
■軽量シャッター電動式の操作について 

 

商業ビル、オフィスビル、工場、倉庫や店舗、住宅ガレージなどに広く使用されております軽量シャッタ

ー電動式の操作につきまして、まず以下の点をご確認ください。 

 

 

 

建物と同様に地震に伴いシャッターも被害を受けている可能性がありますので、シャッ

ターを作動させる前に点検をご用命ください。また、停電などに伴い手動操作が必要な

場合は、危険な作業を伴いますので文化シヤッターサービスへご連絡いただき、操作を

依頼してください。（フリーダイヤル      ０１２０－３６５－１１３） 
 
やむを得ず、お客様にて点検前に電動にて作動させる場合や、停電などに伴い手動操作する場合は、必ず取

扱説明書をよくお読みの上、理解してから使用して下さい。 

また、安全確保のため次の事に十分ご注意ください。 

○ シャッターの開閉操作をする際、シャッターに変形がないこと、シャッターの降下付近に人がいないことを

必ず確認した上で操作を行ってください。 

シャッターの作動中は、絶対に降下付近に立ち入らないでください。 

予期しない作動をする場合があります。 

○ 今までと違った振動や異音などを感じましたら直ちに「停止」ボタンを押してシャッターの作動を停止させ、

フリーダイヤルまたは最寄りのサービスステーションまでご連絡ください。 

○ シャッターの安全が確認できるまでの間は、停止していてもシャッターの下を通り抜けることは絶対に 

おやめください。 

 

【やむを得ずお客様にて手動操作を行なう場合】 

やむを得ずお客様にて手動操作を行う場合には、以下の事項を必ず守り安全を十分に確保した上で、各タイプ

の方法に従って手動操作を行ってください。 

○ 緊急時以外は手動操作しないでください。 

○ 手動操作をする前に、シャッターの一次側電源（コンセントまたはブレーカ）を必ず切ってください。 

○ 脚立などに乗って作業する場合は、転落事故などを予防する措置をとり、十分な安全を確保した上で行

ってください。 

○ 手動操作時は、安全確認の為、複数人で作業を行ってください。 

○ シャッターの下に人や物がないことを確認してから操作してください。また、操作時は、シャッターの下を

人や車などが通行しないような処置をしてください。 

○ 作業、操作が完全に終了するまでは、シャッターの電源は投入しないでください。 

○ お客様がご自身で手動操作をする際、不明な点、不安な点がある場合や、手動操作をしてもシャッター

が作動しない場合は、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、操作を依頼してください。 

（フリーダイヤル      ０１２０－３６５－１１３） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽量電動シャッターの構造と部材名称 

 

停電時の手動操作方法は、シャッターのタイプによって異なりますので、以下のタイプから対応するシ

ャッターの手動操作方法をご覧ください。 

【タイプ１】 シャッターケースにある点検口の内部に設置された開閉機部に、２本の操作ひもがあるタイプ  

  対象機種 ： モートＤ  

 → 【タイプ１】 手動操作方法へ   

【タイプ２】 シャッターケースにある点検口の内部に、手動開放リングがあるタイプ  

  対象機種 ： モートＲ、エスプリ  

 → 【タイプ２】 手動操作方法へ   

【タイプ３】 シャッターケースの下部に、手動開放リングがあるタイプ  

  対象機種 ： モートＲ、エスプリ  

 → 【タイプ３】 手動操作方法へ   

【タイプ４】 屋外側の外壁部に、手動開放ワイヤ装置（屋外用）を設置しているタイプ  

  対象機種 ： エリー  

 → 【タイプ４】 手動操作方法へ   

【タイプ５】 シャッターケースにある点検口の内部に、手動開放レバーがあるタイプ  

  対象機種 ： エリー  

 → 【タイプ５】 手動操作方法へ   

【タイプ６】 屋内側の天井部に、手動開放ワイヤ装置（屋内用）を設置しているタイプ  

  対象機種 ： エリー  

    → 【タイプ６】 手動操作方法へ   

【タイプ７】 シャッターケースにある点検口の内部に設置された開閉機部に、ショートリンクチェーンと  

  １本の降下用ロープがあるタイプ（開閉機型式：ＥＧＭ）  

  対象機種 ： モートＷ、御前様、ポルティエ  

    → 【タイプ７】 手動操作方法へ   

【タイプ８】 シャッターケースにある点検口の内部に設置された開閉機部に、ショートリンクチェーンと、  

  開閉機にブレーキ開放レバーがついているタイプ（開閉機型式：ＥＧＬＭ）  

  対象機種 ： モートＷ  

    → 【タイプ８】 手動操作方法へ   

対応する型式・タイプがない場合や不明な場合は、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、操作を依頼して

ください。（フリーダイヤル      ０１２０－３６５－１１３） 



シャッターケースにある点検口の内部に設置された開閉機部に、２本の操作ひもがあるタイプ
（対象機種：モートＤ）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに操作しなかった場合、思わぬ事故に
なる場合がありますのでご注意ください。
手動操作に切り替えた場合は、必ず電動操作に戻してください。手動操作のままにしておくとシャッターを手で
開けることができるため、盗難のおそれがあります。
手動でシャッターを開閉操作するときは、シャッター下端部の水切りを持って開閉せず、水切り位置を避けた
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し当てて、ゆっくりと開閉してください。

① 上方のシャッターケースにある点検口を開けま
す。

※鍵のある点検口の場合には、解錠してから行
なってください。

②
点検口内部にある、モータ開閉機からでている
２本の操作ひもの内、「手動」(または「切」)のフ
ダが付いたひもを引き、手動操作に切り替えま
す。

※フダに何も記載のない場合はカーテンから近
い側のひもを引いてください。

③
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両
手の指を押し当てて、手動でゆっくりとシャッ
ターを開閉します。

　　

④
モータ開閉機からでている２本の操作ひもの
内、「電動」(または「入」)のフダが付いたひもを
引き、電動操作に戻します。

※フダに何も記載のない場合は、カーテンから
遠い側のひもを引いてください。

　　

⑤ 操作が終わったら、２本の操作ひもをシャッター
ケース内部に納め、点検口を閉めます。

※鍵のある点検口の場合には必ず施錠してくだ
さい。

※シャッター下端部の水切りを持って開閉しな
いでください。

■軽量シャッター電動式の手動操作方法　【タイプ１】



シャッターケースにある点検口の内部に、手動開放リングがあるタイプ
（対象機種：モートＲ、エスプリ）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに操作しなかった場合、思わぬ事故に
なる場合がありますのでご注意ください。
手動操作に切り替えた場合は、必ず電動操作に戻してください。手動操作のままにしておくとシャッターを手で
開けることができるため、盗難のおそれがあります。
手動でシャッターを開閉操作するときは、シャッター下端部の水切りを持って開閉せず、水切り位置を避けた
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し当てて、ゆっくりと開閉してください。
手動開放リングが無い、あるいは見当たらない製品は、停電時にはご使用できません。手動開放リングを
操作せずにシャッターを開けようとすると、故障の原因になりますので、手動開放リングが無い、あるいは
見当たらない製品を開閉する場合は、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、操作を依頼してください。

（ フリーダイヤル　　　　　０１２０－３６５－１１３ ）
手動開閉操作により全閉や全開位置の設定がずれることがあります。この場合は、停電復帰後に、次ページに
記載の「全閉・全開位置の再設定方法」により全閉・全開位置の再設定を行ってください。

①

②

③

　　

④
　　

⑤

⑥ 操作が終わったら、手動開放リングを鍵に引っ掛けて点検口
を閉めます。

※鍵のある点検口の場合には必ず施錠してください。

シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し
当てて手動で静かに動かして、動かないことを確認します。

※シャッターが手動で動かない状態となれば、電動にもどっ
ています。

■軽量シャッター電動式の手動操作方法　【タイプ２】

上方のシャッターケースにある点検口を開けます。

※鍵のある点検口の場合には解錠してから行なってくださ
い。

点検口内部にある、手動開放リングをゆっくりと真横に引っ
張りきって、手動操作に切替えます。

※手動開放リングが見える位置に無い場合があります。この
場合は、周辺部材に注意して点検口内部をご確認ください。

※手動開放リングを引くときは、必ず真横にゆっくりと引っ
張ってください。下に引っ張るとワイヤが切れるおそれがあり
ます。

シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し
当てて手動で静かに動かして、動くことを確認してから、ゆっ
くりとシャッターを開閉します。

※シャッター下端部の水切りを持って開閉しないでください。

手動開放リングを真横にゆっくり引っ張りきって、電動操作に
もどします。

※手動開放リングを引くときは、必ず真横にゆっくりと引っ
張ってください。下に引っ張るとワイヤが切れるおそれがあり
ます。



全閉・全開位置の再設定方法

手動操作から電動操作にもどしたシャッターは、全閉と全開位置の設定がずれることがあるため、この場合は、
下記の要領にて全閉・全開位置の再設定を行なってください。

①
停止ボタンを押しながら、閉ボタンを押し続けま
す。カーテンの下２～３枚がたわんだ状態で押
すのをやめます。

②
さらに、停止ボタンを押しながら、開ボタンを押し
続けます。シャッターが全開した状態で押すの
をやめます。

③ 閉ボタンを押し、全閉位置で停止することを確認
してください。

　　

④ 開ボタンを押し、全開位置で停止することを確認
してください。

　　

※上記の要領で全閉・全開位置の再設定を行なってもうまく設定されない場合や、再設定ができない場合には、
無理に操作せず、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、再設定操作を依頼してください。

（ フリーダイヤル　　　　　０１２０－３６５－１１３ ）

（軽－５）



シャッターケースの下部に手動開放リングがあるタイプ
（対象機種：モートＲ、エスプリ）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに操作しなかった場合、思わぬ事故に
なる場合がありますのでご注意ください。
手動操作に切り替えた場合は、必ず電動操作に戻してください。手動操作のままにしておくとシャッターを手で
開けることができるため、盗難のおそれがあります。
手動でシャッターを開閉操作するときは、シャッター下端部の水切りを持って開閉せず、水切り位置を避けた
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し当てて、ゆっくりと開閉してください。
手動開閉操作により全閉や全開位置の設定がずれることがあります。この場合は、停電復帰後に、次ページに
記載の「全閉・全開位置の再設定方法」により全閉・全開位置の再設定を行ってください。

①

②

　　

③

④

　　

手動開放リングをゆっくりと真下に引っ張りきって、電動操作
にもどします。

シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し
当てて手動で静かに動かして、動かないことを確認します。

※シャッターが手動で動かない状態となれば、電動にもどっ
ています。

■軽量シャッター電動式の手動操作方法　【タイプ３】

上方のシャッターケース下部にある、手動開放リングをゆっく
りと真下に引っ張りきって、手動操作に切替えます。

シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し
当てて手動で静かに動かして、動くことを確認してから、ゆっ
くりとシャッターを開閉します。

※シャッター下端部の水切りを持って開閉しないでください。



全閉・全開位置の再設定方法 【タイプ３】つづき

手動操作から電動操作にもどしたシャッターは、全閉と全開位置の設定がずれることがあるため、この場合は、
下記の要領にて全閉・全開位置の再設定を行なってください。

①
停止ボタンを押しながら、閉ボタンを押し続けま
す。
シャッターカーテンの下２～３枚がたわんだ状態

②
さらに、停止ボタンを押しながら、開ボタンを押し
続けます。
シャッターが全開した状態で押すのをやめま

③ 閉ボタンを押し、シャッターが全閉位置で停止す
ることを確認してください。

　　

④ 開ボタンを押し、シャッターが全開位置で停止す
ることを確認してください。

　　

※上記の要領で全閉・全開位置の再設定を行なってもうまく設定されない場合や、再設定ができない場合には、
無理に操作せず、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、再設定操作を依頼してください。

（ フリーダイヤル　　　　　０１２０－３６５－１１３ ）



屋外側の外壁部に、手動開放ワイヤ装置（屋外用）を設置しているタイプ
（対象機種：エリー）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに操作しなかった場合、思わぬ事故に
なる場合がありますのでご注意ください。
手動操作に切り替えた場合は、必ず電動操作に戻してください。手動操作のままにしておくとシャッターを手で
開けることができるため、盗難のおそれがあります。
手動でシャッターを開閉操作するときは、シャッター下端部の水切りを持って開閉せず、水切り位置を避けた
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し当てて、ゆっくりと開閉してください。
手動開閉操作により全閉や全開位置の設定がずれることがあります。この場合は、停電復帰後に、次ページに
記載の「全閉・全開位置の再設定方法」により全閉・全開位置の再設定を行ってください。

① 屋外側の外壁部に設置された、手動開放ワイ
ヤ装置（屋外用）の蓋を鍵で開けます。

② 内部にあるレバーを下へ引き、左へずらして固
定します。

※レバーを固定したら、手動操作への切り替え
が完了です。

③
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両
手の指を押し当てて、手動でゆっくりとシャッ
ターを開閉します。

　　

④ レバーを右へずらし、上へもどします。

※レバーを上へもどしたら、電動操作にもどりま
す。

⑤ 蓋を閉め、鍵をかけます。

※手動開放ワイヤ装置（屋外用）の蓋が閉まら
ない場合は、手動操作のままになっていますの
で、必ず電動操作にもどしてから、蓋を閉めてく
ださい。

※シャッター下端部の水切りを持って開閉しな
いでください。

■軽量シャッター電動式の手動操作方法　【タイプ４】



全閉・全開位置の再設定方法 【タイプ４】つづき

手動操作から電動操作にもどしたシャッターは、全閉と全開位置の設定がずれることがあるため、この場合は、
下記の要領にて全閉・全開位置の再設定を行なってください。

① 「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押し、シャッターを全開
させます。

② さらにもう一度「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押しま
す。

※これで、シャッターの全開位置が再設定され
ます。

③ 「ＣＬＯＳＥ（閉）」スイッチを押し、シャッターが全
閉位置で停止することを確認してください。

　　

④ 「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押し、シャッターが全開
位置で停止することを確認してください。

　　

※上記の要領で全閉・全開位置の再設定を行なってもうまく設定されない場合や、再設定ができない場合には、
無理に操作せず、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、再設定操作を依頼してください。

（ フリーダイヤル　　　　　０１２０－３６５－１１３ ）



シャッターケースにある点検口の内部に、手動開放レバーがあるタイプ
（対象機種：エリー）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに操作しなかった場合、思わぬ事故に
なる場合がありますのでご注意ください。
手動操作に切り替えた場合は、必ず電動操作に戻してください。手動操作のままにしておくとシャッターを手で
開けることができるため、盗難のおそれがあります。
手動でシャッターを開閉操作するときは、シャッター下端部の水切りを持って開閉せず、水切り位置を避けた
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し当てて、ゆっくりと開閉してください。
手動開閉操作により全閉や全開位置の設定がずれることがあります。この場合は、停電復帰後に、次ページに
記載の「全閉・全開位置の再設定方法」により全閉・全開位置の再設定を行ってください。

① 上方のシャッターケースにある点検口を開けま
す。

※鍵のある点検口の場合には、解錠してから行
なってください。

② 点検口内部にある、手動開放レバーを引きま
す。

③ 手動開放レバーを、手前側の金具に引っかけま
す。

※レバーを金具に引っかけ固定したら、手動操
作への切り替えが完了です。

④
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両
手の指を押し当てて、手動で静かに動かしま
す。

　　

⑤ 手動開放レバーを引きます。

⑥ 手動開放レバーを、手前側の金具からはずし、
元の位置にもどします。

※レバーをもどしたら、電動操作へもどります。

※シャッター下端部の水切りを持って開閉しな
いでください。

■軽量シャッター電動式の手動操作方法　【タイプ５】



全閉・全開位置の再設定方法 【タイプ５】つづき

手動操作から電動操作にもどしたシャッターは、全閉と全開位置の設定がずれることがあるため、この場合は、
下記の要領にて全閉・全開位置の再設定を行なってください。

① 「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押し、シャッターを全開
させます。

② さらにもう一度「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押しま
す。

※これで、シャッターの全開位置が再設定され
ます。

③ 「ＣＬＯＳＥ（閉）」スイッチを押し、シャッターが全
閉位置で停止することを確認してください。

　　

④ 「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押し、シャッターが全開
位置で停止することを確認してください。

　　

※上記の要領で全閉・全開位置の再設定を行なってもうまく設定されない場合や、再設定ができない場合には、
無理に操作せず、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、再設定操作を依頼してください。

（ フリーダイヤル　　　　　０１２０－３６５－１１３ ）



屋内側の天井部に、手動開放ワイヤ装置（屋内用）を設置しているタイプ
（対象機種：エリー）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに操作しなかった場合、思わぬ事故に
なる場合がありますのでご注意ください。
手動操作に切り替えた場合は、必ず電動操作に戻してください。手動操作のままにしておくとシャッターを手で
開けることができるため、盗難のおそれがあります。
手動でシャッターを開閉操作するときは、シャッター下端部の水切りを持って開閉せず、水切り位置を避けた
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両手の指を押し当てて、ゆっくりと開閉してください。
手動開閉操作により全閉や全開位置の設定がずれることがあります。この場合は、停電復帰後に、次ページに
記載の「全閉・全開位置の再設定方法」により全閉・全開位置の再設定を行ってください。

① 屋内側の天井部に設置された、手動開放ワイ
ヤ装置（屋内用）のリングを引きます。

② リングを、下側の金具に引っかけます。

※リングを固定したら、手動操作への切り替え
が完了です。

③
シャッターカーテンの高さ位置の中央寄りに両
手の指を押し当てて、手動で静かに動かしま
す。

　　

④ 手動開放ワイヤ装置（屋内用）のリングを下側
に引きます。

　　

⑤ リングを、下側の金具からはずし、元の位置に
もどします。

※リングをもどしたら、電動操作へもどります。

※シャッター下端部の水切りを持って開閉しな
いでください。

■軽量シャッター電動式の手動操作方法　【タイプ６】



全閉・全開位置の再設定方法 【タイプ６】つづき

手動操作から電動操作にもどしたシャッターは、全閉と全開位置の設定がずれることがあるため、この場合は、
下記の要領にて全閉・全開位置の再設定を行なってください。

① 「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押し、シャッターを全開
させます。

② さらにもう一度「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押しま
す。

※これで、シャッターの全開位置が再設定され
ます。

③ 「ＣＬＯＳＥ（閉）」スイッチを押し、シャッターが全
閉位置で停止することを確認してください。

　　

④ 「ＯＰＥＮ（開）」スイッチを押し、シャッターが全開
位置で停止することを確認してください。

　　

※上記の要領で全閉・全開位置の再設定を行なってもうまく設定されない場合や、再設定ができない場合には、
無理に操作せず、文化シヤッターサービスへご連絡いただき、再設定操作を依頼してください。

（ フリーダイヤル　　　　　０１２０－３６５－１１３ ）



シャッターケースにある点検口の内部に設置された開閉機部に、ショートリンク
チェーンと１本の降下用ロープがあるタイプ（開閉機型式がＥＧＭが始まるタイプ）
（対象機種：モートＷ、御前様、ポルティエ）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに
操作しなかった場合、思わぬ事故になる場合がありますので、ご注意ください。
シャッターケースにある点検口を開けるときは、ショートリンクチェーンなどが、
落下してくる場合がありますのでご注意ください。

①

②

③
　　

④

■軽量ワイドシャッター電動式の手動操作方法　【タイプ７】

開閉機部に付いている１本の降下用ロープを下側に引くことで、シャッターが自重で降下して閉ま
ります。シャッターが全閉したら、直ちに降下用ロープから手を放して、降下を停止させます。

※降下用ロープから手を放すと、シャッターの降下は止まります。

操作が終わったら、降下用ロープとショートリンクチェーンを内部に納め、点検口を閉めます。

※鍵のある点検口の場合には必ず施錠してください。

シャッターケースにある点検口を開けます。

※鍵のある点検口の場合には、解錠してから行なってください。

点検口内部に設置された開閉機部に付いているショートリンクチェーンを垂らし、シャッターカーテ
ンから遠い方のショートリンクチェーンを順次下側に引くことで、徐々にシャッターが開きます。

※ショートリンクチェーンから手を放すと、シャッターの開放動作は止まります。

※シャッターを開けるときは、シャッターの座板が所定の高さ（まぐさの下端）に達したら、巻上げ操
作を止め、巻上げすぎないように注意してください。

座板 

＜開閉機＞ 

※“ＥＧＭ-１８”から始まる型

式の開閉機は、ショートリン

クチェーンを使用しても閉鎖

することができます。 



シャッターケースにある点検口の内部に設置された開閉機部に、ショートリンク
チェーンと、開閉機にブレーキ開放レバーがついているタイプ
（開閉機型式がＥＧＬＭが始まるタイプ）（対象機種：モートＷ）

以下の手順にしたがって手動開閉操作を行ってください。手順どおりに
操作しなかった場合、思わぬ事故になる場合がありますので、ご注意ください。
シャッターケースにある点検口を開けるときは、ショートリンクチェーンなどが、
落下してくる場合がありますのでご注意ください。

①

②

③
　　

④ 操作が終わったら、ショートリンクチェーンをチェーン収納袋に納め、点検口を閉めます。

※鍵のある点検口の場合には必ず施錠してください。

■軽量ワイドシャッター電動式の手動操作方法　【タイプ８】

シャッターケースにある点検口を開けます。

※鍵のある点検口の場合には、解錠してから行なってください。

点検口内部に設置された開閉機部に付いているショートリンクチェーンを垂らし、シャッターカーテ
ンから遠い方のショートリンクチェーンを順次下側に引くことで、徐々にシャッターが開きます。

※ショートリンクチェーンから手を放すと、シャッターの開放動作は止まります。

※シャッターを開けるときは、シャッターの座板が所定の高さ（まぐさの下端）に達したら、巻上げ操
作を止め、巻上げすぎないように注意してください。

開閉機部に付いているブレーキ開放レバーを押すと、シャッターが降下します。シャッターが全閉
したら、ブレーキ開放レバーを押すのをやめます。
※途中で止めたいときも、ブレーキ開放レバーを押すのをやめることで止まります。

座板 

＜開閉機＞ 


