ss.co.jp/

内装
木製学校用間仕切

三和シヤッター工業（株）
三和スピンドル建材（株）

木製サンスクール

〒 175-0081　東京都板橋区新河岸 2-3-5
TEL：03-3346-3011

木のもつ香り、温もり、柔らかさが、心身ともに人にやさしい環境をつくります。

木製可動間仕切 PWK 不燃木製間仕切

木製間仕切 SPW
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〈概要〉
断熱アソートは、学校のロビーやエントランスなど開放

感のある空間作りに最適なフロント・スクリーン用のア

ルミサッシ。断熱性に優れ外気温の影響をうけにくい断

熱アソートならば、吹き抜けなど大きな開口部であって

も寒さをしっかり防ぎ、採光も大きく取り入れることが

できます。また、結露も抑えるので衛生的です。

〈特長〉
■最大高さ 5.9m まで使用可能
建物で熱の流入出が多いのは建具部分です。大型フロン

トサッシにこそ断熱性の高い断熱アソートの使用をおス

スメします。

■枠部分まで結露をおさえられます
断熱アソートは枠も断熱構造。結露水が床にたれてす

べったり、汚れやカビの原因になるのを防ぎます。

■省エネ効果がアップします
サッシ枠を断熱アソートにするだけで、約 25％※の省エ

ネに。CO2 排出量も減らせます。

〈概要〉
オープンアトレは、幼稚園や保育園の出入口に最適な機

能と安全性に配慮した横引き折りたたみ戸。全面オープ

ンにすると内部と外部の隔たりのない風の通る気持ちの

良い空間に。閉鎖時も大きなガラス面で開放感を損ない

ません。

〈特長〉
■段差が少ないフラットレール
段差が少ないフラットな下枠

レールで、台車や車椅子の通行

もスムーズ。

■指挟みを防止する緩衝材
安全性を重視し、指などを挟み

やすい戸先や障子の丁番部分に

緩衝材を採用しました。

■採光性の大きなガラス面
パネル幅は最大 850mm での製

作が可能。ガラス面を大きく取

ることができます。

■複層ガラスで省エネ効果
複層ガラスに対応しているので、光の透過性を保ちつつ

断熱効果を得ることができます。

開口部材
アルミサッシ

昭和フロント（株）

断熱アソート / オープンアトレ

〒 101-0047　東京都千代田区内神田 1-13-7
TEL：03-3293-6735　 FAX：03-3295-0897

※ Low-E 複層ガラスを使用した当社一般製品と断熱アソートのモデル
　計算による熱貫流率を比較しています。

アルミはガラスよりも熱を伝えや
すい性質を持っています。従って、
省エネルギー効果を高める上で、
サッシの断熱性向上は最も重要な
要素となります。

寒さを防ぐ、結露を防ぐ。「枠」から断熱すればサッシはもっと大きく、空間は明るく快適にできます。

フルオープンできる安全配慮型の横引き折りたたみ戸で、光と風があふれる空間を実現。

http://www.sfn.co.jp/index.html
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フルオープンできる安全配慮型の横引き折りたたみ戸で、光と風があふれる空間を実現。

●ＡＤシリーズ（大型・中型ひさし）
　様々な建物に採用していただけるようシンプルで

シャープなデザイン。

　出幅 500mm~ 最大 3000mm まで対応可能。専門メー

カーならではの独自構造・工法で強度を優先したアルミ

押出形材ひさし。色はシルバーとステンカラー

●アルプリズム（採光型ひさし）
　直射日光を遮り、明るさだけ採り入れる省エネ効果を

もたらす採光型ひさし。

　屋外に設置することで日射熱を吸収し、室温の上昇を

抑える効果と自然光を反射させ

　長時間にわたり自然光を取り入れます。

●ＡＦシリーズ（小型ひさし）
　シンプルな窓用ひさし。取付け位置を変えるだけで「防

雨」「採光」「防汚」の機能が実現。多機能でコストパフォー

マンスが高く、さまざまな場所に取り付けられる汎用性

も魅力です。

http://www.alfin.co.jp/

開口部材
アルミ庇

（株）アルフィン （共和）

アルフィン

〒 540-0005
大阪市中央区上町１丁目１７番１６号
TEL 06-6765-9562  FAX 06-6765-9572

実績多数・既製品アルミひさしの決定版

AD2-2S

アルプリズム
窓 用

AF93
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http://www.ykkap.co.jp/search-b/

開口部材
アルミサッシ

ＹＫＫ AＰ（株）
リノベーション本部  改装営業統括部
〒 110-0016
東京都台東区台東 1-28-2　台東Ｙ F ビル
TEL：03-5816-7318

® ®
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ピースガラス押

http://nissho-g.co.jp/

〈特　長〉　　　　　　　　　　　　　　
屋根材にマッチするフレームスタイル
屋根材と一体化するシンプルデザイン。カバー類の個別

対応も可能。

排水効率が高いピースガラス押を採用
ガラスジョイント部のガラス押に、ガラス全体を押える

通常タイプではなく、ピースガラス押（＋シール）を採

用する事で、ガラス面を流れる雨水のせき止め現象を軽

減し、排水性が高い製品となっています。

ST フレームと網入ガラスとのコラボ構成による高剛性・
耐火性
フレーム主材にガルバリウム鋼板（素地）を採用し、採

光材には網入板ガラスを採用しました。高い剛性及び

30 分耐火の屋根材として高い耐火性を有します。

※ 平成 12 年建設省告示第 1399 号（最終改正）平成 17

　年国土交通省告示 569 号

遮熱対策「ポリカ・アウトセット工法」（オプション品）
新設及び既設のユニルーフ製品に対して遮熱性能及び直

射光を拡散して採光時の均斉度を向上させるために、ポ

リカーボネート板（遮熱効果が高い色調は乳白色）をトッ

プライト面にアウトセットする工法です。

その他の特長
・ 自然採光を可能にする

・ 豊富な採光材バリエーション

・ 「落下防止ネット」（オプション品）

　※危険：ガラス面に乗れません。

・ 心理・健康への効果（昼光効果）が期待できます。

開口部材
ガラス

日昌グラシス（株）

トップライト
ユニルーフシリーズ

開発営業部
〒 103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-14-6
☎ 03-5640-2801　FAX03-3667-3655

ユニルーフシリーズは、心理・健康への効果（昼光効果）が期待出来る自然採光を効率的に建物
内に採光可能なトップライト製品です。フレーム主材に ST 曲加工品を採用し、網入りガラスとの
コラボによる高い剛性と耐火性が特長です。オプション品として、転落災害に対し安全面の向上
が期待できる「落下防止ネット」をはじめ、豊富な採光材バリエーションを揃えています。

「ポリカ・アウトセット工法」
オプション品

「落下防止ネット」設置例
オプション品

単板ガラス＋中空シート（乳白）
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ポアセル吸音材とは？
　ポアセル吸音材は構造上、気泡壁が破泡・連通してい

ることで高い吸音性を発揮するセメント系の剛体多孔質

吸音材です。他の剛体系吸音材に類を見ない吸音率を有

し、厚さ 50mm の剛体密着で、500Hz 〜 2kHz で残響

室吸音率 0.85 から 1.0 を示し、低音域でも高い性能を

有します。

　

屋内プールの反響音を低減
　ポアセル吸音材は耐水性、耐候性、耐久性に優れ、屋

内プール施設の反響音の低減に最適です。

シリコンオイル撥水剤を含浸させることにより、化学的

に撥水効果を発揮するため、経年的に撥水効果が落ちる

ことはありません。よって、湿度の高い屋内プール内に

おいてもメンテナンスフリーで使用いただけます。また、

表面塗装も可能であり、景観に配慮した色彩にすること

も可能です。

屋外機・ポンプ室・送風機の騒音対策に
　ポアセル吸音材は、吸音材としての使用の他に、遮音

性能（透過損失）も有しており、防音壁としても多くの

採用実績があります。特に耐水ボードとポアセルを複

合したポアセル吸遮音パネル（アドバンテージ 61）は、

低周波音域の遮音性能に優れています。

http://www.ncic.co.jp/

内外装・プール
吸音材・防音壁

日本コンクリート工業（株）

ポアセル吸音材・ポアセル吸遮音パネル

環境・エネルギー事業部
〒 108-8560　東京都港区芝浦 4-6-14(NC 芝浦ビル )
TEL:03-3452-1058  FAX:03-3452-1123

（× 35） （× 100） （× 2,000）

屋内プール吸音材・屋外機用防音壁
剛体多孔質吸音材　ポアセル吸音材・ポアセル吸遮音パネル

〈標準仕様〉

屋内プール吸音材・屋外機用防音壁 

剛体多孔質吸音材	 ポアセル吸音材・ポアセル吸遮音パネル 
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製品名 仕	 様 部材厚 備考・適用 

ポアセル吸音材 
屋内仕様 
屋外仕様 

30mm、50mm 
70mm、100mm 

接着工法（剛体密着） 

ポアセル吸遮音パネル 
ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ 61 
鋼製パネル 

61mm 
81mm 
101mm 

H鋼落とし込み工法 

＜標準仕様＞ 
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【レノウッドの特徴】
◯目的に応じた自然な室内環境は人々に心地よく、より

良い生活を送るための雰囲気づくりに貢献します。

◯ライトニング効果により、レノウッドがバランスよく

強調され，より印象的な空間に変化します。

◯色・サイズともに柔軟性のあるレノウッドは、自由な

設計、デザインを可能にします。

◯レノウッドは、木毛セメント板に分類されている製品

であり、吸音性に優れ、耳に優しい内装材として用途に

応じた場所で使用できます。

◯魅力的な外観に加え、より自然に近い音環境を演出し

ます。

◯耐火性に優れ、炎や有毒ガスが発生しません。

◯ホルムアルデヒド規制対象外の安全・健康建材です。

また、塗装タイプのレノウッドには、AEP（アクリルエ

マルジョンペイント）を使用しているので、安全な塗料

といえます。

◯室内の湿度が高くなると湿気を吸収し、湿度が低くな

ると湿気を放出する特性があるので、結露を抑制するだ

けでなく、乾燥を適度に抑えます。

◯レノウッドは特別な薬品処理をしなくても、耐朽・耐

蟻性能があります。

◯ヒノキウッドウール（ヒノキ木毛）を使用しているレ

ノウッドには消臭効果が期待できます。

【材質】
・原材料は国産間伐材ヒノキ・セメント・水のみ

・結合材にはセメント（ポルトランドセメント）を使用

しており、接着剤等による揮発性有機化合物（VOC）に

対する安全性を確保。

http://www.takemura.co.jp

内装材
内装用細木繊維化粧板

竹村工業（株）

レノウッド

〒 399-3301　長野県下伊那郡松川町上片桐 4604
TEL.0265-36-6111
FAX.0265-36-6555

レノウッドは、高品位のヒノキを使用した長繊維木毛と、
高品質のポルトランドセメントがプレスされたパネルです。
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http://www.nkb.co.jp/business/art/

内外装材
パブリックアート

クレアーレ
熱海ゆがわら工房

ステンドグラス、陶板レリーフ他

【お問い合わせ】
（株）NKB　パブリックアート部　熱海ゆがわら工房

電話：03-3504-2107（平日 9：00 〜 18：00）

パブリックアートの専門工房　　　　■ 静岡県熱海市泉 230-1

陶板レリーフ「釣りキチ三平・山魚女群泳」　原画：矢口高雄氏　秋田空港

ステンドグラス　池袋本町地区小中連携校 大型ステンドグラスの製作風景

ステンドグラス、陶板レリーフといったメンテナンスフリーな素材でパブリックアートを製作する工房です。

今までに 500 点以上を全国の教育施設、駅、空港、ホールなどに製作・設置してきました。

製作のご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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〈概　要〉　　　　　　　　　　　　　　
　「けいそう壁」シリーズはけいそう土を主成分とし、ホル

ムアルデヒドをはじめとした有害な化学物質を吸着・分解

する機能を持つ。他にも、調湿・悪臭吸着・断熱といった様々

な機能があり、これらの働きにより、子供たちが安心して

学校生活を過ごせる環境を作ることができる。

〈商品バリエーション〉

①けいそうモダンコート内装
高い吸放湿性を持ち、快適な空間を作り出すけいそう壁。

梨子地肌の美しい仕上り。同種の天井材も併用して室内を

より快適な環境に。[ ビニルクロス・古壁リフォーム対応 ]

②けいそうリフォーム
吹き付け施工や意匠性の高い厚塗りの模様付けに対応した

けいそう壁。吹き付けで広範囲の施工ができるので他の内

装材に比べコストをかけずに塗り替えが可能。[ ビニルクロ

ス・古壁リフォーム対応 ]

③けいそうモダンコートフラット
漆喰調に仕上げられるけいそう壁。[ 古壁リフォーム対応 ]

内装材
壁

四国化成工業（株）

「けいそう壁」シリーズ

設計・特注営業課
東北・北海道　022-374-4110　 　中 国　086-245-3811
首　都　圏　03-3451-4117　　 四 国　0877-58-5211
中　　　部　052-705-0115　 　九 州　092-431-4111
近畿・北陸　06-6339-4976

けいそうモダンコート内装

 画像ダウンロードサービス　http://download.shikoku.co.jp/
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　『ＹＫＳウォール』は、発売以来 40 余年、お客様の

声を製品に反映し、全国に多数の実績を持っています。

ISO9001 および ISO14001 認証取得弊社森田工場で製作

された製品は素材の特性を充分に活かし、また近年叫ば

れている環境問題にも充分配慮しており、21 世紀を担う

子供たちに、明るく快適な教育環境を提供しております。

〈固定間仕切〉
SA-90N（スチール仕様）
SW-90（スチール枠 + 木建具仕様）
WSP-105（木仕様）
　お客様が抱えている学校現場の事情に対応できるよう

に、豊富なバリエーション（枠・扉：スチール仕様また

は木仕様）の中から間仕切の仕様を選択できるようにし

ました。お客様だけの間仕切が製作可能となります。

SA- 壁収納 135
　意匠面に特化した壁を中心とした新しいタイプの間仕

切で引戸の引込み部分がパネルではなく壁のため、ロッ

カー等の什器の据え付けがしやすくなっています。また、

引戸の頑丈さ（耐衝撃性試験 85 等級）を追求した次世

代型の学校間仕切です。

SA −多連引（スチール仕様）
SW −多連引（スチール枠 + 木建具仕様）
WSP- 多連引（木仕様）
　オール引戸のため、移動に手間取らない素早いフルオー

プン・フルクロージングが可能、フランス落しによる固

定／解除、鎌錠及び差込栓錠による簡単な施解錠ができ

ます。

内装
間仕切

山金工業（株）

YKS ウォール

本社 〒 918-8511 福井市左内町 4-15 ☎ 0776-36-2979
東京 〒 169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 ☎ 03-3202-3531
大阪 〒 537-0025 大阪市東成区中道 1-12-4 ☎ 06-6972-7101
敦賀 ☎ 0770-25-4040 ／金沢 ☎ 076-248-3280

SA- 壁収納 135 WSP-105

SA- 多連引

21 世紀を担う子供たちの夢を育む環境作りを目指して

http://www.yamakin-kougyou.co.jp

SW- 多連引
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〈移動間仕切〉
WBC-60
　パネルは弊社独自の WBC 粉体焼付塗装によりホワイ

トボードとして使用でき、簡単に固定・移動ができる。

教科センター方式やオープンスクール等、多様な学習内

容、学習形態に弾力的に対応できる移動間仕切です。又、

意匠性に優れるエッジレス （フラット仕様）としており、

プロジェクター等のスクリーンとしての使用も可能で

す。オプションでは行事予定表（罫線仕様）や掲示のた

めのパンチングコルク仕様も可能です。

MSW − 110（木仕様＋スチール芯材）
　表面の仕上がりは木製でやさしい質感を実現している

移動間仕切です。芯にはスチール材を使用し移動間仕切

に必要な強度を確保しています。

〈体育館用引戸〉
　旧来の引戸に比べ安全性、操作性、耐久性に優れ、環

境への配慮した商品です。体育館の外部に面した所や器

具庫などに幅広く採用されています。

〈ゼロ VOC 不燃仕様　粉体焼付塗装〉
　国土交通大臣不燃認定取得 VOC を全く使用しない（ゼ

ロ VOC）粉体焼付塗装は、真に環境負荷が低減できる

唯一の塗装です。当社のハートフルテクノロジーによ

り、建物内装材に求められる環境性能・不燃性能を考え、

YKS ウォールは、『ゼロ VOC 不燃粉体焼付塗装』をすべ

ての枠・扉で標準採用しました。使いやすさや安全性の

実現だけでなく、美しさと心地よさをプラスした学校間

仕切をご提案します。

〈ステンド粉体鋼板〉
　ステンド粉体鋼板とは鋼板に粉体塗料による木目柄を

焼付け塗装したもので、従来の木目柄プリント鋼板に比

べ、印刷層が厚く表面が固いので、耐久性に優れキズが

つきにくいという特徴を持っています。また木目柄だけ

でなく写真等の画像を鋼板に印刷する事も可能で、その

デザインはオリジナル性の高いものとなります。（当社

スチール製品に対応可能です）

※粉体焼付塗装の一種であり、上記粉体焼付塗装の特徴

　はステンド粉体鋼板にも対応します。

内装
間仕切

山金工業（株）

YKS ウォール

本社 〒 918-8511 福井市左内町 4-15 ☎ 0776-36-2979
東京 〒 169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 ☎ 03-3202-3531
大阪 〒 537-0025 大阪市東成区中道 1-12-4 ☎ 06-6972-7101
敦賀 ☎ 0770-25-4040 ／金沢 ☎ 076-248-3280

WSP- 多連引

WBC-60

MSW-110

体育館用引戸

http://www.yamakin-kougyou.co.jp
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文化シヤッターは、学校における「公的空間」「機能空間」

「生活空間」の 3 つの空間特性を長年調査・研究してき

ました。そのノウハウを活かし、災害への対応や高い耐

久性、オープンスクールにも対応する柔軟性など、幅広

いニーズにお応えする間仕切を開発・製作しております。

〈特徴〉
■安全性に配慮
引戸や窓には指づめ防止、建具にははずれ防止構造を標

準装備しています。

■多彩なバリエーション
用途に応じたユニットパターンやオプションパーツ、壁

の色など、多彩なバリエーションを取り揃えております。

■ F ☆☆☆☆基準をクリアした木製部材を採用
「シックハウス症候群」に対応し、表面材などには F ☆☆

☆☆基準をクリアした木製部材を採用しております。

［木製仕様］SAW105A、
SAW 大 開 口 タ イ
プ・ 三 方 枠 タ イ プ、
SAW105AS
主要部材に天然木を使

用した木製タイプ。自

然の素材感にあふれ、

快適で明るい教室を演

出します。

学習空間をフレキシブルにレイアウトできる移動式間仕

切「スライディングウォール」タイプもご用意しており

ます。

［スチール仕様］SA80、
SAP80，SAP80 Ⅱ（ 大
壁 タ イ プ ）、SC100A、
SA80S
ポピュラーなスチール

タイプは丈夫で耐久性

に優れ、最も広く採用

されております。学習

空間をフレキシブルに

レイアウトできる移動式間仕切「スライディングウォー

ル」タイプもご用意しております。

［複合仕様］（スチール枠＋木製パネル）SCW80 ／ 100、
SCW100S
木製建具にスチール枠を組み合わせたコンビネーション

タイプでやすらぎと強さが融合されています。学習空間

をフレキシブルにレイアウトできる移動式間仕切「スラ

イディングウォール」タイプもご用意しております。

［アルミ仕様］SAA70Ⅱ
アルミ枠による軽量構造のため、施工性に優れています。

［避難対策仕様］SA80C
災害時に避難所となる学校の間仕切に、プライバシーを

簡易的に確保する避難所用間仕切を収納した学校用間仕

切。

http://www.bunka-s.co.jp/

内装材
間仕切

文化シヤッター（株）

プレウォール

本社〒 113-8535　東京都文京区西片 1-17-3　TEL03-5844-7111
北海道 TEL011-861-5526 東北 TEL022-234-3032 関越 TEL027-251-0669
東関東 TEL043-231-2100 首都圏 TEL03-6779-9173 中部 TEL052-950-3611
関西 TEL06-6244-1540 中四国 TEL082-250-0511 九州 TEL092-511-5588

スチール仕様　SA80

木製仕様　SAW105A

アルミ仕様　SAA70Ⅱ

避難所用間仕切を収納した
学校間仕切　SA80C
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文化シヤッターでは、学校施設のより良い環境づくりを

実現するために、多彩な製品ラインナップでご提案いた

します。

［自動閉鎖装置付引戸　カームスライダー　タフネス・
アスリート］

扱いが乱雑になりやすい小学校などに、「横置きスライ

ドレール方式」の採用で、丈夫で高い耐久性を持ち合わ

せた引戸です。

「タフネス」は教室の扉に、「アスリート」は体育館の出

入口や器具庫向けに最適です。

［トイレブース］
清潔さや利便性、安心

感、安全性を求められ

るトイレブース。幼稚

園、商業施設の幼児用

ト イ レ「 プ レ キ ッ ズ 」

はキッズデザイン賞を

受賞しました。

［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原材料とした 100% リサイク

ル素材です。高い耐久性

と安定した強度、天然木

に近い手触りなど数々の

メリットがあります。ルー

バーやデッキとしてご使

用いただけます。

［危害防止装置］
火災の際、自動的に閉鎖する防火／防煙シャッターでの

挟まれ事故を防止するため、危害防止装置の設置が義務

づけられています。

既設のシャッターに後付けで設置可能な「電気式」「機

械式」「無線式」をラインアップしています。

http://www.bunka-s.co.jp/

内装材
その他

文化シヤッター（株）

プレウォール

本社〒 113-8535　東京都文京区西片 1-17-3　TEL03-5844-7111
北海道 TEL011-861-5526 東北 TEL022-234-3032 関越 TEL027-251-0669
東関東 TEL043-231-2100 首都圏 TEL03-6779-9173 中部 TEL052-950-3611
関西 TEL06-6244-1540 中四国 TEL082-250-0511 九州 TEL092-511-5588

カームスライダー　タフネス

カームスライダー　アスリート

スタンダードタイプのトイレブース

障害物を感知す
るとシャッター
は停止。障害物
が除去されると
再降下、全閉し、
煙害や延焼等を
防ぎます

キッズデザイン賞を受賞したプレキッズ

テクモク

テクモク
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http://www.panekyo.or.jp

【概　要】
「エコール・F」「エコール・NM」は、主として教育施

設向けに開発された木製間仕切ユニット。
当組合が多年にわたって蓄積してきた住宅内装システ
ムの技術をベースに開発、安全性はもとより美しさ、
工期の短縮等多くの機能と特徴を備えている。
木造校舎や木質内装の教室等は、温もりと潤いのある
人間性豊かな教育環境をつくり、児童・生徒に親しみ
やすさ、ゆとり、落ち着きを与える効果が期待できる
ため、内装に木材を採用する学校が増えてきており、「エ
コール・F」「エコール・NM」はまさに、こうした時代
の要請に応えるベく生まれた製品である。

【特　長】
○豊かな教育環境
天然素材の木材は、調湿性や保温性に優れ、温もりと
肌触りのよい質感、それに自然の中に溶け込む優しさ、
柔らかさが心に安らぎを与えてくれる。
○安全性を重視
子どもたちの安全を考え、衝突時の怪我を防ぐため、
角の部分は丸みをもたせた加工がしてある。
また、つまづきによる事故を防ぎ、素足での活動や障
害をもつ児童にも利用できるよう、出入口には床面と
フラットに仕上がるレールを採用。オプション仕様と
して、閉める際に指を挟んでも大丈夫な「指詰め防止
クッション」を引き戸や窓に取り付けた製品も用意。
○優れた品質
集成材は当組合の厳しい品質管理に基づき良質な木材
を厳選して作られ、製品は優れた加工技術を持った工
場で生産されており、製品の仕上がりは均質で、高品質。
○優れた強度と高い機能
集成材は、割れ、反り等の狂いが少なく、大人がぶら
さがったり、ぶつかってもビクともしない強度を持っ
ている。
○短い工期と省力化
製品は工場で事前に精度よく作られているので、現場
ではノックダウン方式による簡単な組立て作業で OK。

このため工期の短縮が図れ、無駄な廃材が発生しない。
納入から施工まで現場監理に負担をかけず、省力化が
図れる。
○地場産材の導入
地域文化の核「学校」に地元の木を積極的に導入して
地域振興に貢献。
○不燃木製学校間仕切（エコール・ＮＭ）
不燃木材を利用した木製間仕切ユニットも製品化。
地場産材との併用も可能。
○１０年保証
保証対象製品の変形、剥離等の不具合による製品の取
り替え補修費用を１０年間保証。

内装
木製学校間仕切

　官公需適格組合

日本住宅パネル工業協同組合

エコール・F ／エコール・NM

〒 113-0021  東京都文京区本駒込６-15- ７
                       （六義園ビルディング）
☎ 03-3945-2311　FAX：03-3945-3119
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地元の木材を積極活用
　「ウッドパーテーション」は国産材 100% の木製パー

テーションで、標準仕様として青森ヒバを使用していま

す。青森ヒバは、構造材で使用されるほど耐久性がある

うえ、殺菌性の強い精油成分を含み、豊かな香りを放つ

のが特徴です。この独特の香りには、森林浴で気持ちが

落ち着くのと同じような精神の安定効果があるほか、ヒ

バ油の抗菌効果、防虫効果、消臭・脱臭効果も期待でき

ます。堅牢な材なので、子どもが多少乱暴に扱っても問

題ない点も、教育施設への利用のメリットとなります。

　檜や杉などの各地元産の木材にも対応しており、これ

まで静岡県浜松市の天竜杉・天竜檜、東京都の多摩材、

神奈川県横浜の市産材、茨城県産材など、使用実績も豊

富です。

　建物の規模と、供給可能な木材の量のバランスによっ

て、羽目板だけなど一部のみを地元産材にすることも可

能で、集成材に加工する段階から予算も含めたご相談に

対応できます。

開口部の組み合わせも豊富
大きな特長は、設計の自由度です。パーテーション本体

の高さは天井高に合わせて案件ごとに決めることができ

ます。腰窓と地窓の高さも変更が可能で、たとえば小学

生と中学生では座高が異なりますが、それに応じて腰窓

の位置を変えることができます。框の内側は、ガラス戸

や無垢のパネル、杉の羽目板のほか、掲示板パネルやシ

ナ合板など、予算によって自由に組み合わせることがで

きるので、レイアウトのバリエーションは豊富です。　

施工は、躯体の間に枠とセットになった 4 ユニットの

パーテーションを組み立てるシステム。　木製の内装材

は、メンテナンスしやすい点も魅力です。傷にやすりを

かけたり、壊れた部分を新しい木で補強したり、物を大

切に長く使うことを子どもたちに教えられるので教育施

設にもぴったりです。合せて内装材に地元産材を利用す

れば、地元の林業、建築主、子どもたちすべてにメリッ

トとなります。

http://www.abekogyo.co.jp/

内装材
木製パーテーション

阿部興業（株）

ウッドパーテーション

〒 160-8404　東京都新宿区新宿 1-7-10
TEL.03-3351-0222　FAX.03-5269-9149

腰窓と地窓の高さ設計が自由にでき、組み合わせられるパネルの種
類も豊富です。

換気量を増やすことができる無双式開閉の地窓。金物を使用しない
木のパーツでメンテナンスも便利です。

国産材 100％の木製間仕切 高さ設計の自由度も高い
「ウッドパーテーション」
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　イトーキは、阪神淡路大震災以降の数々の震災を受け、

近い将来に再び起こり得る大地震に備え、「地震に強い」

空間づくりに取り組みました。たどり着いた答えは、「減

災」という考え方。これに基づいて、ポイントを見極め、

その場所をしっかりとまもるのが「減災建材」です。

パネルの中に制震ユニットを組み込むだけ

　建物の多くに現存する在来工法による「吊り天井」は、

“ 地震時に揺れやすい ” いう特徴を持っている上、耐震

補強がされていないケースも少なくありません。

制震間仕切Ｘは、イトーキの可動間仕切「クレアパート」

「フレキシウォールＦＣＮ」のパネル内部にブレースと

制震ダンパーによって構成される「制震ユニット」を組

み込みます。これにより天井裏の耐震改修工事を行うこ

となく、間仕切と天井を含む空間の耐震性を高めます。

制震ダンパーには優れた耐久性を誇る粘弾性ダンパーを

採用。天井の揺れを 50% 以上低減し、大地震時に天井

崩落のリスクを抑えます。また復元率も高い為、繰り返

し起こり得る余震にも効果を発揮します。

教育施設の空間の耐震性向上にも

　１対（２ユニット）の制震ユニットがあれば、目安と

して約 25㎡の天井を支えます。まもりたい空間の耐震

性を効率よく高めることができます。

避難経路や、備蓄倉庫、会議室、サーバールームなどを

効率的にまもります。

　制震間仕切Ｘは豊富なパネルバリエーションを持つ

「クレアパート」、「フレキシウォールＦＣＮ」に内蔵可

能です。そのため標準品と同じ外観で “ 減災空間 ” を実

現します。

　既にお使いいただいていれば、そこに後から組み込み

も可能です。

http://www.itoki.jp/

内装
間仕切

（株）イトーキ

制震間仕切Ｘ

〒 104-0042　東京都中央区入船 3-2-10
お客様相談センター　　0120-164177

「 震 度 ７ の 地 震 に も 耐 え る 」
間 仕 切 も 天 井 も 護 る 「 制 震 間 仕 切 Ｘ 」
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自社試験設備

　東日本大震災以降、新築の建物はより地震に強い構造

で設計され、既存の建物においても耐震改修工事が広く

行なわれてます。

そのような中で、間仕切や天井などの建築非構造部材に

関しては、大地震に対する基準がなく、大地震時には建

物は無事であっても、その内部空間の建築非構造部材に

よる被害が想定されます。但し、天井は地震に強い天井

の採用や、既存の建物であれば天井の耐震補強工事など

が進められています。

　イトーキは、間仕切の現行基準を大きく上回る性能基

準を独自に設け、自社工場内の振動実験台による振動実

験を繰り返すことにより、製品の設計を検証しています。

「高耐震間仕切Ｇ」は、地震に強い天井の下でも、震度

７の地震から私たちをまもる安全設計の間仕切です。

　大地震の際、間仕切がしなやかに動くことで、地
震エネルギーを吸収します。

① 層間変位追従性能：現行間仕切基準の約 5 倍の変位

　量にも追従

② 水平加速度（天井面）：現行間仕切基準の 2 倍以上の

　揺れの力を加えてもパネルの脱落、倒壊のないことを

　試験にて確認

③ ロッキング機構：パネルの揺れに応じてロッキング

　することで脱落しない構造

④ 変位吸収機構：パネルや建築壁の変位に応じてフレ

　キシブルに動きます。

　大地震発生時、オフィスであれば社員が、教育施設で

あれば学生や教員が、医療施設であれば患者や医師、看

護師が、安全に避難するための避難通路や帰宅困難者の

待機スペース、サーバールームや情報セキュリティエリ

アなど、お客様の大切な命をまもり、重要な空間の機能

維持のためにご使用いただくことを想定しています。

http://www.itoki.jp/

内装
間仕切

（株）イトーキ

高耐震間仕切Ｇ

〒 104-0042　東京都中央区入船 3-2-10
お客様相談センター　　0120-164177

間 仕 切 の 現 行 基 準 を 大 き く 上 回 る 安 全 設 計
震 度 ７ の 地 震 か ら 私 た ち を 護 る 「 高 耐 震 間 仕 切 Ｇ 」
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【内装用 LVL】KEYLAM Interior

●ストライプ
LVL 製造工程からできるストライプ柄の単板積層面を表

にすることで、インテリアやデザインに活用することが

可能です。

●国産材使用
国産材・地域産材に対応可能です。

●準不燃性能
建築基準法上、内装制限がかかる部位に使用出来るよう

に準不燃性能を確保しています。（準不燃仕様のみ、国

土交通大臣認定）

●本実加工品
本実加工品を施してますので、壁材、床材としてご使用

できます。

【1 時間準耐火厚板耐力壁】KEYLAM 木層ウォール

●優れた意匠性
キーラム木層ウォールは板目面と積層面の２種類の表情

を持ちます。特に積層面は他の木質材料にはない表現を

建築空間に与えることができます。

●高い構造性能
使用している材料は高強度を持つ LVL であり、耐震壁

としての性能は取り付ける金物を選択することで許容せ

ん断耐力 40 ｋ N/m 相当（壁倍率相当 20 倍）まで可能

です。運用は構造計算を前提としています。

●準耐火性能
単板を耐火性に優れる接着剤で張り合わせた単板積層材

は、木材であるにもかかわらず燃える速度が遅いことが

わかっています。接合の仕様を選択することで、準耐火

の大臣認定仕様を使うことも可能です。

●様々な構造に適用可能
高い構造性能を生かして耐震壁を減らし、大開口を実現

することができます。木質構造のみならず鉄骨造・RC 

造にも構造部材として適用可能です。

http://www.key-tec.co.jp

内装材
ＬＶＬ工法

（株）キーテック

KEYLAM Interior
KEYLAM 木層ウォール

〒 136-0082
東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 8F
TEL.03-5534-3741　FAX.03-5534-3750

キーラムインテリア

キーラム

　　　無垢の木では作り出せない LVL ならではの表情
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＜リボス社とは、＞
安心で安全な塗料開発を目指した「１６人の女性博士」
　リボス社の設立は今から 40 年以上前、1974 年に立

ち上がりました。当時ドイツでも、シックスクールやシッ

クハウスが顕在化され、その原因はホルムアルデヒドや

VOC（揮発性有機化合物）である事が判明され、彼女た

ちは苦しんでいる人たちを何とか救うべく、化学塗料に

代わる「人や環境にも安全・安心な塗料を自ら製造・販

売していこうと決心しました。

リボスの性能。浸透性塗料とは。　木の健康を助ける浸
透性自然健康塗料・「内装用自然塗料・２７０カルデット」
　リボス社の塗料の主原料は「亜麻仁油」という植物油

です。亜麻仁油は木の導管部分に浸透して、定着します

ので、木が持つ本来の調湿性を妨げないので、木部の状

態をいつも健康な状態に保ちます。逆にウレタン塗装や

ペンキなど合成樹脂を含んだ塗料は湿気を放出する事が

できません。「表面の感触はプラスチックな感触」で、

折角の木を体感する事ができないばかりか、経年すると

塗膜の膨れなどを発生させ、ヒビや剥がれに繋がる事に

なります。

リボスの優れた耐候性　「日本の過酷な環境にも耐えら
れる自然健康塗料・「外装用自然塗料 279 タヤ・エクス
テリア」
　環境の厳しい屋外では、「風雨や湿気・紫外線が天敵

です。」

　リボスの 279 タヤ・エクステリアは厳しい日本の自

然環境にも耐えられるように、共同開発した「高耐候性・

全天候型塗料です。」

　279 タヤ・エクステリアは、天然鉱物顔料やオイル成

分の比率を日本の環境に合わせて開発しております。・

天然鉱物顔料が紫外線（UV）からの保護、オイルやワッ

クス成分が高い撥水効果を発揮します。

　メンテナンスも難しくなく、むしろ楽で、しかも安価

です。

　リボス社の塗料は浸透系なので、表面の膜を落とす事

などは必要なく、「そのまま上塗り・重ね塗りができます。」

また一度塗った木部は、下地が形成されますので、「一回

目よりは二回目、二回目よりは三回目の方が、」メンンテ

ナンスをする期間が長くなるという特徴があります。

＜リボス自然健康塗料・教育施設向け納入実績例＞
東京都港区Ｈ保養所・東京都板橋区Ａ中学校・神奈川県

Ｓ保育園・京都府Ｏ保育所・和歌山県Ｏ保育園・新潟県

Ｋ保育園・岐阜県Ｎ南小学校・東京都Ｋ女学園ビュッ

フェ・港区Ａ保育所

http://iskcorp.com

内装・外装
木材保護塗料

（株）イケダコーポレーション

リボス自然健康塗料

東京支店　〒 104-0045 東京都中央区築地 7-10-2 築地小川ビル 4 Ｆ
TEL.0120-544-453　月〜金　9：00 〜 18：00

（土日祝・GW・お盆年末年始は受付しておりません。）
FAX.03-3544-4450

浸透性のオイルは木の吸放湿を妨
げないので、木材を健康な状態で
長く保ちます。

リボス自然健康塗料は、世界で初めて自然塗料を開発・販売した会社です。植物オイルを主原料とし、
人体や環境に一切負荷をかけない安心・安全な塗料です。また木材保護塗料としての機能も十分に
保持し、各種公共物件にも使用案件多数です。
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＜天井の耐震化が求められる時代へ＞ 

　2011 年に発生した東日本大震災で、吊り天井の脱落被

害が相次いだことから、国土交通省は、天井の脱落防止に

関する新告示を施行。これにより特定天井※に対する耐震

化が義務づけられるようになりました。 

　また、文部科学省は、児童生徒が日常的に使用し、地域

の避難所としても利用される文教施設について、より安全

性を考慮する必要があるとの判断から、建築基準法上は特

定天井にならない天井も、特定天井に準じた落下防止対策

を行うよう自治体に通知しました。 

＜長寿命化改修と一緒に天井も耐震化＞ 

　DAIKEN は特定天井に対応した省施工 ･ 短工期での耐震

化が可能な天井工法「ダイケンハイブリッド天井」を開発

し、2015 年より提案を始めました。 

　さらに、法規制の対象ではない吊り天井においても、一

定の耐震安全性を確保することを目的に、耐震安全性の異

なる 3 グレードを追加しました。 

　短期間で施工可能な「ダイケンハイブリッド天井」。学校・

文教施設の長寿命化改修とあわせて天井の耐震をおすすめ

します。

◆高い耐震性能 

2.2G 相当の水平加重に耐えることが実証されています。 

国土交通省の定める試験方法「ユニット試験」（静的加力

実験）で、天井許容耐力 4,000N の高い耐震性を確認しま

した。（※社内試験にて） 

◆省施工で短工期を実現 
メインバーは特殊ホゾ加工によりワンタッチで接合がで

き、ビス留めが不要。さらに、高い耐震性能により、耐震

ブレースの設置数を減らすことができるため、短期間で均

一、簡単に施工が可能です。 

◆施工品質が安定 

パーツ数が少ないので、施工の品質チェックが容易です。  

DAIKEN とつくる公共・商業施設　https://www.daiken.jp/product/contents/building/

内装
天井下地材

大建工業（株）

ダイケンハイブリッド天井

〒 101-8950　東京都千代田区外神田 3-12-8
 住友不動産秋葉原ビル４階　エンジニアリング事業企画部
TEL：03-6271-7767　 FAX：03-5296-4063

オリジナル形状の軽天材を同一面内で格子状に組上げた天
井下地に、捨張り材や仕上材を直接施工する耐震天井です。

耐震性と省施工を両立する天井下地材
ダイケンハイブリッド天井

中央大学 多摩キャンパス（東京都）

ハイブリッド化

日ノ本学園高等学校 チャペル（兵庫県）

＜製品紹介＞

※特定天井：以下の 5 条件全てに該当する、崩落によって重大な危害を生ずる

おそれがある天井のこと。

（①高さ 6 ｍ以上　②面積 200㎡以上　③質量 2㎏ /㎡以上　④吊り天井である　

⑤人が日常利用する場所に設置されている）

・格子組みによる高い剛性 

・ワンタッチ接合で省施工、 短工期

・仕上げ材が自由に選べる 

・様々な用途の建築物に 使える 

＋

システム天井のメリット

在来天井のメリット
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http://www.fujimokuzai.co.jp

【概　要】
　「人に優しい木の床は、地球にも優しい」をテーマに、
フローリングの総合企業を目指す当社は、環境への配
慮を欠かすことなく、快適な生活、健康的な住空間を
創造する製品をできるよう努めている。フローリング
は、70 年以上の歴史を持ち、日本国内の堅木を強度の
よくかかる床に特化して開発された床板で、当初、体
育館の床が主な使用目的だったが、生活様式の変化や
建築の高度化等で多方面に床材として使用されるケー
スが多くなってきた。住宅用、文化施設、スポーツ施設、
商業施設など、その用途は時を追うごとに増え、フロー
リングが担う床材としての責任と期待が増大し続けて
いる。FM シリーズは当社が開発した製品で文教施設や
福祉施設等あらゆる施設で採用されている。

■〈FM クリエイト／ FM クリエイトソフト〉複合１種
　フローリング
　幅広い用途に適した天然無垢感覚。重歩行と衝撃性
を重視した表面厚単板合板フローリング。低 VOC 対応、
F ☆☆☆☆適合品。

■〈FM フローリングボード〉無垢・定乱尺タイプ
　直張り／根太張り
　１枚単板の重厚感と定乱尺の美しい仕上がりが、木
の優しさ・温もりを演出する。自然の美しさが求めら
れる公共施設や老人ホームに最適。

■〈FM ブロック〉無垢市松タイプ
　天然木無垢材ならではの柔らかな雰囲気をつくり出
す。耐久性にも優れ、傷がつきにくく、文教施設・商
業施設に適している。低 VOC 対応、F ☆☆☆☆適合品。

■〈FM エコボード〉複合２種フローリング
　芯材に針葉樹の間伐材、表面材には広葉樹の厚単板
を採用し、ソフトな踏み込み感と高級感を両立。木材
資源の有効活用を考えた、自然に優しい床材。低 VOC
対応、F ☆☆☆☆適合品。

内装材
フローリング床

不二木材工業（株）

FM シリーズ

〒 456-0062　愛知県名古屋市熱田区大宝４- １-11
☎ 052-681-6566　　FAX：052-682-2162
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http://www.lonseal.co.jp/product/floor/sl.html

学校のトイレ研究会参画企業である当社が、公共・文教

施設のトイレで進んでいるドライ（乾式）清掃用に開発

した製品です。本製品は均一なコーティングが汚れやメ

ンテナンス剤から強力にガードしながら、付着した汚れ

も取りやすくしたメンテナンスが容易な長尺ビニル床

シートです。

《製品の主な特長》
すぐれた耐汚染性‥
尿による変色がほとんどありません。また、トイレ用洗

剤、カビ取り剤、尿石除去剤での変色発生しません。

ノーワックスメンテが可能‥
均一なコーティングにより、ワックス塗布の必要があり

ません。付着した汚れは、固絞りのモップで容易に拭き

取ることが可能です。

ニオイの原因、アンモニア臭を低減‥
また、ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、抗菌作用に

加えてシート自体の消臭性による補助効果によって、ア

ンモニア臭を低減させることができます。

すぐれた防滑性‥
滑りにくさ試験において、乾燥時と水 + ダスト時の差

が少なく、滑りにくい床材です。

壁面部分も守る、巻き上げ施工も OK‥
巻き上げ施工を行なうことで、パニック時の清掃が容易に

なるだけでなく、壁面部分の汚染を防ぐことが可能です。

排水および湿式清掃にも対応‥
通常時は蓋となる清掃用排水口を設置することで、水を

用いたメンテナンスにも対応可能です。

《製品規格》
一般名称：超防汚性ビニル床シート FS（JIS A 5705）

寸法：2.0㎜（厚さ）× 1,820㎜（幅）× 9m（長さ）

色数：19 色

梱包：9m/ 巻

重量：3.2kg/㎡、52㎏ / 巻

標準材料価格：4,950 円 /㎡（税別、施工費別）

内装材
トイレ用ビニル床シート

ロンシール工業（株）

サニタリウム

本社・東京建装営業所　
〒 130-8570　東京都墨田区緑 4-20-7  アステ 21 ビル 6F
☎ 03-5600-1821　FAX 03-5600-1890

乾式トイレ用  ノーワックスタイプの超防汚性消臭ビニル床シート
サニタリウム
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http://www.lonseal.co.jp/product/floor/prb.html

床材からの VOC（揮発性有機化合物）発生を大幅に削減。

低トータル VOC 仕様のシックスクール対策用長尺ビニ

ル床シートです。汚れがつきにくく、ワックスメンテナ

ンスが不要。さらにすぐれた抗ウイルス効果により、衛

生的で人にやさしい健やかな空間づくりのサポートを行

なえます。

《製品の主な特長》
1 時間後に 99％以上のすぐれた抗ウイルス効果‥
代表的なウイルス 2 種類（代替ウイルス 1 種類を含む）

について、2 つの試験機関でそれぞれ一つずつ抗ウイル

ス効果の検証を行ないました。試験①では、1 時間後で

99％以上の抗ウイルス効果、試験②では、24 時間後で

99% 以上の抗ウイルス効果を得られることが確認でき

ました（すべて一般床材との比較）。

ワックスなしでも、キレイが長持ち‥
日常メンテナンスが容易な、ノーワックス仕様。付着し

た汚れは、固絞りのモップで容易に拭き取ることが可

能です。学校の廊下等で

一日当り 1,000 人が集中

歩行した場合でも 50 年以

上のすぐれた耐久性があ

ります（社内試算。2,900

万人で計算）。

安心のシックスクール対
策仕様‥
行政のガイドラインや基

準に定められた個別物質

の数値をクリアするだけ

でなく、揮発するその他

の有機物質すべてを大幅

に 削 減 し た 低 ト ー タ ル

VOC 仕様です。

《製品規格》
一般名称：抗ウイルス・抗菌性ビニル床シート FS（JIS 

A 5705）

寸法：2.0㎜（厚さ）× 1,820㎜（幅）× 9m（長さ）

色数：マーブル 6 色、Moku（木目柄）10 色、インレイ

ド柄 15 色

梱包：9m/ 巻

重量：3.3kg/㎡、54kg/ 巻

標準材料価格：マーブル 3,950 円 /㎡、Moku4,500 円 /㎡、

インレイド柄 4,700 円 /㎡（税別、施工費別）

内装材
シックスクール対策用長尺ビニル床シート

ロンシール工業（株）

ロンプロテクトマーブル・Moku
・インレイド柄

本社・東京建装営業所　
〒 130-8570　東京都墨田区緑 4-20-7  アステ 21 ビル 6F
☎ 03-5600-1821　FAX 03-5600-1890

抗ウイルス性　ノーワックスタイプ・低 TVOC ビニル床シート
ロンプロテクト マーブル・Moku・インレイド柄
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　近年、ドアや扉に子供が指を挟む事故が相次いでいる。

東京都が実施した調査結果※によると、約３人に１人がド

アに挟まれた経験があり、中には骨折した子どももいた。

また、事故の約６割が室内ドアで発生していることも調査

結果から判明した。ドアの指挟み事故は、挟んでしまった

子ども自身がドアを開け閉めしているのではなく「丁番に

手をかけている事に気付かず、他の人がドアを閉めてしまっ

た」ことにより発生するケースが多く、実際に小学校のト

イレでも、小学生がドアに指を挟まれて、右手親指の関節

部から先を切断する事故例があった。

　こういったケースを未然に防ぐ指挟み事故防止グッズと

して「指はさまんぞう」は全国の学校や公共施設での採用

が進んでいる。

※ 東京都生活文化局消費生活部「平成 28 年度調査ドアの安全性

に関する調査報告書」

●指はさまんぞう
【特長】
・スマートデザイン

ドアの動きに合わせてスクリーン生地が引き出された

り、巻き取られたりするシンプルなデザイン。新築物件

でも空間デザインを崩すことなく使用できる。

・危険な蝶番を室内外の両側からカバー

指はさまんぞうは、ドアの表裏に取付ける２本で１セット。

危険な蝶番を室内外の両側から丈夫なスクリーン生地でカ

バーすることで、どちらの隙間も防ぐことができる。

・安心長持ち

住 宅 ド ア と 同 じ

「JIS4702 開 閉 繰 り

返 し 試 験 10 万 回」

を ク リ ア。 長 く 安

心して使用するこ

とができる。

内装
指挟み防止カバー

セイキ販売（株）

指はさまんぞう

セイキ販売㈱東京支店
〒 176-0014  東京都練馬区豊玉南 3-21-16　
☎ 03-5999-5820

保育園 小学校

危険な蝶番側の隙間をカバーして指はさみ事故を防ぐ
室内ドア用指はさみ防止スクリーン


