
『おもいやりドア』  

イージーオーダー対応例  

不燃⾯材扉⽤ガラリ 

左︓「⾼齢者施設・サービス付き⾼齢者住宅⽤  

おもいやりシリーズ カタログ」 

中: 「医療施設⽤ 製品カタログ」 

右: 「幼稚園･保育園･認定こども園⽤ 製品カタログ」 

発刊⽇︓2021 年 9 ⽉ 21 ⽇（改訂版） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

大建工業株式会社（大阪市北区、社長：億田正則）は、安全性と使いやすさを追求した、高齢者施設や医療施

設および幼稚園･保育施設向け建材『おもいやりシリーズ』のラインアップ拡充として、これまでお客さまからのご要

望が多かった『収納開き戸巾狭タイプ』や『不燃面材扉用ガラリ』、当社独自の抗ウイルス機能『ビオタスク※』を付与

した『カマ錠座（引手）』などの新製品を、9 月 21 日に発売いたします。また、各施設別に発刊している専用カタログ

の改訂など提案ツールの拡充も行い、引き続き、公共商業建築市場に向けた積極的な活動を進めてまいります。 
 当社は今後も、お客様のご要望にお応えできる製品ラインアップの充実を図るとともに、誰もが安心して過ごすこ

とができる施設づくりに貢献してまいります。 

【背景】 
当社では、2025 年を目指した長期ビジョン「GP25（グロウプラン 25）」において、公共・商業建築分野（非住宅分

野）」を重点市場の 1 つとして掲げており、その一環として高齢者施設や医療施設および幼保施設向けの提案活

動を積極的に進めています。それら施設に使用される建材においては、入居者の皆さまやお子さまはもちろん、施

設で働く方々にとっても安全で使いやすい機能や性能が求められており、当社が長年住宅分野で培ってきた技術

やノウハウは、非住宅向け製品の開発にも活かされています。 
2012 年に、当社は少子高齢化を背景とする市場ニーズにお応えするため、安全性と使いやすさを追求した建

材シリーズとして、高齢者住宅・施設向けの『おもいやりシリ

ーズ』を発売し、その後も、快適性を実現する様々な機能や

色柄バリエーションの追加、市場のご要望に応じた仕様変

更を重ねるなど、製品ラインアップの拡充を進めています。 
今回のラインアップ強化では、これまでお問い合わせの

多かった枠外幅をコンパクトに抑えた『収納開き戸巾狭タイ

プ』や、抗ウイルス機能『ビオタスク』に対応した『カマ錠座

（引手）』を追加設定いたします。また、イージーオーダー対

応として、子どもの安全に配慮した『おもいやりキッズドア』の

採光部サイズの変更や、これまで不燃面材扉には対応して

いなかった『不燃面材扉用ガラリ』の対応を可能（『おもいや

りドア』のみ）としました。 

収納開き⼾⼱狭タイプ・不燃⾯材扉⽤ガラリなど 
⾼齢者施設・幼保施設向け『おもいやりシリーズ』のラインアップを強化︕ 

〜 機種拡充により、医療施設への提案活動も加速 〜 
〜 

 
 

 
 

 

２０２１年９月１３日 
大建工業株式会社 

ニュースリリース 
 
 
 
 

『おもいやりドア/おもいやりキッズドア』 

収納開き⼾⼱狭タイプ 

『おもいやりキッズドア』 

イージーオーダー対応 

E デザイン採光サイズ変更 



【発売製品と特⻑】 
1. ⾼齢者施設・幼保施設向け『収納開き⼾⼱狭タイプ』 

これまでの両開き最小枠外幅は 1,195mm でしたが、今

回さらに巾狭となる 553mm～1,194mm を追加設定。片

開きも同様に、これまでの最小枠外幅 624.5mm のところ、

280mm～623.5mm までを対応可能としました。巾狭タ

イプの追加設定により、掃除用具置き場や備品保管庫向

けなど、さまざまな空間や用途にあわせて、効率的に収

納場所を確保いただけるようになりました。 
 
2. ⾼齢者施設・幼保施設・医療施設・住宅向け『抗ウイルス機能『ビオタスク』対応 カマ錠座(引⼿)』 

既に『ビオタスク』機能に対応している手摺やにぎりバー、引戸の引手や簡易カマ錠などに加え、『カマ錠

座（引手）』にも『ビオタスク』機能を追加しました。これまでは、錠付の引戸にて「抗ウイルス機能対応」を行

う場合、引手と簡易カマ錠の 2 つの部材が必要でしたが、今回より、錠と引手が一体になった『カマ錠座

（引手）』もオプション仕様としてお選びいただけるようになりました。 
 

◇間仕切りカマ錠座、表⽰カマ錠座、簡易シリンダー錠座 

 
3. ⾼齢者施設・医療施設向け『おもいやりドア 不燃⾯材扉⽤ガラリ』 

吊戸・開き戸の全機種で設定しているダ

イライト基材の不燃面材扉に、『不燃面

材扉用ガラリ』がイージーオーダーで対

応可能になりました。これまでガラリの羽

根部材は樹脂製のみでしたが、不燃面

材扉の場合にのみアルミ製の選択が可

能となり、通気を確保できる不燃材料の

扉として、不燃材指定の開口部におす

すめします。 

 
4. 幼稚園・保育施設向け『おもいやりキッズドア（Eデザイン）採光サイズの変更対応』 

子どもの安全に配慮した『おもいやりキッズドア』では、発売

以来お問い合わせの多かった「E デザイン（採光タイプ）」で、

採光部サイズが変更できるようになりました。 
床面から採光部の下端までは、最大で 1,500mm を確保で

きるため、子供が扉を開ける際の、指はさみ防止（扉採光部

モールと枠の隙間への指はさみ）などにも、これまで以上に

配慮することが可能です。 

 
 
 

ガラリ 
ワイド 150 

ガラリ 
ワイド 180 

横⻑ガラリ 

ガラリ 
スリム 

床⾯から 1,200mm〜1,500ｍｍを確保可能 

E デザイン（標準） E デザイン（採光サイズ変更） 

⽚開き 両開き 

（ カマ錠座を使用される際は、「カマ錠座」と「カマ錠本体・カマ錠受けセット」の両方が必要です。） 



【※抗ウイルス機能『ビオタスク』とは】 
空気中や手足から製品表面に付着した特定ウイルスの数を減少させます。当社では、ISO 21702 法または JIS 
Z2801 を参考にした方法で 24時間後に特定ウイルスの数を 99%以上減少させる機能を、抗ウイルス機能『ビオタ

スク』と呼んでいます。 
 

 
詳細はこちら→＜住宅向け『ビオタスク』特設サイト＞︓ https://www.daiken.jp/product/contents/biotask/ 

＜公共・商業施設向け『ビオタスク』特設サイト＞︓ https://www.daiken.jp/public/products/biotask/ 

 

【主な製品仕様等】 

 

 
 

製品名 おもいやりドア・おもいやりキッズドア 『収納開き戸巾狭タイプ』 

基材・芯材 MDF・パーティクルボード 

色柄 

全 9 柄：TH〈モノホワイト〉、WH〈ネオホワイト〉、MJ〈クリアベージュ〉、ML〈ミルベージュ〉、

MA〈ライトオーカー〉、MT〈ティーブラウン〉、MG〈トープグレー〉、MW〈ダルブラウン〉、 
MK〈オフブラック〉 

対応機種 デザイン：A / Jデザインのみ  

寸法 

枠外高：（標準）1,900mm・2,000mm （イージーオーダー範囲） 1,630～2,130mm 
枠外幅：（両開き・標準）734mm （イージーオーダー範囲） 553～1,194mm  

（片開き・標準）394.5mm （イージーオーダー範囲） 280～623.5mm 
価格(税抜) 代表セット（片開き 扉 2000mm 高＋枠 113mm見込みの場合）:56,900円 

発売日 2021 年 9 月 21 日 

製品名 
おもいやりドア・おもいやりキッズドア  
抗ウイルス機能『ビオタスク』対応 『カマ錠座（引手）』 / オプション対応 

色柄 〈T シルバー〉 

対応機種 

おもいやりドア： 吊戸・片引、吊戸・引違、2枚連動吊戸、3枚連動吊戸 
おもいやりキッズドア： 吊戸・片引、吊戸・引違、吊戸・引分、2枚連動吊戸、3枚連動吊戸、 
 吊戸・4枚引違、ベビーゲート 

価格(税抜) 間仕切りカマ錠座：6,800円、表示カマ錠座：6,800円、簡易シリンダー錠座：11,800円 

発売日 2021 年 9 月 21 日 

 
【試験機関】 
（⼀財）北⾥環境科学センター 
 
【試験⽅法】 
JIS Z 2801 を参考にした⽅法 

 
【試験結果】 
24 時間後に特定ウイルスの数が 
99%以上減少 

● 抗ウイルス加⼯は、病気の治療や予防を⽬的とするものではありません。 
● 本データは試験機関での試験結果を代表値として⽰しており、全ての『ビオタスク』製品の性能を保証するものではありません。 

また、実際の使⽤環境において同様の性能を保証するものではありません。 
● 薬機法により規制されているため、ウイルス名は記載できません。 



 

 
【販売⽬標】 
おもいやりシリーズ全体で、23 億円／年 （2021 年度） 
 
【記事に掲載するお問い合わせ先】 
製品に関するお問い合わせは、 大建工業株式会社 お客様センター  0120-787-505 

 
以 上 

 
 

※ここに掲載されている情報は発表時のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 
 

 
 
 
 

製品名 おもいやりドア 『不燃面材扉用ガラリ』追加 / イージーオーダー対応 

扉基材・表面 基材：ダイライト 表面：特殊オレフィンシート 
ガラリ部仕

様 

羽根部   ：アルミニウム 
モール部 ：木目シート化粧 

扉・モール色

柄 

全8柄：WH〈ネオホワイト〉、MJ〈クリアベージュ〉、ML〈ミルベージュ〉、MA〈ライトオーカー〉、

MT〈ティーブラウン〉、MG〈トープグレー〉、MW〈ダルブラウン〉、MK〈オフブラック〉 

対応機種 
吊戸・開き戸全機種対応、A / Jデザインのみ、親子ドアの子扉は非対応 
（不燃面材扉の場合のみ選択が可能） 

ガラリ寸法 

ガラリスリム： 縦 531mm×横 92mm 
ガラリワイド 150： 縦 531mm×横 150mm 
ガラリスリム 180： 縦 531mm×横 180mm 
横長ガラリ： 縦 84mm ×横（扉幅からマイナス 323mm） 
 （モール部含む外寸：縦横それぞれ上記より 26mm プラス） 

価格(税抜) 

不燃面材扉 A / Jデザインからのアップ額 
アルミガラリのみ：21,500円、アルミガラリ＋半透明ガラス：43,000円、 
アルミガラリ＋透明強化ガラス：43,000円 

発売日 2021 年 9 月 21 日 

製品名 おもいやりキッズドア（Eデザイン） 『採光サイズ変更対応』 / イージーオーダー対応 

基材・芯材 MDF・パーティクルボード 

色柄 

全 9 柄：TH〈モノホワイト〉、WH〈ネオホワイト〉、MJ〈クリアベージュ〉、ML〈ミルベージュ〉、

MA〈ライトオーカー〉、MT〈ティーブラウン〉、MG〈トープグレー〉、MW〈ダルブラウン〉、 
MK〈オフブラック〉 

対応機種 Eデザインのみ 

サイズ変更

範囲 

採光部（上部中央を基点とする）  高さ範囲：92mm～846mm 
 幅範囲： 92mm～（扉幅からマイナス 323mm） 
床面から採光部の下端まで 1,200mm～1,500mm確保可能 

価格(税抜) 
Eデザイン扉から価格アップなし 84,800円 
（吊戸・片引 インセットタイプフィンガード仕様の場合） 

発売日 2021 年 9 月 21 日 


