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シンプルに 美しい調和へ
スペース・コンシャスー空間を意識する

進化しつづける建築空間を意識し、その中に美しく調和する

ジオプロは、そうした視点から生まれました

空間と調和させるため、デザインはあくまでもシンプルに

その理想を追求して、目指したのは

ジオメトリックな要素のみで構成された潔い姿

このドアクローザのシンプルな形状を可能にしたのは

高い技術力とオリジナルの高品質素材

統一感のあるデザインのピボットヒンジは

コンパクトで、なお且つ耐久性能にも優れています

ともに求められる機能のすべてを備え、バリアフリーに配慮した仕様

高機能で高品質、そしてシンプルなデザイン

ジオプロは、先進の空間に美しく調和します
先端の建築空間との調和を意識して、可能な限りシンプルな姿を目指しました。

一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間に、

スッキリと美しく納まります。

G D Sタイプには新しい外装式ストップ機能を追加。

従来タイプと比較しても、アームが横向きになり、ストップ装置もドア側にスッキリと

納まるため、意匠性も向上。

スタンダードタイプ パラレルタイプ

THE RACK & PINION

G D S - 4 V G D S - 4 P V

G D Sタイプ

ストップ装置位置

従来タイプ
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ディレード・アクション

第２速度

バックチェック

トルク調整

ジオプロは、ドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。

J I SのG r a d e  Iに準拠した設計で耐久性能は5 0万回、開閉効率も優れています。

幅広いシーンに対応できるドアクローザです。

すべての機能を余すことなく搭載した、
ドアクローザ。

ジオプロは、さまざまな環境での使用を考慮した

機能を備えています。JISのGrade Iに準拠した

設計による高い開閉効率とトルク調整機能が最適な

開閉トルクを実現します。またディレード・アクション

機能を備え、車椅子での通行や荷物の搬入時にドアが

邪魔にならないよう、ゆっくりと閉じ始めます。車椅子で

通行しやすいように、適応ドア幅は1050ミリ対応に

設定。斬新なデザインと高い機能性だけでなく、使い

手の快適性にも十分に配慮したドアクローザです。

ディレード・アクション機能
開き角度より約70°までの区間を制御し、ドアを

ゆっくりと閉じ始めることができます。車椅子での

通行や荷物の搬入時などに便利な機能です。

トルク調整機能
ジオプロは、使用環境に応じた最適なトルクを実現する調整機能を備えています。

適切なドア開閉力が得られます。

バックチェック機能
高層階や強い風が吹く場所などで、急激な開扉を

コントロールする機能。ドアの急な開扉により発生する、

人身事故や壁などの損傷を未然に防ぎます。

ドア開き角度が約80°以上の範囲で機能します。

ラッチング・アクション機能
ドアが全閉前の位置約2°まできた時点で、閉じ速度を

増し、ドアを強く、しっかりと閉めることができる機能です。

機密性の高いエアタイトドアの場合、あるいはラッチが

固くて閉じきらない時などに有効です。

ラッチング・アクション

第１速度

確実に閉まる

軽い力で開く

急激に開かない

適切なスピードで閉まる

ゆっくり閉まる
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ラック&ピニオン（アームリンクタイプ）の機能FUNCTION OF THE RACK & PINION
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D 型ブラケット L 型ブラケット 適用ドア
ストップなし ストップ付 ストップなし ストップ付 巾×高さ（mm） 重量（kg）

GD－4PVD（R/L） GDS－4PVD（R/L） GD－4PVL（R/L） GDS－4PVL（R/L）  800×1800
～1050×2400 15～85

扉閉鎖順位調整器併用型
適用ドア

巾×高さ（mm） 重量（kg）

GD－4PVD－（R/L）　　　　  800×1800
～1050×2400 15～85

スタンダード型 パラレル型
適用ドア

巾×高さ（mm） 重量（kg）
ストップなし ストップ付 ストップなし ストップ付  800×1800

～1050×2400 15～85
GD－4V（R/L） GDS－4V（R/L） GD－4PV（R/L） GDS－4PV（R/L）

凹凸を極力なくした本体と一体感を追求したパーツによりスマートで
シンプルなデザインに仕上がりました。また、ジオプロドアクローザは、
斬新なデザインだけでなく機能や性能も優れています。

当社独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、 

JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現
しました。

トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザ
へ求められる全ての機能を標準装備しており、車椅子での通行も考慮
し、適用ドア巾は 1050ミリ対応に設定しました。幅広い使用シーンに
対応できるドアクローザです。

スタンダード型 パラレル型

本体仕様

取付様式 スタンダード型専用 パラレル型専用

開き勝手
すべて左右勝手があります。
ご注文の際は、型番の末尾に右勝手の場合

「R」、左勝手の場合「L」をつけて下さい。

材質 ハイシリコンアルミダイカスト合金

最大
開き角度

標準仕様 145ﾟ 180ﾟ

90ﾟ制限 90（゚ご参考：GP－12 持出寸法=18ミリの場合）

120ﾟ制限 120（゚ご参考：GP－12 持出寸法=18ミリの場合）

特殊納り仕様 180ﾟ

性能

耐久性 50万回（JIS GRADE 1 相当）

開閉トルク JIS GRADE 1 相当

開閉効率 JIS GRADE 1 相当

装備機能

第 1速度調整、第 2速度調整
ラッチングアクション、バックチェック
ディレードアクション
トルク調整（#1～#4に対応）

納り位置 標準仕様の取付位置は、当社 1000シリーズと共通です。

N o . G D S - 4 P V A T  L

アームリンクタイプ ドアクローザ

・ ＧＤ：ジオプロ　アームリンクタイプ ドアクローザ

・Ｖ ：スタンダード型
・ ＰＶ ：パラレル型
・ ＰＶＤ ：パラレル型Ｄ型ブラケット
・ ＰＶＬ ：パラレル型Ｌ型ブラケット
・ ＰＶＡＴ：エアタイトドア用
・ ＰＶＪ ：順調併用型

・ なし：ストップなし
・ S   ：ストップ付

エアータイトドア用 エアータイトドア用 90ﾟ制限 適用ドア
ストップなし ストップ付 ストップなし ストップ付 巾×高さ（mm） 重量（kg）

GD－4PVAT（R/L） GDS－4PVAT（R/L）GD－4PVAT90（R/L）GDS－4PVAT90（R/L） 800×1800
～1050×2400 15～85

120ﾟ制限 適用ドア
ストップなし ストップ付 ストップなし ストップ付 巾×高さ（mm） 重量（kg）

GD－4V 120（R/L） GDS－4V 120（R/L） GD－4PV120（R/L） GDS－4PV120（R/L） 800×1800
～1050×2400 15～85

90ﾟ制限 適用ドア
ストップなし ストップ付 ストップなし ストップ付 巾×高さ（mm） 重量（kg）

GD－4V 90（R/L） GDS－4V 90（R/L） GD－4PV90（R/L） GDS－4PV90（R/L） 800×1800
～1050×2400 15～85
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開き角度制限納り仕様

パラレル型特殊取付

種別一覧表

標準仕様

機能一覧



●  第 1速度、第 2速度をそれ
ぞれ独立した速度調整弁
を操作することによって、
任意のスピードに調整する
ことができます。

● ドアを 90°開いた状態から
閉じるまでの時間は、5 ～ 8秒
が適正です。

（第 2速度は第 1速度よりや
や遅く設定してください。）

●ストップ装置はカム－アンチフリクション機構を採用。
　ストップ角度の調整が可能です。
●ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、
パラレル型は開き角度 70 ～゚ 180 、゚スタンダード型は
開き角度 70 ～゚ 120 ま゚で設定可能です。
　（戻り代が最大で約 15 あ゚ります。最大開き角度付近に壁
　がある場合にはご注意ください。）
●ストップ角度の設定・施工が容易なストップ装置です。
●スタンダード型、パラレル型ともに左右勝手の区別なく
共用です。

●ドアをストップさせる角度まで開き、ストップ用締付ボルト
　を六角棒スパナ（付属）できつく締め付けてください。
●ドアを振りながら締め付けると効果的です。

●ストップ保持力はあらかじめ工場調整を行っています。
　調整が必要な場合は、アジャストリンクをはずし、調整ネジ
　をまわしてください。
●右回転……強く
●左回転……弱く
●右回転は 1回転以上まわさないでください。

●  ドアが全閉前の位置約 2゚ まできた時点で、閉じ速度を増し、ドアを強く
しっかりと閉めることができる機能です。気密性の高いエアタイトド
アの場合、あるいはラッチが固くて閉じきらない時などに有効です。

●  不要の場合は調整弁を締め込んで、全閉状態にしてください。
（工場出荷時は全閉にしています。）

●  ラッチングアクションは第 2速度より遅くなりません。

●  開き角度より約 70 ま゚での区間を制御し、ドアをゆっくりと閉じる
ことができます。

●  車椅子での通行や荷物の搬入時などに便利な機能です。

●  高層階や強い風が吹く場所などで、急激な開扉をコントロールす
る機能です。ドアの急な開扉によりドア開き角度が約 80ﾟ以上の
範囲で機能します。

●  作動時にはドアが重くなりますが、故障ではありません。
ゆっくりと押せば、ドアは開きます。

●  ドアのサイズ・重量・環境に応じた閉じ力が得られる装置です。
●  サイズ 1番からサイズ 4番までのドアに、トルク調整ネジを回

転させるだけで対応できます。
●  トルクはあらかじめ 950×2100（mm）のドアサイズに調整してい

ます。

ディレードアクション区間

バックチェック区間

ラッチングアクション区間

第 2速度区間

第 1速度区間

調整弁
第2速度

調整弁
第1速度
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アクション調整弁
ディレード
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ラッチング
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遅く
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バックチェック調整弁

トルク調整ネジ

強く
弱く

弱く
強く
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●  適用ドアサイズとトルク調整ネジ回転数

適用ドアサイズ
巾×高さ （mm）

トルク調整ネジ回転数

スタンダード型 パラレル型

800×1800 － 14回転 － 14回転

900× 2100 － 6回転 － 6回転

950× 2100 　0回転 　0回転

1050× 2400 　6回転 　6回転

ジオプロドアクローザは、求められるハイレベルな機能
を備えています。
JIS の GradeⅠに準拠した設計で耐久性能は 50万回、
開閉効率も優れています。
幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。

ストップ位置閉じ位置

作動図（パラレル取付）●

ストップ用
締付ボルト

六角棒スパナ
（付属）

アジャストリンク

強くなる

弱くなる

調整ネジ
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ラッチング・アクション機能

ディレード・アクション機能

バックチェック機能

トルク調整機能

機能および調整方法

速度調整区間 ストップ装置（外装式ストップ）

ストップ角度の設定・施工

ストップ保持力の調整
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