保 守点 検のお すすめ

自動ドアを末永く安定した状態で
ご利用いただく為に
私たち全国自動ドア協会
（
）
は、
国家検定に合格した
自動ドア施工技能士による
定期的な自動ドアの保守点検を
おすすめしています。
自動ドアの保守点検は、
信頼できる実績を持った
私たちにおまかせ下さい。
● 技能士カード（自動ドア施工技能士の証）
厚生労働大臣検定技能士カード
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東京都技能士会連合会
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〒000-0000 東京都○○○○0-00-0
TEL00-0000-0000

自動ドアの保守点検は、JADA 会員会社に
■ 自動ドアをご使用中、こんなことはありませんか？
自動ドアが開きにくい

自動ドアが動かない

自動ドアから異音がする

センサーの異常等が
考えられます。

コントローラ、モーター等の不具合が
考えられます。

戸車の摩耗、部品の消耗等が
考えられます。

自動ドアは、お子さまからお年寄りまで様々な方が利用されています。
自動ドアを安全・快適に、末永くお使い頂くため『自動ドア施工技能士』による
定期的な保守点検をおすすめします。
保守点検契約とは
自動ドアは多くの電子部品や機械部品で構成されています。
コントローラ、モーター、センサー等は、ドア開閉の繰り返しや、
年月の経過等によって、劣化や摩耗が進行します。
これを放置しますと、正常な機能が損なわれて、故障や事故の
原因となることがあります。
自動ドアを安全・快適に、末永くお使い頂くためには
①お施主様・建物管理者様の日常の点検・お手入れ
②自動ドアの専門家である自動ドア施工技能士の指導のもとに行う
定期的な点検、点検結果に基づいた調整・修理・部品交換の実施
が重要であり、これをお施主様・建物管理者様と自動ドア販売・
施工業者が契約を取り交わすことで確実に実施できるのが保守点
検契約制度です。
私たち全国自動ドア協会（JADA）は自動ドアの年 4 回の定期的な
保守点検を推奨しています。

●こんな悪質業者にはご用心！
！
近頃、
「自動ドアの点検に来ました」と言って、店舗やマンションに付い
ている自動ドアの修理連絡先シールやステッカーを、勝手に別のシールや
ステッカーに貼り替えていく悪質業者がいます。
そのような業者の中には、充分な点検もせず「交換部品が製造中止です」
「モーター、センサーが寿命です」などと言い、交換の必要のない部品を
口巧みに勧めて、法外な代金を請求する不心得な業者も見受けられます。
このような業者の多くは、自動ドア施工技能士の資格を持っていな
かったり、不適切な作業をする可能性がありますので、くれぐれもご
注意ください。

ご相談下さい！
！
■ 自動ドアの保守点検個所（例）
正面図

側面図
動力伝達機構（ベルト等）

制御装置（コントローラ）

センサー

従動プーリ
ハンガーレール

ドア

戸車

（モーター等）

警告ラベル
自動ドア
ステッカー

戸袋

ドア

駆動部

ドア

戸袋側
警告ラベル

起動
検知範囲

ガイドレール
振れ止め

起動
検知範囲

補助光電センサー

■ 保守点検の流れ（例）

保守点検作業は、保守点検チェックリストに基づいて、自動ドア施工技能士が自ら
行なうか、技能士の指導監督下の作業者が行います。

1. 点検前動作確認

2. 点検作業

3. 点検結果報告

（ドア開閉動作、センサー機能、コントローラ機能等）

（部品の劣化や摩耗、締結部の緩み、配線の点検、軽微な調整等）

（建物管理者等に点検結果を報告）

4. 修理・部品交換

5. 最終動作確認・完了報告

（点検結果から必要に応じて部品の交換等）

（ドア開閉動作、センサー検出範囲等）

自動ドア施工技能士の指導のもとに行う定期的な点検、そして点検結果に基づいた自動ドアの調整・修理・
部品交換を実施します。点検や契約の内容については、JADA 会員会社へお問い合わせください。

保守点検のご用命・ご相談は JADA 会員会社までお問い合わせください
自動ドア施工技能士とは

自動ドア施工技能士合格者数の推移
6000
5000

技能士数
︵人︶

全 国自動ドア協会（JADA）は、社 会に快 適 で
安全な自動ドアを提供するため、1986 年から全
国自動ドア協会認定の施工技士制度を発足させ、
1992 年 以 降 は 国 家 検 定 の 技 能 士 制 度 に移 行、
2011 年度までに全国に累計 5,700 人を超える施
工技能士が誕生しています。
自動ドアは、設置場所での施工技術と保守技術
が品質や性能に大きく影響します。
いつも快適で安全な自動ドアをご使用いただけ
る様に、全国自動ドア協会では自動ドアの専門知
識と技能を有する自動ドア施工技能士が、施工か
ら保守点検まで、総合的に行うことを奨励してい
ます。
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※ブランド名 50 音順

製造会社

販売会社
北陽電機（株）

ショウワオート

昭和オート（株）

昭和ドアエンジン

昭和ドアエンジン（株）

寺岡オートドア（株）

ドリーム

扶桑電機工業（株）
ナブテスコ（株）

ナブコ

TEL：03-5213-1156

http://nabco.nabtesco.com/

246

100

北陽電機（株）

テラオカ

5728

301 283 322 315
274

■ 正会員 一覧（ブランド名と製造・販売会社）
アラビアン

5482

TEL

URL

06-6394-3750

http://www.hokuyo-door.jp/

昭和オート（株）

045-433-7070

http://www.showa-auto.co.jp/

昭和ドアエンジン（株）

03-3785-1656

寺岡オートドア（株）

03-3758-3531

http://www.teraoka-autodoor.co.jp/

寺岡オート・ドアシステム（株）

03-3449-3521

http://www.teraoka-ads.co.jp/

寺岡ファシリティーズ（株）

011-222-3572

http://www.teraoka-fa.co.jp/

扶桑電機工業（株）

03-3474-7151

http://www.fusodenki.co.jp/

ナブコシステム（株）

03-3591-0725

http://www.nabcosystem.co.jp/

ナブコドア（株）

06-6532-5843

http://www.nabco-door.co.jp/

オリエント産業（株）

092-781-7565

http://www.orient-sangyo.co.jp/

—

ピスコ平安

平安通商（株）

平安通商（株）

03-3766-4881

http://www.piscoheian.com

ミリオン

昭和建産（株）

昭和建産（株）

03-5819-2821

http://www.s-kensan.co.jp/

THU ハシダ

橋田技研工業（株）

橋田技研工業（株）

06-6791-7000

http://www.hashida-giken.co.jp/

※各社の販売・サービスネットワークは全国に展開しております。問合せ窓口は、電話または HP でご確認下さい。

■ ブランド別ステッカー

テラオカ

ミリオン

ナブコ

ショウワオート
アラビアン

昭和ドアエンジン

ドリーム

ピスコ

THU ハシダ

〈ステッカーのデザインは予告なく変更することがあります〉

全国自動ドア協会（Japan Automatic Door Association）は、1974 年 4 月に発足。自動ドアの製造およびその販売会社で
構成され、社会に快適で安全な自動ドアを提供することを目的とした民間の団体です。
●自動ドア保守点検のご用命は

〒 105-0022 東 京 都 港 区 海 岸 1-9-18
TEL 03-3436-3287 FAX 03-5473-9576
Eメール：jadainfo＠pastel.ocn.ne.jp
URL：http://jada-info.jp
『保守点検のおすすめ』
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