




































平面図［上から見た図］

バンッ!!

扉ガード 枠ガード

キープラン（例）

●錠パターン：100通り
●マスターキーの場合は
　1マスターで60通りまで
　対処可能。
※マスターキーは別途
　費用がかかります。

表示鎌錠（UKH001）  
￥5,000

間仕切鎌錠（UKM001）  
￥5,000

簡易シリンダー鎌錠（UKS001）
￥10,000   （キー2本付）

グランドマスターキー
（鍵１～９用）

マスターキー
（鍵6～9用）

マスターキー
（鍵1～5用）

〈居室〉〈スタッフルーム〉〈エントランス〉
錠１ 錠6 錠7 錠8 錠9錠2 錠2 錠2錠2

シリンダー＋サムターン

シリンダー＋中型サムターン

シリンダー＋大型サムターン

上吊り戸が閉じる直前に勢いを軽減させながら、扉を閉じるクローザーです。扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぐので、
扉が枠にあたる音も気にならず、手指を挟む危険性を緩和することもできます。

※ソフトクローズ機能は、通常使用される際の戸を閉める
時に生じる衝撃の軽減を目的としています。強く閉めす
ぎると、ソフトクローズ機能の効果が十分に得られない
場合があります。
※ブレーキポイントは戸先から約 50㎜の位置となります。

ご注意

扉の下部・枠にガードパーツをつけることで、車イスやベッドが当たる衝撃をやわらげ、
傷がつくことを防いでくれます。

扉本体にガイドレールを装着
し、ガイドローラーがレールを
通ることで扉のバタつきを抑え
ます。ガイドがローラー式のた
め、スムーズな動きを実現して
います。

最後まで手を添えず、
勢いよく閉めても…

扉の勢いを軽減させながら、
ピタッと閉まります。跳ね返
りもなく、扉が枠にあたる音
も静かです。

最後まで手を添えず、
勢いよく閉めると…

扉が枠にぶつかる際、衝撃音が
し、跳ね返ってしまいます。扉
が閉めきれなかったり、手指を
挟む原因にもなります。

ワイヤー連動式の扉は、スムーズな操作感が特徴です。車イスでの使用にも
適しています。

扉を押さえながら六角ボルトを回
し、縦枠と扉を水平垂直にして、
下部チリを調整します。

7種類のハンドルをご用意
しました。ご希望のスタイ
ルに合わせて、お選びいた
だけます。

戸先側ソフトクローズ機能　ご注文方法　※扉①Wが600mm以上からの対応となります。

2枚連動上吊り片引き戸
ワイヤーを使用した連動機能により、2枚の扉がスムーズに開閉します。
開口に対して広い有効開口幅を確保できるので、省スペースの使用に最適です。

［製品の特長と仕様について］

ご希望に合わせて錠を取り付けることもできます。大
型サムターンなので、「つまむ動作」をせずにレバーの
上げ下げだけで、簡単に操作できます。

戸尻側に戸当たりキャッチ機能をプラスする
場合は、下記の部材をご注文ください。

美和ロック製 FG3錠もお選びいただけます。様々なキープランに対応でき、マスターキー、グランドマスターキーなども対
応可能です。FG3錠の品番やご注文方法は各製品ページをご参照ください。（→ P.113）

ジョイントプレート

溝付きワイヤーロック

中央扉
取手付扉

※六角ボルトの面と固定プレートの面を平行に取付けてください。

上がる

下がる

六角ボルト

本カタログは印刷物のため実物と色が異なることがあります。色調や質感はサンプル帳をご確認ください。　掲載価格はメーカー希望価格です。消費税・施工費は含まれておりません。 本カタログは印刷物のため実物と色が異なることがあります。色調や質感はサンプル帳をご確認ください。　掲載価格はメーカー希望価格です。消費税・施工費は含まれておりません。

❾錠の取付けについて

ソフトクローズ機能をプラス ソフトクローズ機能＋鎌錠をプラス ソフトクローズ機能＋鎌錠をプラス

上吊りタイプなので、足元に
段差がなく、バリアフリー住
宅はもちろん、介護施設や福
祉施設、クリニックなどの間
仕切りに最適です。

❹扉ガード　❺枠ガード

❶下部ガイドワイヤー連動式 扉の調整方法

❻バリアフリー

❷ソフトクローズ機能　※扉①Wが600mm以上からの対応となります。

❸ユニバーサルハンドル

ソフトクローズ機能が付いていない場合ソフトクローズ機能が付いている場合

※ゴム戸当りを使用すると開口が 25mm狭くなります。 （戸尻側へ取付）

❼ゴム戸当たり ❽戸当たりキャッチ

ドア本体
芯　材 ／ LVL  ・  PB  ・  MDF
表面材 ／ MDF  ・  特殊化粧シート
採光部 ／ 樹脂板

枠 MDF  ・  LVS  ・  オレフィンシート

ケーシング MDF  ・  オレフィンシート

オプション

オプション

 有効開口9 0 6 m m

枠外寸法　1 ,6 5 6 m m

引き残し 1 2 0 m m

ストッパー

❶下部ガイド

❸ユニバーサル
　ハンドル

❷ソフトクローズ
　機能
　（オプション）

❹扉ガード（オプション）

❼ゴム戸当たり
    （オプション）

❾錠（オプション）

❺枠ガード
　（オプション）

❽戸当りキャッチ
    （オプション）

オプション

オプション オプション

＋ ＋
戸先にソフトクローズ機能をプラスする
場合は、枠の品番を下記のように変えて
ご注文ください。

■枠品番35の前を「H」⇒「P」にしてください。
　（例）D1MF7H35SWL⇒D1MF7P35SWL
　（枠の価格＋￥30,500）
※扉の品番変更はありません。

戸先にソフトクローズ機能と鎌錠加工をプラスする場合
は、扉と枠品番を下記のように変えてご注文ください。

■扉①品番72の前を「H」⇒「B」にしてください。
　（例）D1MFPH72CW⇒D1MFPB72CW
　（扉の価格＋￥9,000）
■枠品番　35の前を「H」⇒「R」にしてください。
　（例）D1MF7H35SWL⇒D1MF7R35SWL
　（枠の価格＋￥38,500）
※鎌錠は上記の品番から別途ご注文ください。
※ストライクは枠に取り付け出荷となり、上記品番には含まれておりません。

戸先にソフトクローズ機能と美和ロックの鎌錠加工を追加す
る場合は、枠の品番を下記のように変えてご注文ください。

■扉①の品番72の前を「H」⇒「F」にしてください。
　（例）D1MFPH72CW⇒D1MFPF72CW
　（扉の価格＋￥15,000）
■枠の品番35の前を「H」⇒「Q」にしてください。
　（例）D1MF7H35SWL⇒D1MF7Q35SWL
　（枠の価格＋￥36,500）
※美和ロックの鎌錠はP.132の品番から別途ご注文ください。
　（品番は当社オリジナル品番となります。）

P135
部　材

P186
施工ポイント

P228
寸 法 図

P124
メニューオーダー

扉①

扉②

783SC-K50
¥5,000/セット

ソフトクローズ用戸当りキャッチ

111

寸法図

開きドア開きドア

引き戸
間仕切り戸

引き戸
間仕切り戸

UD建具 UD建具

アルミ建具 アルミ建具

クローゼット
収納扉

収納部材

クローゼット
収納扉

収納部材

玄関収納 玄関収納

フロアー
玄関部材

フロアー
玄関部材

階段
手摺

階段
手摺

造作材
その他

造作材
その他

施工ポイント

寸法図

施工ポイント
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