
「商品履歴管理システム」とは、お届けした製品一台に一つずつ割り当てた管理ナンバーにより、定期点検
結果や修理結果などを一元的に管理するシステムです。管理ナンバーは、〈IDタグ〉というラベルの表面に
印字されていますので、定期点検や修理をご依頼の際は、この番号をお知らせください。〈IDタグ〉の貼付
位置は、各製品の取扱説明書をご覧ください。
対象商品 ： 電動ワイドシャッター、重量シャッター、オーバースライディングドア、パネルシャッター、
               エア・キーパー大間迅、ワイドスライダー、セレスクリーン、防煙垂れ壁、
               高速・低振動グリルシャッター大静快

初    版 CA916-  5AJ'07・09
第17版 CA916-  8AJ'19・07No.816

フラットなデザインでシンプルかつ高速開閉、静音性、安全性を備えています。
閑静な住宅街に最適なガレージドアです。

東京都文京区西片1丁目17-3  〒113-8535
お客様相談室
　   0570-666-670 （ナビダイヤル有料）
　　03-5844-7111 （IP電話・海外からのご利用）
www.bunka-s.co.jp/

ステンカラー
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独自のパネルジョイント構造により、パネル連結部にすき間ができないほか、
アルミ製フルカバーのガイドレールがローラ駆動部での指挟みを防止しています。
パネル降下中の挟まれ事故を防ぐために、〈光電センサ式〉の障害物感知装置を標準装備。
きめ細かな安全性への配慮を施しています。

きめ細かい安全性への配慮。

□隙間のないパネルジョイント　
パネルの連結部は、独自のパネルジョイント構造に
より、隙間はごくわずか。屋外側から指を挟む心配が
ありません。

パネル屋外側

□アルミ製フルカバーのガイドレール　
アルミ製カバーを装備したガイドレールにより、レール
とパネルの隙間に指が入りにくい構造です。　
※防火設備仕様はスチール製のカバーです。

パネル屋内側

□障害物感知装置　
〈光電センサ式〉障害物感知装置を標準装備。フラット
ピットが降下中に、光電センサが障害物を感知する
と、反転し上昇、全開にて停止します。床面から50
ｃｍ、15ｃｍの高さに設置します。　
※車種または停止位置によって、光軸が遮られない場合があります。
※シャッターの真下に障害物があっても、センサの光軸を遮っていない 
　場合は感知できません。
※障害物の形（棒や格子状のもの）、大きさ、位置、色（透明色など）
　によっては、光軸が遮られず感知できない場合があります。
※床面反射率（大理石、水たまりなど）が高いものや直射日光がセン
　サレンズ面に当たる場合、光の影響を受け、センサが正しく作動しな
　い場合があります。

高さ
50cm

高さ
15cm

オーバースライディングドアの特長である高速開閉により、高さ2.5mのガレージなら約14秒で全開します。
巻き取り式電動シャッターの約4倍というスピードで、開閉時の待ち時間を短縮します。

巻き取り式電動シャッターの約4倍の開閉スピード。

□待ち時間の短い開閉スピード　
高さ2.5ｍの開口部であれば、全開までわずか約14
秒、標準仕様は全閉までも約14秒と、ガレージ周りで
の待ち時間を短縮します。　
※防火設備仕様の場合、高さ2.5ｍの開口部で全開まで約14秒、
　全閉まで約23秒です。

□開閉音を低減して静音化を実現

パネルの接続部分やローラに樹脂部材を採用、
接触音・振動を低減しています。
さらに、振動防止型の開閉機により、開閉動作を
スロースタート・スローストップとするなど総合的な
静音設計により、開閉音は55dBとなりました。　
※55dBは、小川のせせらぎと同程度の音です。10dB低減すると、
　人が感じる音の大きさは半減すると言われています。
※開閉音は測定値であり保証値ではありません。大きさ、ご使用の環
　境により、これを満たない場合もあります。また始動時並びに停止時
　の音は含みません。

防火設備仕様は標準仕様と仕様が
異なります。詳しくは下記および15～
16ページをご参照ください。

防火設備仕様は標準仕様と仕様が
異なります。詳しくは下記および15～
16ページをご参照ください。



シンプル

【臙脂色】
えんじいろ

【琥珀色】
こはくいろ

【海松色】
みるいろ

【深縹】
こきはなだ

【桧皮色】
ひわだいろ

【生成色】
きなりいろ

セレカード5色

レザージャケット6色

〈フラットピット〉は、シンプルで快適なガレージライフを追求。
選べるカードリモコンで、クルマの中から簡単操作。
停電時の手動切り替えや、自動ライト点灯と便利な機能を備えています。

※操作スイッチは、カードリモコンセレカード、セレクルーズⅡ、各種押しボタンスイッチから選択となります。

簡単な操作で便利な機能。
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□カードリモコンで簡単操作　
開け閉めのたびにクルマを降りる必要がないので、
雨の日も濡れることがありません。軽くて薄いカード
タイプなので、携帯にも便利です。　
※電波の届く距離は、地形、建物、環境などの条件によりプラス・マイナ
　ス方向双方に大きく変化します。
※大型車両の違法無線、国内電波法の範囲外の軍事基地、大使
　館の付近では強力な電波によって誤作動を起こすおそれがあります。
※防火設備仕様の場合、1点式押しボタンリモコンになります。

□リモコンを操作せずに、シャッターを開閉　
車載用自動開閉リモコン＜セレクルーズII＞は電源
ソケットに差し込んでIDコードをシャッターの受信機
に登録するだけ。リモコンを操作する必要がないの
で、シャッター開閉の待機時間が短縮されます。　
□自動モードでの操作方法
【お出かけの時】
❶車のエンジン（アクセサリー）をONにすると、セレクルーズIIの送信
　ランプが点灯すると同時に自動信号を発信します。
❷自動信号を受信し、シャッターが開きます。
❸シャッターが上限で止まったら、ガレージから出庫します。
❹車がシャッターから離れて自動信号を受信しなくなると、約10～20
　秒後にシャッターが閉まります。

□選べる押しボタンスイッチ　
無線式、有線式、プラスチック製、ステンレス製、屋外用、屋内用など用途に応じて押しボタンスイッチをお選びいただけます。

【お帰りの時】
❶車がシャッターに近づくと、セレクルーズからの自動信号を受信して
　シャッターが開きます。
❷シャッターが上限で止まったら、ガレージに入庫します。
❸車のエンジン(アクセサリー)をOFFにすると、セレクルーズのII送信
　ランプが消灯し自動信号が停止します。
❹シャッターが自動信号を受信しなくなると、約10～20秒後にシャッターが
　閉まります。

□連動照明システム（オプション）　
シャッター開閉に連動して照明を点灯させることができる制御盤です。照明器具は付属していません。　
●標準動作
○シャッターが上昇または下降を開始すると照明が点灯します。
○シャッターが動作を停止すると、設定した時間経過後、照明が消灯します。
　（点灯・消灯はシャッターの動作位置とは無関係です）
○照明器具用スイッチをONにすると、照明が点灯します。（照明はタイマーでOFFになります）　
※開閉後のライトと同じ動作をします

□停電の際もワンタッチで手動開閉に切り替え　
手動切り替えハンドルを引くだけで手動で開閉す
ることができます。　
※停電時以外は手動開閉への切り替えを行わないでください。

□トロリー解放錠（オプション）　
ガレージにシャッター以外の出入口がない場合に、屋外
側から手動開閉に切り替えができます。　
※トロリー解放錠は防火設備仕様、フラットピットBA（CP対応品）には
　設置できません。
※フラットピット以外に出入り口がない場合はトロリー解放錠を必ず取
　付けてください。ガレージ内からドアを開けることができなくなる可能性
　があります。また故障時に修理をすることができなくなることがあります。

【撫子色】
なでしこいろ

【支子色】
くちなしいろ

【抹茶色】
まっちゃいろ

【水縹】
みずはなだ

【乳白】
にゅうはく

セレクルーズII

手動切り替えハンドル 停電時でも手動開閉

トロリー解放錠

□ライト付きの開閉機　
開閉時には、自動的にライトが点灯します。夜間の
車の乗り降りや、車庫入れをサポートします。　
※防火設備仕様の場合、開閉機の形状が異なります。

閉まっているときのライトはOFF 開閉時はON

あらかじめ設定した4桁の番号で、
シャッターを開閉します。鍵を持ち
歩く必要もなく防犯性に優れて
います。

●無線式

●有線式

【セレアーキ】ステンレス製（屋外用・屋内用）プラスチック製（屋内用）

ステンレス製（屋外用・屋内用） テンキースイッチ〈マイタッチII〉プラスチック製（屋内用）

露出型 埋込型 露出型 埋込型 露出型・埋込型

標準色 オプション色

選択

選択

選択

防火設備仕様はオプションが対応でき
ない等、標準仕様と仕様が異なります。
詳しくはP15・P16をご参照ください。





建築基準法では、防火地域、準防火地域に建設される建物の外壁に設置される開口部のうち、
「延焼のおそれのある部分」には「防火戸、その他の政令で定める防火設備」を使用するように定めています。
防火設備には内外からの延焼を防止するものと、外からの延焼を防止するものがありますが、
フラットピットは、国土交通大臣認定を取得し
外からの延焼を防止する防火設備として使用できるようになりました。

防火設備としてご使用いただけます。 【防火設備仕様の装備】
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□国土交通大臣認定   

□延焼のおそれのある部分

フラットピット防火設備仕様

隣地境界線等

≦5m

≦3m

3階

2階

1階

※耐火建築物、準耐火建築物以外となる。

●隣地境界線から
●道路中心線から
●同一敷地内に2以上の
　建物がある場合、
　建物相互の中心線から

   ※ただし、延床面積の合計が
   　500m2以内の場合は
   　1つの建物と見なされます。

2階以上　5m以内の部分
1階　　　3m以内の部分

EC－0070－1認定番号

防火設備（準遮炎性能）認定の種類

建築基準法第64条及び
建築基準法施行令第136条の2の3

根拠条文

防火地域内又は
準防火地域内の建築物対象建築物

外壁の開口部で
延焼のおそれのある部分※対象部位

準遮炎性能を有する防火設備防火設備の種類

法第64条令第136条の2の3法令

□防火設備の種類と設置できる建物の種類   

□カードリモコン      
□ライト付き開閉機   

□障害物感知装置   
〈光電センサ式〉と〈負荷感知式〉の２重の障害物感
知装置を装備。　　　
〈光電センサ式〉は床面から１５ｃｍの高さに装備して
います。　
※車種または停止位置によって、光軸が遮られない場合があります。
※シャッターの真下に障害物があっても、センサの光軸を遮っていない
　場合は感知できません。
※障害物の形（棒や格子状のもの）、大きさ、位置、色（透明色など）に
　よっては、光軸が遮られず感知できない場合があります。
※床面反射率（大理石、水たまりなど）が高いものや直射日光がセンサ
　レンズ面に当たる場合、光の影響を受け、センサが正しく作動しない場
　合があります。　　　
〈負荷感知式〉は、パネルの下に置き忘れた自転車等
に当たると、パネルをストップ・反転上昇させます。　
※障害物に急な傾斜があるなど、接触面の状態によっては障害物を検知
　できない場合があります。また、障害物を検知して停止した場合でもパネル
　重量により障害物を破損するおそれがあります。

１点式押しボタンリモコンになります。　
※押しボタンスイッチをお選び頂いた場合は１点式となります。

□停電の際のワンタッチ手動切り替え □その他留意点   
1）高さ２．５ｍの場合、全開まで約１４秒、全閉は約２３秒です。
2）ガイドレールはスチール製のカバーになります。
3）サイドルームは最小１２０ｍｍです。
4）ヘッドルームは最小２７０ｍｍです。

□仕様の制限   
1）デザイン窓の設置は出来ません。
2）トロリー解放錠の設置は出来ません。
3）オプションが対応不可となります。
4）納まり寸法、設計範囲が標準仕様と異なります。
　（23～26ページ参照）

高さ
15cm

フラットピット防火設備仕様は標準仕様と装備が異なります。
下記項目をご確認の上、ご採用・ご使用をお願い致します。









角、丸窓

長方形窓、長丸窓、端部長方形窓、端部長丸窓

デザイン窓　配置場所

注記　1) 一番上のパネルと一番下のパネルにはデザイン窓の設置はできません。
2) 中間パネルの枚数は、開口高さＨ寸法により変わります。
3) １枚のパネルには同じデザインの窓しか設置できません。
4) デザイン窓の間隔（窓と窓の距離）は、角窓・丸窓の場合は１４０mm以上、
　 長方形窓・長丸窓の場合は５００mm以上が必要です。

5) パネル端部からの必要寸法は、角窓・丸窓の場合は６０mm以上、
　 長方形窓・長丸窓の場合は２０１mm以上が必要です。
　（端部長方形窓・端部長丸窓の場合は除く）

上パネル

中間パネル

中間パネル

中間パネル

中間パネル

中間パネル

下パネル

140mm以上 500mm以上

60mm以上 201mm以上

デザイン窓の取り付け位置は、最上段パネルと最下段パネルをのぞく中間パネルに設置できます。

デザイン窓の取り付け可能個数 ※防火設備仕様の場合、デザイン窓の設置ができません。
※フラットピットＢＡ（ＣＰ対応品）の場合、デザイン窓の設置に制限があります。
※デザイン窓の設置個数により設計範囲に制限があります。
詳細は弊社担当までお問い合わせください

設計範囲

部材仕様

水圧転写塗装の塗膜性能

開閉機性能

工事について

採用上の注意

デザイン窓サイズ

80

65

80

P2
20

P2
50

80

65R40

P2
20

P2
50

512

65

80P2
20

P2
50

80

65P2
20

P2
50

512

80

65P2
20

P2
50

500

角窓 丸窓

端部長方形窓 端部長丸窓

長方形窓 長丸窓

80

65R40

P2
20

P2
50

500

電圧
出力
周波数

開閉速度

照明

単相100Ｖ
400Ｗ（標準仕様）、200Ｗ（防火設備仕様）、待機時5Ｗ
50Ｈｚ/60Ｈｚ
上昇 ： 約13.2m/分,
降下 : 約13.2m/分(標準仕様)
　　 : 約8.4m/分（防火設備仕様）
スロースタート・ストップ機能付き
ミラー付ハロゲンランプ12Ｖ20Ｗ（防火設備仕様）

デザイン窓の設置は出来ません。

シャッターの大きさに応じて、開閉速度が変わります。

パネル3枚以上にデザイン窓を設置する場合。

デザイン窓の設置は出来ません。

デザイン窓を設置しない場合。
デザイン窓（長方形窓・長丸窓）でパネル2枚まで設置する場合。

主な塗膜性能を表に示します。
試験結果は当社社内試験によるものです。塗膜硬度が高いので
傷が付きにくく、特に耐候性に優れています。当社シャッターに使
われているカラー鋼板の塗膜硬度と同等の性能を有しています

●一次側電源： AC-100V  250W（アース端子付コンセント設置）（別途電気工事）
●二次側配管：φ19（別途電気工事）　二次側配線：0.9ＯＰ線2本（別途電気工事）
●カードリモコン使用の場合は追加でコンセントが１個必要になります。
※下地、電気工事は別途建築工事になります。
※鉄骨造の場合、タップ留めになりますので、鉄骨の厚みを3.2ｔ以上にてお願いします。

■開閉時の音・傷について
正常なご使用方法でも、パネル同士やガイドレールなどとの接触部分では、音・傷が発生することがあります。発生状況は使用頻度や使用環境に大
きく左右されますが、フラットピットの作動には問題がありません。ただし、症状が悪化する可能性があるため、定期的なお手入れの実施をお願いし
ます。
※フラットピットの1日の開閉回数は1～3往復／1日と設定されています。
■開放時について
開放時、パネルが水平レールに移動した場合、たわみ（W6mの場合、約6cm）が発生しますが、通常開閉において支障をきたすものではありません。
■設置場所について
西日など、強い日射が当たる場合、パネルが反り、動作中の音鳴りなどにつながる可能性があるため、熱を吸収しやすい濃い色以外をおすすめ
いたします。

膜厚
塗膜密着性
塗膜硬度
耐水性試験
耐酸性試験
耐アルカリ性試験
促進耐候性試験

5点測定の平均
基盤目試験（JIS H 8602）
鉛筆引っかき試験（JIS H 8602）
42°C脱イオン水×4時間
5％硫酸×5時間
5％NaOH×24時間
サンシャインウエザメーター（JIS H 8602）2000時間

40μ以上
100/100
2Ｈ以上
膨れ、破れ、剥がれなし
膨れ、破れ、剥がれなし
膨れ、破れ、剥がれなし
光沢保持率80％以上

試験項目 試験内容 試験結果

H (m)

W (m)

W (m)

H (m)

■設計耐用回数・年数（作動不良を起こさない状態）
10000回開閉・10年
●「設計耐用回数・年数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してください。
●「設計耐用回数・年数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的
　なメンテナンス（定期交換部品の交換、注油、調整など）を実施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉
　地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場所、および高温、
　低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。

■使用条件
周囲温度   -10℃～＋40℃（凍結を除く）
周囲湿度   RH85％以下
周囲環境   粉塵、有害ガス、結露、凍結のないこと

■耐風圧性能
750Pa

■標準仕様

■防火設備仕様

パネル

垂直レール

水平レール
垂直、まぐさシール

水切りシール

デザイン窓

アルミニウム合金押出形材

標準仕様
防火設備仕様

亜鉛めっき鋼板
標準仕様
防火設備仕様
標準仕様
防火設備仕様
ペアアクリル

アルミニウム合金押出形材
レール：アルミニウム合金押出形材
カバー：亜鉛めっき鋼板

塩化ビニール
シリコン系ゴム
EPDM
シリコン系ゴム

陽極酸化被膜9μm、クリア塗装7μm
アクリル系樹脂塗装
　・水圧転写塗装15～20μm
　・シルバー塗装25～30μm
フッ素クリアコート25～30μm
陽極酸化被膜9μm、クリア塗装7μm
陽極酸化被膜9μm、クリア塗装7μm
焼付塗装
焼付塗装

ステンカラー（防火設備仕様も可）
オーダー特殊塗装
（防火設備仕様も可）

ブラック

ブラック
ブラック

ブラック

クリアー・マット・ミスティスモーク
・ブラウンスモーク 

素材原板部品名 表面処理 色

1.73
1.8

2

2.5
2.7

3

1.75

2

2.5
2.7

3

W=1600～1699

W=1700～1919

W=1920～2139

W=2140～2359

W=2360～2579

W=2580～2799

W=2800～3019

W=3020～3239

W=3240～3459

W=3460～3679

W=3680～3899

W=3900～4119

W=4120～4339

W=4340～4559

W=4560～4779

W=4780～4999

W=5000～5219

W=5220～5439

W=5440～5659

W=5660～5879

W=5880～6000

W=1600～1900

W=1901～2900

W=2901～3900

W=3901～4900

W=4901～5900

W=5901～6000

→1～7個

→1～8個

→1～9個

→1～10個

→1～11個

→1～12個

→1～13個

→1～14個

→1～15個

→1～16個

→1～17個

→1～18個

→1～19個

→1～20個

→1～21個

→1～22個

→1～23個

→1～24個

→1～25個

→1～26個

→1～27個

→1個

→1～2個

→1～3個

→1～4個

→1～5個

→1～6個

23 24

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5

4.25

3.29

5.25 5.75

2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.2
2.1

5 5.5 6

1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
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