
W
o

o
d

 L
o

u
vers    S

u
m

m
ary

S
u

m
m

a
ry

W
ood L

ouvers

製品の詳細は、ホームページをご覧ください。 https://www.nanik.co.jp



Wood Louvers
Summary
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ナニックは
木製可動ルーバーに特化した
ものづくり企業です



日本のウッドブラインドの歴史は
ナニックジャパンの歴史

創業から25年。ナニックジャパンのウッドブラインドは、

住宅をはじめホテルや商業施設、オフィスなど様々な空間に使われ、

窓まわりの新しい選択肢として定着しました。

日本の気候や住環境にあわせた素材の研究、駆動機構の開発を続け、

国内の自社工場（埼玉県戸田市）で1台ずつハンドメイド。

品質はもちろん、納期やアフターメンテナンスも含め、安心してお使い頂けます。

標準73色から色を選べる「ナニックシリーズ」を筆頭に、

製品のバリーションを幅広く揃え、

お客様の多様なご要望に応える製品づくりをすること、

それこそが「木製可動ルーバーに特化した、ものづくり企業」の責務であると考えています。

ナニック戸田工場 （埼玉県戸田市）

ナニック初台ショールーム （東京都渋谷区）

ナニック 初台ショールームでは、ウッドブラインド、ウッドバーチカルブラインド、ウッドシャター、電動ウッドブラインド、防炎ウッドブラインド、耐水ブラインド等全製品
をご覧頂けます。各種ブラインド、シャターの機能や130色以上のカラーバリエーションを実物を見ながら比較して、最適な製品をその場でお選び頂けます。

ナニックジャパン株式会社　本社／ショールーム
〒151-0061　東京都渋谷区初台2-31-4
［ TEL ］ 03-3370-0729 ［ FAX ］ 03-3370-0006
［ E-mail ］ office@nanik.co.jp ［ H  P ］ https://www.nanik.co.jp

10：00～17：00（平日／第2・第4土曜日）
ショールーム営業日時

LIVING DESIGN CENTER
OZONE

新宿 ▶

◀ 東
中
野

東京オペラシティ 初台交差点

初台駅
南口

甲州街道

◀ 幡ヶ谷

パフ
参宮橋駅

首都高出入口
教会

山
手
通
り

代 木々公園

代々木
八幡駅

代々木公園駅
代々木上原

駅

富ヶ谷交差点

初台坂下

井の頭通り 表参道 ▶

南初台バス停
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ナニックの製品は、森の木々から生まれます。
世界の豊かな森で計画的に伐採された、良質な木材を使用しています。
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空間に木のぬくもりを与え、自然の光や風、景色をコントロール。
スラットから木のぬくもりが空間にあふれます。スラットの角度によって光や風を導き、景色の見え方を調整します。
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指先でスムーズに動く、ナニックだけの駆動機構。
ナニックのウッドブラインド、ウッドシャターは、独自開発の駆動機構でルーバーが軽くスムーズに、また確実に作動します。
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日本の気候でも反りにくいナニックのスラット。
素材の選定から加工、塗装仕上げ等すべての工程を一貫生産し、湿度変化の大きい日本でも変形しないスラットを実現しました。
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空間をゆるやかに仕切る、パーティションやドア、扉としても活躍。
ダイニングとリビング、洋間と和室など、空間をゆるやかに仕切り、繋げるパーティションとしてもご利用頂けます。
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Wood Louvers Line Up

FR SERIES
WOOD BLINDS

FRシリーズ ウッドブラインド

天然木の質感そのままの防炎ウッドブラインド。
桐材に防炎剤を含浸させ

「防炎製品」の認定を受けています。
防炎性が求められる空間でも安心して使えます。

色は4色、特注色も対応します。
横型ブラインドと縦型バーチカルがあります。

P40

G SERIES
WOOD BLINDS

Gシリーズ ウッドブラインド

スタンダードモデルのウッドブラインド。
製造工程を合理化し、

お求めやすい価格を実現。
色はお客様に人気の15色を選びました。

P32

NANIK SERIES
WOOD BLINDS
ナニックシリーズ ウッドブラインド

お客様の注文に応じ、素材選び、塗装、組み立てまで
全ての工程を国内で一貫生産。

一台ずつ作られる
最高品質のウッドブラインドです。
色は73色、特注色も対応します。

P24

電動対応可能

LIGHT SERIES
WOOD BLINDS
ライトシリーズ ウッドブラインド

桐の無垢材を使用した木製ブラインド。
ウッドブラインドに必要な機能を
徹底追求・集約した製品で、

色は15色、お求めやすいエコノミーモデルです。

P36

電動対応可能

電動対応可能

電動対応可能

HINOKI SERIES
WOOD BLINDS
ヒノキシリーズ ウッドブラインド

国産の良質なヒノキを使ったブラインドです。
美しい木肌や特有の香りが
優しい雰囲気をもたらします。
色は10色、特注色も対応します。

横型ブラインドと縦型バーチカルがあります。

P48

電動対応可能

NANIK WOOD
SHUTTERS
ナニック ウッドシャター

ルーバーと建具を合体したウッドシャター。
窓装飾として、又パーティション、室内ドア、引き戸、

折戸にも使えます。
駆動機構〈RP26〉により、全てのルーバーが連動して

精度良く動きます。
色は73色、特注色も対応します。

P56

電動対応可能

WOODPERFECT
BLINDS

ウッドパーフェクト ブラインド

浴室やキッチン、洗面など、
直接水のかかる場所にも使える耐水ブラインド。
天然木そっくりの樹脂ルーバー製。色は5色。
特注で色やパターンのご相談も承ります。
横型ブラインドと縦型バーチカルがあります。

P44

電動対応可能

WOOD VERTICAL
BLINDS

ウッドバーチカルブラインド

独自開発のヒンジ分割式ウッドバーチカルブラインド。
駆動機構〈デュラスライドⅡ型〉により、

耐久性に優れ、
軽くスムーズに動きます。

ナニックシリーズ（73色）とGシリーズ（4色）があります。

P52

電動対応可能
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NANIK SERIES
WOOD BLINDS



NANIK SERIES WOOD BLINDS
ナニックシリーズ ウッドブラインド

1台1台をハンドメイド
73色を揃えた、最高峰のウッドブラインド

お客様のご注文を受けてから、戸田工場（埼玉）で一台ずつ作られる、

Fine Furniture For Windows〈窓辺の上質な家具〉と呼ぶにふさわしい

最高品質のウッドブラインドです。

スラットの素材は、反り、曲り、ねじれ、ひび割れ等の心配がない、

特に吟味したものを使用しています。

スラット幅は25mm、35mm、50mm、63mm、76mm、82mmの6種類、

仕上色は標準73色のほか、特注色も製作いたします。

スラット幅50mmにはクロステープ（標準26色）を付ける事もできます。

モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉を標準装備し、

軽く確実な昇降、 スラットの角度調節ができます。

スラット材質 ： 無垢のバスウッド（シナノキ）

スラット幅 ： 25mm・35mm・50mm・63mm・76mm（厚3mm）

  82mm（厚3.5mm）

スラット仕上色 ： 標準73色＋特注色

製作可能面積 ： 最大9.0㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2438（※2730）mm／高さ300～3660mm

製作単位 ： ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉

※スラット幅50mmは幅2730mmまで可能

ナニックシリーズ ウッドブラインド

ナニックシリーズ ウッドブラインド（クロステープ仕様）
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NANIK SERIES
WOOD BLINDS



標準73色を揃えた「ナニックシリーズ」
塗装仕上げへの思い入れ

ナニックシリーズ ウッドブラインド、ウッドバーチカルブラインド、ウッドシャターの

仕上色は73色が用意され、ご注文を受けてから戸田工場（埼玉）の

熟練したクラフトマンがルーバー・スラットを塗装します。

適度な顔料を塗布し、木肌の質感を活かすのがナニックの流儀。

光沢のあるグロス、ハイグロス、マットなサテン仕上げといった

光沢感も選択でき、特注色にも対応。

ヴィンテージ感のあるパティーナ仕上げもあります。

コードを通す穴の内側やエッジまで丁寧に塗装。着色からトップコーティングまで、手間をかけた塗装工程により、耐候性が高く、反りや
曲がりの少ないスラットになります。1枚ごとに異なる木の表情を活かし、美しい杢目のバランスを整えながら塗装しています。

511　アークティックホワイト（P）

512　クリーム（P）

521　サンドウォッシュ（S）

069　コーンシルク（S）

509　メープル（S）

22　ブロンズ（S）

083　ダークロースト（S）

19C　マカサール（S）

530　テラローズ（S）

93C　ボンボン（S）

534　キィウィ（S）

38　ジャド（S）

31C　ラヴァンドウ（S）

831　コキムラサキ（P）

157　パティーナグレー（S）

531　エボニー（P）

123　カラシ（S）

535　クランベリー（S）

113　ヴァニーユ（S）

523　ピュアホワイト（P）

525　アンティークホワイト（P）

513　ストーン（P）

502　レッドオーク（S）

519　ラシット（S）

082　セピア（S）

085　クリゲ（S）

20C　プリュヌ（S）

34　プラリイヌ（S）

44　グリローズ（S）

106C　ペトロール（S）

97　モント（S）

98　スィエル（S）

538　スミレ（S）

37　アルジイル（S）

40　チーク（S）

92　ベニ（S）

104　ミモザ（S）

510　ホワイトウォッシュ（S）

526　ボーン（P）

527　ライトオーク（S）

518　バーニシュドメープル（S）

42　カフェ（S）

504　ウォルナット（S）

140　セーブル（S）

533　コードバン（S）

94　エグランティヌ（S）

508　マッシュルーム（S）

103　プレリー（S）

43　ナックル（S）

528　インディゴ（S）

536　モーブ（S）

047　スレート（S）

137　ヒッコリー（S）

108　セコイヤ（S）

154　セージ（P）

810　シックイ（S）

524　シャドウホワイト（P）

501　ナチュラル（S）

03　カメル（S）

067　キャラメル（S）

087　キャンディーアップル（S）

503　ピカーン（S）

155　エスプレッソ（S）

532　チョコレート（S）

568　スカーレット（S）

95　ソモン（S）

529　トウプ（S）

105　シトラスグリーン（S）

514　フォレストグリーン（S）

91　コバルトグリーン（S）

107　パスィフィック（S）

537　リラ（S）

507　グレーアッシュ（S）

ルーバーの色は、別紙「NANIK COLOR COLLECTIONS」でご確認ください。
また、ホームページからもダウンロード頂けます。　https://www.nanik.co.jp

NANIK COLOR COLLECTIONS
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WOOD BLINDS



G SERIES WOOD BLINDS
Gシリーズ ウッドブラインド

機能や品質はそのままに、お求めやすい
スタンダードモデルの木製ブラインド

長年の経験とお客様のニーズから、ポピュラーな15色をセレクション。

高い品質はそのままに、価格を抑えたスタンダードモデルです。

スラット幅は50mm、

昇降機構はナニックシリーズと同じ、モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉を採用。

オプションで9色のクロステープが自由に組合せられます。

スラット材質 ： 無垢のバスウッド（シナノキ）

スラット幅 ： 50mm

スラット仕上色 ： 標準15色

製作可能面積 ： 最大7.7㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2400mm

  高さ300～3200mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉

Gシリーズ ウッドブラインド

Gシリーズ ウッドブラインド（クロステープ仕様）

「ナニックシリーズ」との主な違い
Gシリーズは、色が15色、スラット幅は50mm、クロステープは9色、製作単位は5mm単位、コードを通す穴は無塗装です。
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LIGHT SERIES
WOOD BLINDS



スラット材質 ： 無垢の桐

スラット幅 ： 50ｍｍ／63ｍｍ（厚3ｍｍ）

スラット仕上色 ： 15色

製作可能面積 ： 最大9㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2400mm

  高さ300～3750mm

製作単位 ： ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉

LIGHT SERIES WOOD BLINDS
ライトシリーズ ウッドブラインド

昔から我々の暮らしの中で親しんできた
桐の無垢材を使用

画期的な低価格を実現したシリーズ

桐はその優れた遮熱・調湿性能、防腐・防虫効果、寸法安定性、

そして比重の低さから、タンスや琴、箱、下駄、羽子板などに用いられてきました。

ライトシリーズは当社の長年の経験を基に、桐素材を徹底研究、

その特性を生かして生まれた製品です。

昇降機構はモノコントロール方式＜Simpull Ⅱ＞を装備し、

最大製作可能面積９㎡のブラインドで操作時の負荷荷重（操作

コードを引く力）が２ｋｇ以下と軽いことも特長です（電動も可）。

ライトシリーズ ウッドブラインド
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FR SERIES WOOD BLINDS
FRシリーズ ウッドブラインド

天然木の美しい質感をそのままに
防炎製品の認定を受けた木製ブラインド

FRシリーズは、 無垢の桐材に、

防炎剤を含浸させた、防炎製品の認定を受けたウッドブラインドです。

ホテルや高層マンション、ブライダル、イベントホール、

レストラン、病院、ショールーム、公共施設など、

防炎性能が求められる空間で、安心してご使用いただけます。

横型のブラインドと、縦型のバーチカルブラインドがあります。

横型は、樹脂製（PVC）の防炎耐水タイプも対応します。

FRシリーズ ウッドブラインド

FRシリーズ ウッドバーチカルブラインド事 業 所 番 号

（公財）日本防炎協会

N-1076

スラット材質 ： 無垢の桐

スラット幅 ： 50mm（厚3mm）

スラット仕上色 ： 標準8色+特注色

製作可能面積 ： 最大9.0㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2400mm

  高さ300～3600mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式
  〈Simpull Ⅱ〉

FRシリーズ ウッドブラインド

ルーバー材質 ： 無垢の桐

ルーバー幅 ： 90mm（厚5mm）

ルーバー仕上色 ： 標準4色+特注色

製作可能面積 ： 最大25㎡

製作可能寸法 ： 幅305～5000mm

  高さ500～5000mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： デュラスライドⅡ型

FRシリーズ ウッドバーチカルブラインド
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WOODPERFECT BLINDS
ウッドパーフェクト ブラインド

直接水のかかる場所にも最適
無垢の木のように見える２種類の樹脂製ブラインド

PVC 防炎・耐水 樹脂製タイプ

素材にポリ塩化ビニルを用いたタイプで、防炎製品の認定を受けたブラインドです。

防炎・耐水の両性能を備えています。

他に、素材に本物の木を用いた

FRシリーズ ウッドブラインド（防炎製品認定）もあります。

PS 耐水 樹脂製タイプ

素材にポリスチレン樹脂を用いたタイプで、

耐水性能に優れ、直接水のかかるバスルーム等でご使用いただけます。

標準色以外に、お客様の希望される質感や色のブラインドを

少ないロットで製作いたします。

ウッドパーフェクトブラインド

PVC 防炎・耐水 樹脂製タイプ

スラット材質 ： ポリ塩化ビニール（防炎・耐水スラット）

スラット幅 ： 50mm（厚3.1mm）

スラット仕上色 ： 標準5色

製作可能面積 ： 最大7.0㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2700mm

  高さ300～3600mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式
  〈Simpull Ⅱ〉耐腐食仕様

事 業 所 番 号

（公財）日本防炎協会

N-1076

PS 耐水 樹脂製タイプ

スラット材質 ： ポリスチレン樹脂（耐水スラット）

スラット幅 ： 50mm（厚3.1mm）

スラット仕上色 ： 標準5色+特注色

製作可能面積 ： 最大7.0㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2700mm

  高さ300～3600mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式
  〈Simpull Ⅱ〉耐腐食仕様
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HINOKI SERIES
WOOD BLINDS



HINOKI SERIES WOOD BLINDS
ヒノキシリーズ ウッドブラインド

日本を代表する木材、ヒノキを用いた高品質ブラインド
美しい木肌と芳香が優しい雰囲気をもたらします

国土の3分の2を森林で覆われている日本。

そのなかで、ヒノキ、スギ、カラマツなど針葉樹の人工林が、森林資源としての活用期を迎えています。

ナニックはそれを有効利用するため、針葉樹製ウッドルーバー・スラットの開発に着手。

製材、乾燥、加工、仕上げ方法など、全ての工程を試行錯誤し、

反りや曲がりのない、ヒノキ製ルーバー・スラットの製造に成功しました。

ヒノキの自然な木肌と香りをお楽しみ頂けます。

横型のブラインドと、縦型のバーチカルブラインドがあります。

ヒノキシリーズ ウッドブラインド

ヒノキシリーズ ウッドバーチカルブラインド

スラット材質 ： 無垢のヒノキ

スラット幅 ： 50mm（厚3mm）

スラット仕上色 ： 標準10色（自然無臭オイルフィニッシュ）

  +特注色

製作可能面積 ： 最大9.0㎡

製作可能寸法 ： 幅280～2400mm

  高さ300～3660mm

製作単位 ： ミリ単位

操作方法 ： モノコントロール方式〈Simpull Ⅱ〉

ヒノキシリーズ ウッドブラインド

ルーバー材質 ： 無垢のヒノキ

ルーバー幅 ： 90mm（厚5mm）

ルーバー仕上色 ： 標準10色（自然無臭オイルフィニッシュ）

  +特注色

製作可能面積 ： 最大25㎡

製作可能寸法 ： 幅305～5000mm

  高さ500～5000mm

製作単位 ： ミリ単位

操作方法 ： デュラスライドⅡ型

ヒノキシリーズ ウッドバーチカルブラインド
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WOOD VERTICAL BLINDS
ウッドバーチカル ブラインド

木の美しさと質感を生かした
縦型のウッドブラインド

縦のラインによって、シンプルモダンを感じさせるバーチカルブラインド。

幅広でダイナミックな木製ルーバーが、上質な空間を演出します。

長尺のルーバーを分割した独自の「ヒンジ分割式」により、反りや曲がりを防止。

物や人が当たった際の衝撃も、柔軟に受け止めます。

新開発の駆動機構〈デュラスライドⅡ型 patented〉により、大面積でも操作が軽くスムーズになりました。

標準73色から選べるプレミアム「ナニックシリーズ」と、スタンダードモデルの「Gシリーズ」、

耐水性にも優れた「ウッドパーフェクト」があり、ルーバー幅は90mmです。

（ウッドパーフェクトには、ルーバー幅127mmもあります。）

ナニックシリーズ ウッドバーチカルブラインド

ルーバー材質 ： 無垢のバスウッド
  （シナノキ）

ルーバー幅 ： 90mm（厚5mm）

ルーバー仕上色 ： 標準73色+特注色

製作可能面積 ： 最大25㎡

製作可能寸法 ： 幅305～5000mm

  高さ500～5000mm

製作単位 ： ミリ単位

操作方法 ： デュラスライドⅡ型

ナニックシリーズ
ウッドバーチカルブラインド

ルーバー材質 ： 無垢のバスウッド
  （シナノキ）

ルーバー幅 ： 90mm（厚5mm）

ルーバー仕上色 ： 標準4色

製作可能面積 ： 最大25㎡

製作可能寸法 ： 幅305～5000mm

  高さ500～5000mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： デュラスライドⅡ型

Gシリーズ
ウッドバーチカルブラインド

ウッドパーフェクト
バーチカルブラインド

ルーバー材質 ： ポリスチレン樹脂

ルーバー幅 ： 90mm（厚5mm）／

  127mm（厚8mm）

ルーバー仕上色 ： 標準5色

製作可能面積 ： 最大25㎡

製作可能寸法 ： 幅305～5000mm

  高さ500～5000mm

製作単位 ： 5ミリ単位

操作方法 ： デュラスライドⅡ型
  耐腐食仕様
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NANIK WOOD SHUTTERS
ナニック ウッドシャター

可動ルーバーと框を一体化した「ナニック ウッドシャター」は、

建具を閉めたまま、自然な光や風を取り込み、視界やプライバシーをコントロール。

窓まわりはもちろん、室内ドアや引き戸、開き戸、折戸といった様々な建具が製作できます。

ルーバーには縦型、横型があり、指先でルーバーの一枚を回転すると、

駆動機構〈RP26 patented〉によって全てのルーバーが連動。

スムーズな回転で思い通りの角度に止まります。

ルーバーの形状は「フラット」、「流線形」、「平行四辺形」の3タイプ。

エアコン吹出口用ルーバーなど特注も可能。仕上色は標準73色、特注色にも対応します。

樹種を変えた外部仕様のご相談も承ります。

ルーバーと框を一体化。窓装飾はもちろん、
室内ドアや引き戸、パーティションにも最適

かまち

ルーバー材質 ： 無垢のバスウッド（シナノキ）

ルーバー形状と幅 ： 形状3種類、幅7種類

フラットタイプ ： 幅58mm・86mm・112mm（先端合い決り形状）

平行四辺形タイプ ： 幅34mm

流線形タイプ ： 幅64mm・89mm・114mm

製作可能面積〈パネル1枚当り〉 ： 横型2.7㎡、縦型3.6㎡

制作可能寸法〈パネル1枚当り〉 ： 幅260～900mm（901以上はオプション）

 ： 高さ3000mm（最小高さはルーバー幅による）

製作単位 ： ミリ単位

ルーバー仕上色 ： 標準73色+特注色

操作方式 ： RP26 patented

ナニック ウッドシャター（縦型）

ナニック ウッドシャター（横型）
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ウッドシャターのルーバー形状は３種類、幅は7種類

ルーバーの幅によって景色の見え方が変わります。

流線形タイプ   64mm・89mm・114mm

フラットタイプ（先端合い決り形状）   58mm・86mm・112mm

平行四辺形タイプ   34mm

平行四辺形タイプ  34mm フラット   58mm フラット   86mm フラット   112mm
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引き戸仕様

部屋の仕切りや出入口等、日本で多用される引き戸
仕様です。平行四辺形タイプ（34mm幅のルー
バー）を採用すれば、框の厚さ内にルーバーが納ま
り、障子のような引き違い戸に有効です。

開き戸仕様は、サッシの内窓や部屋の開口部、
収納の扉など、さまざまなシーンで活躍。両開き式と
片開き式があります。

部屋を仕切るパーティションに適した折戸仕様。
サッシの内窓やクローゼットの扉にも使われます。
全面開口できるフリー折戸仕様もあります。

室内ドア仕様は、部屋の出入り口や玄関土間と
廊下の仕切りなどに適しています。ルーバーを開け
ば、ドアを閉めたまま通風がとれます。

開き戸仕様

折戸仕様 室内ドア仕様

引き戸、開き戸、折戸、室内ドアが製作可能
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NANIK DRIVE MECHANISM
ナニックの駆動機構

（電動ユニットは P66 をご参照ください。）

軽くてスムーズ、そして耐久性
進化を続ける自社開発の駆動機構

駆動機構3タイプ

ナニックが長年の経験を生かして開発した木製バーチカルブラインド用駆動機構。
重量のある大型（最大25㎡）のウッドバーチカルブラインドを軽くスムーズに開閉、角度調節できます。
木製バーチカルブラインドの駆動機構には大きな負荷がかかるため、高い剛性と耐久性が求められます。
不特定多数が利用する過酷な環境でも、長期間にわたり安定した操作性を保ちます。

バーチカルブラインド用駆動機構〈デュラスライドⅡ型 patented〉

ウッドシャターのルーバー角度を変える駆動機構〈 RP26 patented〉は、建具枠に組込んだラック アンド ピニオン式のギア機構によって、
一枚のルーバーを指先で開閉すると、全てのルーバーがスムーズに精度良く連動するオリジナルの駆動機構です。
従来のチルト棒による駆動方式よりも耐久性が高くなりました（外部仕様にも対応）。又、チルト棒が無くなったことで引き戸にも納めやすくなりました。

ウッドシャター用駆動機構〈RP26 patented〉

ナニックジャパンが独自開発した、ウッドブラインド昇降機構〈Simpull Ⅱ〉。
1） ブラインドの昇降、スラットの角度調節が軽くスムーズに、確実に行えます。
2） 大型ブラインドでも手にかかる重量（操作コードを引く力）が、2.5kg（ライトシリーズは2.0kg）以下です。
3） 最大9㎡までの大型ブラインドが製作できます。
4） 昇降安全装置を標準装備（操作コードを無理に引っ張ったとき、クラッチが空転する安全装置）。
5） ヘッドレールの前面にスラットと同色の無垢板をはめ込み、デザイン性を高めています。
6） ヘッドレール下面にライトブロック用フィン（つば）を持ち、光漏れを防ぎます。
7） ルートホール（昇降コードを通すスラットの穴）の幅が1.6mmと狭く、遮光性を高めています。

ウッドブラインド用昇降機構〈Simpull Ⅱ〉
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MOTORIZED
WOOD BLINDS & WOOD SHUTTERS

電動 ウッドブラインド、ウッドシャター

全製品に電動ユニットを用意
ライフスタイル、環境に合わせて機能が選べる

ナニックは全製品に、それぞれに対応した「電動ユニット」をご用意。

ウッドブラインド、ウッドバーチカルブラインド、ウッドシャターの全製品が電動化できます。

障害物があっても信号が届きやすい「RF通信方式」の専用ワイヤレスリモコンにより、

面倒な操作スイッチへの配線が不要。電源（100V）の配線だけで設置ができます。

例えば、ベッドの中からでもブラインドを自在に操作でき、

高い位置にあるブラインドの開閉、複数の大型ブラインドの一斉操作など、

自然光や視界を自由にコントロールし、ブラインドの能力がフル活用できます。

付属のホルダーを用いて壁付スイッチとしてもご使用いただけます。有線スイッチもあります。

重量のあるウッドバーチカルブランドを、スムーズに動かすため開発された電動ユ
ニット。最大25㎡の大型ブラインドに対応し、障害物に当たったり、ルーバー角度が
ずれた時には安全停止装置が作動。自動的に角度を復元する機能を搭載してい
ます。

SF（シンプルファンクション）型電動ブラインド
簡単操作のシンプルなタイプ。リモコンのボタン操作で、ブラインドの昇降、スラットの
角度調整ができます。最大15台まで個別あるいは一斉操作が可能。

MF（マルチファンクション）型電動ブラインド
複数のブラインドの位置やスラット角度をぴったり揃えられる「スラット位置監視機
能」、リモコンスイッチをワンプッシュするだけで登録したポジションに駆動する「マイ
ポジション機能」などを搭載した多機能タイプ。

ウッドバーチカルブラインド電動ユニット

ウッドブラインド用の電動ユニットは２タイプ 〈SF型〉

6チャンネルRFリモコン 
対象製品 ： MF型電動ブラインド
 電動ウッドシャター

15チャンネルRFリモコン 
対象製品 ： SF型電動ブラインド

15チャンネルRFリモコン 
対象製品 ： 電動バーチカルブラインド

防水型壁付有線スイッチ 
対象製品 ： MF型電動ブラインド、SF型電動ブラインド
 電動バーチカルブラインド、電動ウッドシャター

5チャンネル防水型RFリモコン 
対象製品 ： SF型電動ブラインド
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ナニックジャパン株式会社
NANIK JAPAN, Inc.

本社／ショールーム
〒151-0061　東京都渋谷区初台2-31-4

［ TEL ］ 03-3370-0729
［ FAX ］ 03-3370-0006

［ E-mail ］ office@nanik.co.jp
［ HP ］ https://www.nanik.co.jp

ショールーム営業日
10：00～17：00（平日／第2・第4土曜日）

ナニックジャパン 戸田工場
〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町3-11-20

LIVING DESIGN CENTER
OZONE

新宿 ▶

◀ 東
中
野

東京オペラシティ 初台交差点

初台駅
南口

甲州街道

◀ 幡ヶ谷

パフ
参宮橋駅

首都高出入口

教会

山
手
通
り

代々木公園

代々木
八幡駅

代々木公園駅

代々木上原
駅

富ヶ谷交差点

初台坂下

井の頭通り 表参道 ▶

南初台バス停

ナニックジャパン 本社／ショールーム地図ナニックジャパン株式会社沿革

京王新線・都営新宿線「初台駅」南口より徒歩約5分。

2012年3月 品質マネジメントシステム取得 https://www.nanik.co.jp

パフ株式会社ナニック事業部として、当時日本では知られていなかった
木製ブラインドを米国ウィスコンシン州のNanik社から輸入。国内販売を始める。

ナニックジャパン株式会社 設立。
東京都渋谷区代官山に、本社／ショールーム開設。

ウッドブラインド用昇降機構〈Simpull Ⅱ〉開発に成功。

埼玉県戸田工場を開設。本格的な国内量産体制をスタート。

ウッドシャター用駆動機構〈RP26 patented〉の開発に成功。

ISO 9001の認証を取得。

ウッドバーチカルブラインド用駆動機構〈デュラスライドⅡ型 patented〉開発。

電動ウッドブラインド機構「SF型」、「MF型」、「MV型」を発売。
ヒノキシリーズ ウッドブラインド、ウッドバーチカルブラインドを発売。
防炎ウッドブラインド「FRシリーズ」を発売。

東京都渋谷区初台に、本社／ショールームを移転。

「ライトシリーズ」を発表。

写真撮影   ：てるうちスタジオ
                 小川 茂雄（小川茂雄写真事務所）／02~03、19~21、49、64～65

1995年

1996年

2003年

2005年

2008年

2012年

2015年

2016年

2019年

2020年

5月

7月
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製品の特注やメンテナンス、保証などのご案内

Samples －サンプル－
ナニック ウッドブラインド、ウッドシャター等の仕上色は、色数が多いため（例：ナニックシリーズウッドブラインド標準73色）パンフレットやカタログには実物カットサンプル

を付けておりません。ご確認されたい仕上色やクロステープのカットサンプルは、お気軽にご請求ください。なおカタログやホームページの色見本は現品と多少異なることがあ

ります。

Custom Made －特注品－
お客様のニーズに合わせ、標準色以外の特注色をリーズナブルな価格と納期で対応しております。内装や家具、空間のスタイルにマッチした特注色の製品を製作いたします。

お気軽にご相談ください。最大寸法を超える大型ブラインドやシャター、傾斜した窓への取付け等、建築に合わせた様々なご要望に対応しております。お客様の自由な発想、アイ

デアによるデザインや設計に積極的に対応いたします。

Maintenance & Upgrading Service －メンテナンス・アップグレードサービス－
耐用年数の長いウッドブラインドを末永くご使用いただくため、メンテナンスを承ります。旧型モデルを最新の機構に変更したり（アップグレードサービス）、傷ついたルーバーを

再製作する等、お客様が愛着をお持ちのブラインドをメンテナンスいたします。お気軽にこ相談ください。

Quotation －お見積－
こ検討中のプラン等へ、ご提案をお見積させていただきます。お気軽にお申し付けください。

Delivery －納期・お届け－
当社製品は全て受注生産です。製品の種類により納期が異なります。製品の配送について、送料を一部ご負担いただいております。製品サイズや地域により金額が異なります

ので、お問合せください。

Warranty －製品保証－
当社製品は全て厳密な品質管理と検査を行っておりますが、取扱い説明書に記載された正常な取付・ご使用状態で、万一故障が発生した場合、当社または当社指定工事店に

て無償修理致します。

〈保証規定〉

１）無償保証期間

３年間：各製品の本体 ／ １年間：各製品の電動・電装機構部

２）無償保証期間内においても下記の場合は有償修理となります。

 ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。

 ・お買い上げ後の輸送、落下等による故障または破損。

 ・不当な改造、修理による故障または破損。

 ・天変地異（火災・地震・水害・落雷等）による故障または破損。

 ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品、ガス、公害、塩害、粉塵等）による故障または破損。

 ・弊社カタログに記載のない仕様の製品修理。

 ・建築躯体の変形等に起因する製品の不具合。

 ・機能上の不具合を伴わない劣化（変形、退色、変色、さび、カビ、樹脂部の変質等）

 ・高所・難所等の特殊環境に設置された場合の作業に要する実費。

本規定は日本国内においてのみ有効です。

Notice －ご注意－
● ナニックのウッドブラインド、ウッドシャターは、天然木の無垢材を主に使用しています。突板や木調シートを貼った製品とは異なり、天然木特有の色ムラや染み（ミネラルマー

ク）、節（ふし）、筋（すじ）、縦縞（トラフ）等がまれに含まれる事があります。又、経時変化が生じることがあります。

● 記載の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により予告なく変更することがあります。

● 表示価格はメーカー希望小売価格です。価格には、消費税・取付工事費等は含まれておりません。

● 記載の色見本は印刷のため現品と多少異なることがあります。

● ウッドブラインドは、消防法等における防炎物品規制の対象外品（規制を受けない）です。

● ご発注後のキャンセルや仕様変更は、製品の特性上お受けできません。
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