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NABCOの自動ドア。通行する人はもちろん、 

ドアの周囲にいる人たちや環境にまで行き届く 

安全・安心、そして快適なドアを提供しています。 

長年培ってきた高度な専門力とノウハウを駆使し、 

皆さまの信頼にお応えし続けます。

さあ、これからの 
“だれでもドア”をつくろう
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ナブテスコ株式会社  
住環境カンパニー 甲南工場

NABCO ネットワーク

ヶ所以上の

万台
達成（2013年）

自動ドア生産

開発からアフターサービスまで、 

NABCOは各分野のノウハウを結集し、製販一体となった体制で、 

安全・安心・快適な自動ドアを提供しています。

開発から生産、出荷まで一貫した業務を行う甲南工場は、1997年以来、自動

ドアオペレータの生産拠点として積極的な設備投資と事業内容の集約を進め

ています。1996年にはISO9001の認証を取得、そして1999年、環境に関する

国際規格ISO14001の認証を取得しました。市場のニーズを先取りした製品

開発と高品質でタイムリーな製造に注力しています。

北海道から沖縄まで、全国100ヶ所以上のサービスステーション

を有し、販売・施工から365日のアフターサービスまで、お客様

のご要望にお応えします。

サービスステーション

日本全国に豊富な拠点を置き、予防

保全のためのサービス体制、非常時

に備えたサポート体制を構築して

います。
スムーズな対応を担保する多数の

技術者が、高い技術力だけではなく、

礼儀・マナーまで行き届いた施工・

管理を実施します。
自動ドアのプロとして、お客様の潜在

ニーズを的確につかむことで、期待

を超える製品・サービスをご提供

します。

長きにわたって進化させてきた生産

ノウハウや体制により、高品質かつ

タイムリーな製造を実現しています。
日本全国から開口部の情報を入手し、

その場所・通行者にふさわしい機能を

見極め、妥協のない開発を行って

います。

開発

製造

予防・メンテナンス

提案・販売

施工・管理

ナブコシステム（株） 
東日本地区販売会社

ナブコドア（株） 
西日本地区販売会社

オリエント産業（株） 
九州・沖縄地区販売会社

NABCOについて
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信頼

45

72

1

%削減約

スポット

開閉ごとに
「安全テスト」を実施

不要開放時間

高密度・広範囲な 
検知エリア

50%

国内シェア

1956年

20%

グローバルシェア

国産 
第一号機の 
製造

トップブランドの地位を獲得

1956年、NABCOは国産初の自動ドアを製造。自動ドア分野のパイオ

ニアであり、業界のリーディングブランドとして様々なニーズに応えな

がら、経験やノウハウを蓄積してきました。

現在、日本国内では200万台以上の自動ドアが稼働していると推定されています。その

うち、NABCOの製品は約100万台を占めており、トップブランドの地位を確立しています。

また、世界においてもグローバルトップの一角として約20％のシェアを誇っています。

現在は、バリアフリー、セキュリティへの対応、産業用の超大型自動ドアなど、あらゆる

用途・分野で活躍しています。

様
々
な
場
所
で
、
Ｎ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｏ
の
製
品
を
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

高品質なN ABCOの自動ドアは、 

利便性を高めるためだけではありません。 

環境保持や省エネに対応する自動ドア、 

さらには防火性能、衛生管理、セキュリティといった 

付加機能を備えた自動ドアで、 

建物の様々なニーズにお応えします。 

また、高い安全性を備えた自動ドアにより、 

安全・安心な通行環境をご提供します。

NATRUS対応の 
高機能センサー各種

JIS対応駆動装置「N
ナ ト ラ ス

ATRUS」

動線検知ソリューション 
「N

ナ ト ラ ス

ATRUS+
プラスイー

e」

センサーの検知スポットを高密度化することで、事故の原因と

なるドア付近での検知性能が向上。個別の検知スポットにより、

通行に不要なセンサー範囲を無効にし、ムダな開閉を減らすなど

室内環境の改善にも貢献します。

ドア作動前に、センサーの安全機能が正常に動作している

かをドア装置自身で毎回テストします。ドアが開閉するたびに

安全点検を実施することで安全性を高めています。

ドアを通る人、通らない人を自動ドア自身が判断。 

ムダ開きを削減し、室内環境の改善・省エネに貢献します。

*1 人の通行が無い状態で、自動ドアが開いている時間

*2 当社条件によるモニター実施現場での実測値であり、
 設置条件等の要因により効果が異なる場合があります。

*1

*2

ナブコ自動ドア 総合ガイド NABCO AUTOMATIC DOORS05 06



信頼

45

72

1

%削減約

スポット

開閉ごとに
「安全テスト」を実施

不要開放時間

高密度・広範囲な 
検知エリア

50%

国内シェア

1956年

20%

グローバルシェア

国産 
第一号機の 
製造

トップブランドの地位を獲得

1956年、NABCOは国産初の自動ドアを製造。自動ドア分野のパイオ

ニアであり、業界のリーディングブランドとして様々なニーズに応えな

がら、経験やノウハウを蓄積してきました。

現在、日本国内では200万台以上の自動ドアが稼働していると推定されています。その

うち、NABCOの製品は約100万台を占めており、トップブランドの地位を確立しています。

また、世界においてもグローバルトップの一角として約20％のシェアを誇っています。

現在は、バリアフリー、セキュリティへの対応、産業用の超大型自動ドアなど、あらゆる

用途・分野で活躍しています。

様
々
な
場
所
で
、
Ｎ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｏ
の
製
品
を
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

高品質なN ABCOの自動ドアは、 

利便性を高めるためだけではありません。 

環境保持や省エネに対応する自動ドア、 

さらには防火性能、衛生管理、セキュリティといった 

付加機能を備えた自動ドアで、 

建物の様々なニーズにお応えします。 

また、高い安全性を備えた自動ドアにより、 

安全・安心な通行環境をご提供します。

NATRUS対応の 
高機能センサー各種

JIS対応駆動装置「N
ナ ト ラ ス

ATRUS」

動線検知ソリューション 
「N

ナ ト ラ ス

ATRUS+
プラスイー

e」

センサーの検知スポットを高密度化することで、事故の原因と

なるドア付近での検知性能が向上。個別の検知スポットにより、

通行に不要なセンサー範囲を無効にし、ムダな開閉を減らすなど

室内環境の改善にも貢献します。

ドア作動前に、センサーの安全機能が正常に動作している

かをドア装置自身で毎回テストします。ドアが開閉するたびに

安全点検を実施することで安全性を高めています。

ドアを通る人、通らない人を自動ドア自身が判断。 

ムダ開きを削減し、室内環境の改善・省エネに貢献します。

*1 人の通行が無い状態で、自動ドアが開いている時間

*2 当社条件によるモニター実施現場での実測値であり、
 設置条件等の要因により効果が異なる場合があります。

*1

*2

ナブコ自動ドア 総合ガイド NABCO AUTOMATIC DOORS05 06



1

医療施設
手術室やレントゲン室、ICU（集中治療室）など、空間ごと

に異なる機能を要する医療施設では、出入り口において

も様々なニーズに対応する必要があります。

車いすの方や高齢者が多く利用するため、バリアフリー

の観点も不可欠です。また、「暑い・寒い」といった待合室

の室内環境にも配慮しなければなりません。

NABCOの自動ドアは先進技術により高度なレベルで、

病院の快適環境を実現します。

施工事例Close UP

二重引き戸 スライドグライド ミニフォールド

多機能トイレ自動ドア用  
HDS-4iα押しボタンスイッチ

堺市立総合医療センター1

新百合ヶ丘総合病院2

2

滋賀県立総合病院3

3

4

中東遠総合医療センター4

区域分け・廊下

多機能トイレ

エントランス

NATRUS+e 回転ドア（BOON EDAM）

気密・遮音ドア

手術室

防火戸

階段室

※イメージ画像含む
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1 2

31 42

虎ノ門ヒルズ1

赤坂インターシティAIR2

施工事例Close UP

東京ミッドタウン日比谷1

GINZA SIX2

国立国際美術館3

東京スカイツリー4

商業施設
ベビーカーや車いす利用者など、多くのお客様が訪れる

商業施設は、だれでも安心・快適にご利用いただける環

境が不可欠です。NABCOの自動ドアは、通行の利便性

向上だけでなく、バリアフリー対策や建物の空調環境の

快適化等、商業施設の様々なシーンで活躍しています。

オフィスビル
情報通信の高度化・多様化、産業・社会の変化などを

背景に、都市や建物は常に新しい快適空間を創造し続け

ています。

NABCOは自動ドアを通じてオフィスビルの快適化に取り

組み、独自の技術で多くの実績を築いてきました。セキュ

リティ管理やバリアフリー、災害時の安全性確保など、

オフィスで働く人々の安全・安心・快適をサポートします。

エントランス

ロスカドア 回転ドア（BOON EDAM）

多機能トイレ自動ドア用 
HDS-4iα押しボタンスイッチ

多機能トイレ

引き戸 ライフライン（BOON EDAM）

事務所エントランス セキュリティゲート

施工事例Close UP

引き戸多機能トイレ自動ドア用  
HDS-4iα押しボタンスイッチ

多機能トイレ 喫煙ルーム 

エントランス 物販搬入口

引き戸 大型（重量型）引き戸円形引き戸 ワイドオープンドア

※イメージ画像含む

防火戸

階段室

ナブコ自動ドア 総合ガイド NABCO AUTOMATIC DOORS09 10



1 2

31 42

虎ノ門ヒルズ1

赤坂インターシティAIR2

施工事例Close UP

東京ミッドタウン日比谷1

GINZA SIX2

国立国際美術館3

東京スカイツリー4

商業施設
ベビーカーや車いす利用者など、多くのお客様が訪れる

商業施設は、だれでも安心・快適にご利用いただける環

境が不可欠です。NABCOの自動ドアは、通行の利便性

向上だけでなく、バリアフリー対策や建物の空調環境の

快適化等、商業施設の様々なシーンで活躍しています。

オフィスビル
情報通信の高度化・多様化、産業・社会の変化などを

背景に、都市や建物は常に新しい快適空間を創造し続け

ています。

NABCOは自動ドアを通じてオフィスビルの快適化に取り

組み、独自の技術で多くの実績を築いてきました。セキュ

リティ管理やバリアフリー、災害時の安全性確保など、

オフィスで働く人々の安全・安心・快適をサポートします。

エントランス

ロスカドア 回転ドア（BOON EDAM）

多機能トイレ自動ドア用 
HDS-4iα押しボタンスイッチ

多機能トイレ

引き戸 ライフライン（BOON EDAM）

事務所エントランス セキュリティゲート

施工事例Close UP

引き戸多機能トイレ自動ドア用  
HDS-4iα押しボタンスイッチ

多機能トイレ 喫煙ルーム 

エントランス 物販搬入口

引き戸 大型（重量型）引き戸円形引き戸 ワイドオープンドア

※イメージ画像含む

防火戸

階段室

ナブコ自動ドア 総合ガイド NABCO AUTOMATIC DOORS09 10



交通機関
鉄道の駅・バスターミナル・空港などの交通拠点は、多く

の人が集う場所です。NABCOは、交通機関を構成する

各種施設において、子どもからお年寄り、車いす利用者、

大きな荷物を両手に抱えた人など、様々な人がスムーズに、

安全に行き来できるように、各種製品ラインナップを取り

揃えています。

施工事例Close UP

1

東京国際空港1

JR博多駅2

2

那覇空港新国際線ターミナル3

3

ブレークアウトドア

引き戸

ターンロック（BOON EDAM)

多機能トイレ自動ドア用  
HDS-4iα押しボタンスイッチ

ラウンジ・喫煙ルームなど

セキュリティエリア

多機能トイレ

避難口

室内店舗用

エントランス

NATRUS+e 回転ドア（BOON EDAM）

引き戸

※イメージ画像含む
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※イメージ画像含む
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2

施工事例Close UP

The Okura Tokyo1

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄2

1

宿泊施設
宿泊施設は、家族や高齢者、外国人など様々な人が

利用する場です。近年は、バリアフリー・ユニバーサル

デザイン化が急速に高まるなど、これまで以上に安全性・

快適性が求められています。

NABCO自動ドアは、豊富な製品ラインナップで施設

利用者の安全で快適な滞在をサポートします。

工場
工場は、快適で高い作業効率が求められる場ですが、加

えて重大な事故・災害を未然に防ぐための防災設備やセ

キュリティ対策についても考慮する必要があります。

NABCOは、自動ドアを通じて安全で快適な作業環境を実

現するために貢献しています。

ロスカドア

引き戸

回転ドア（BOON EDAM）

エントランス

レストラン入口

引き戸

カンファレンスルーム・宴会場入口

防火戸 気密ドア SOA

建物間の通路 厨房入口

多機能トイレ自動ドア用 
HDS-4iα押しボタンスイッチ

多機能トイレ

防火戸

スライドゲート 大型（重量型）引き戸引き戸

事務所エントランス 大型扉

防火区画

工場玄関

自動ドアの導入に関するご相談や、アフターサービスに関するご相談は、 

お客様がお住まいの地域のNABCOの正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報は 
こちらでご確認ください。

NABCOネットワーク一覧
http://nabco.nabtesco.com/support/network/

製品導入やアフターサービスに関するご相談

東日本地区販売会社 ....................ナブコシステム株式会社
西日本地区販売会社 ....................ナブコドア株式会社
九州・沖縄地区販売会社 ...............オリエント産業株式会社

※イメージ画像含む

気密・遮音ドア

試験室

多機能トイレ自動ドア用  
HDS-4iα押しボタンスイッチ

多機能トイレ
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