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ナブコシステム㈱
札幌支店 札幌市西区八軒９条西1-1-20 1（011）622-0725
 函館営業所 函館市昭和2-29-5 1（0138）45-3733
 苫小牧営業所 苫小牧市日新町1-6-19 1（0144）75-3711
 旭川営業所 旭川市東5条6-2-13 1（0166）24-0725
 稚内営業所 稚内市朝日5-1-8 1（0162）34-8435
 帯広営業所 帯広市西四条南28-2-5 1（0155）26-3558
 釧路営業所 釧路市文苑1-59-3 1（0154）39-1415
 北見営業所 北見市高栄東町1-11-39　アクティブウェルズ21-3番街-4 1（0157）26-0725

ナブコシステム㈱
東北統括支店 仙台市宮城野区新田東1-16-3 1（022）783-8725
仙台支店 仙台市宮城野区新田東1-16-3 1（022）783-8725
 くりこま営業所 栗原市築館字新田20-2 1（0228）24-7390
山形支店 山形市あさひ町25-17 オフィスザオー内 1（023）624-5670
 庄内営業所 酒田市大町9-25 1（0234）24-8655
青森支店 青森市桂木4-2-1 1（017）735-4391
 弘前営業所 弘前市大字早稲田3-4-10 1（0172）27-0751
秋田支店 秋田市茨島2-11-72 1（018）823-7848
郡山支店 郡山市安積町荒井字北田17-1 1（024）946-1725
 いわき営業所 いわき市平上荒川字桜町51-1 1（0246）28-7725
 福島営業所 福島市南中央2-14　ビスタリエ南中央103 1（024）533-0725
㈱岩手ナブコ本社 盛岡市東見前4-13-3 1（019）637-5511
 県南営業所 一関市赤荻字槻本4-3 1（0191）33-1811
三晃システム㈱ 八戸市北白山台2-6-18 1（0178）27-0119

ナブコシステム㈱ 
東関東支店 千葉市中央区末広4-8-4 1（043）208-7252
 成田営業所 成田市東和田552-1 1（0476）20-1725
 柏営業所 松戸市中根長津町8 1（047）330-0725
 館山営業所 館山市下真倉611-1 1（0470）22-6725
茨城支店 水戸市河和田1-2425 1（029）254-3121
 つくば営業所 つくば市二の宮3-2-6 第四芳村ビルB棟 1（029）856-7725
北関東支店 さいたま市北区宮原町4-25-2 1（048）661-1725
 熊谷営業所 熊谷市中西2-5-6 1（048）525-7861
 所沢営業所 所沢市東所沢和田1-2-13 1（04）2945-8725
 越谷営業所 越谷市瓦曽根1-1-23　パークマグノリア越谷1F 1（048）960-6933
宇都宮支店 宇都宮市今泉町318-1 1（028）623-0725
㈱神奈川ナブコ本社 横浜市西区花咲町7-150 W＆I横浜ビル 1（045）324-0725
 横浜支店 横浜市西区花咲町7-150 W＆I横浜ビル 1（045）323-0725
 メンテナンス部 横浜市西区花咲町7-156 1（045）321-7795
 厚木支店 厚木市岡田1-13-27  三橋第二ビル 1（046）230-0725
 小田原湘南営業所 小田原市栄町3-11-22　ウェルネス栄町1F 1（0465）24-7251
 横須賀営業所 横須賀市日の出町1-6 フォレースよこすか 1（046）827-2505
 田園都市営業所 横浜市青葉区美しが丘5-32-26 石渡ビル 1（045）902-7250
 川崎営業所 川崎市中原区上平間1340-27 1（044）533-0725
㈱群馬ナブコ本社 高崎市上並榎町58-1 1（027）361-8222
 東毛営業所 太田市鳥山下町485-7 高和ビルB棟2-3 1（0276）32-5055

ナブコシステム㈱
本社 港区虎ノ門1-22-15　虎の門ＮＳビル 1（03）3591-6411
営業本部 港区虎ノ門1-22-15　虎の門ＮＳビル 1（03）3593-0181
技術本部 港区虎ノ門1-22-15　虎の門ＮＳビル 1（03）3519-7259
プロジェクト支店 港区虎ノ門1-22-15　虎の門ＮＳビル 1（03）3591-0807
東京支店 港区虎ノ門1-22-15　虎の門ＮＳビル 1（03）3591-6426
東京メンテナンス支店 港区虎ノ門1-22-15　虎の門ＮＳビル 1（03）3591-0725
西東京支店 国立市富士見台2-31-1　ニッポービル 1（042）575-1725
佐藤電設工業㈱ 北区中十条1-15-4 1（03）3909-7166
フジパスク㈱ 世田谷区上馬4-2-5　上馬セントラル3Ｆ 1（03）3418-5511

ナブコシステム㈱
静岡支店 静岡市葵区池ヶ谷東4-8 1（054）246-1576
 沼津営業所 沼津市花園町9-7 1（055）922-1469
甲府支店 甲府市国母8-15-5 1（055）223-0725
㈱長野ナブコ本社 長野市丹波島1-805 1（026）284-3211
 松本営業所 松本市村井町南2-9-11 1（0263）86-5511
 佐久営業所 佐久市大字岩村田647 1（0267）66-7575
 駒ヶ根出張所 駒ヶ根市赤穂14616-33 1（0263）86-5511
㈱新潟ナブコ本社 新潟市東区寺山1-18-36 1（025）271-1191
 長岡支店 長岡市南七日町37-13 1（0258）46-8515
 上越営業所 上越市木田1-13-24 1（025）524-0925

ナブコドア㈱本社 大阪市西区西本町1-12-22 1（06）6532-5841

オリエント産業㈱本社 福岡市中央区舞鶴1-4-19 1（092）781-7563

CAT.No.REI 2014.03.03

営業統括部   〒105-0001　東京都港区虎ノ門1丁目22番15号
　　　　　　  TEL. （03）3593-0181   FAX. （03）5251-3848

http://www.nabcosystem.co.jp
●お求め・お問い合わせは下記へご連絡ください。

●お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もありますので、ご了承ください。

24時間
365日対応

メンテナンス・サポートサービスの
ご連絡は、ナブココールセンター 0120-0725-86
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Heart BLD System

「安全」「安心」ナブコのバリアフリー

ハートビルシステム



『ハートビルシステム』でみんなにやさしいまちづくり

ハートビルレール 快適さと外観のシンプル性を追求

溝に靴のかかとがはさまってしまっている方や、段差で歩行に困っている方を、お見かけした事はありませんか？

バリアフリー対応型

ハートビルシステム
確かな安全性がおすすめです

●ハートビルレール

●ナブコ自動ドア

●NSステンレス

3つの新型ハートビルレール

ハートビルとは・・・
病院、劇場、デパート、
ホテルなどの建築物を、
お年寄りや身体の不自由
な方など、誰もが利用し
やすくしていこうとする
考えです。

バリアフリーとは・・・
高齢者や障害者の方が、
安心して暮らせる社会
づくりを目指して、さま
ざまな障壁（バリアー）
を取り除いて（フリー）
いこうとする考えです。

・無目内にセンサー（反射スイッチ）を内蔵し、
納まりもスッキリ［ナブコ自動ドア］
・独自の技術で強く、軽く、デザイン性、
耐久性バツグン［NSステンレス］

芯材・ラッセルプレート共にステンレス製。
従来のハートビルレールと互換性があります。

HBR－SUS1.
芯材・ラッセルプレート共にステンレス製。
ロスカドア専用。

HBR－スリム2.
芯材はステンレス製。
新開発アルミスライド嵌合式ラッセルプレートを採用。
ドアを吊込んだままでラッセルプレートの着脱が可能
になり施工性・メンテナンス性を大幅に改善しました。

HBR－D3.

ハートビルレールの特徴

ガイドレールの溝を無くし、お年寄りの
杖や女性の靴のかかとの挟まりを防
止し、車いす・ストレッチャー・台車等の
通行を容易にしました。

安全 段差をなくし
つまずき防止

ハートビルレールシステ
ムは、ドアとレールの間
の隙間を無くしましたの
で、開口部全域をカバー
します。
下からの物の差し入れ
や、バール等の道具を
使って持ち上げるスペー
スがなくなるので、こじ開
けを防止することができ
安心です。

防犯 隙間からのいたずら防止

外気の進入を防ぎ冷暖房費の節約
に大きな効果をもたらします。

省エネ 冷暖房費の節約

すきま風・嫌な臭い・雨・ホコリ等の
進入を防止し、環境対策にも効果が
あります。また、外部の騒音に対する
遮音性も向上します。

環境 気密性および
遮音性の向上
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ハートビルレール
芯材ラッセルプレート

ハートビルレール
芯材

ガイドレール

戸先ゴム

ラッセルプレート

※イメージ
　（実際の製品色とは
　 異なります）

ラッセルプレート
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ドアを吊込んだままで
ラッセルプレート
着脱可能！！

※錠前が限定されます。

※錠前が限定されます。


