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このマニュアルは基本的にミエログ KOSKA[コ スカ]を例に

して説明しています。他のモデルについては、一部、基本仕様が

異なりますので、こ注意して下さい。



|よじめに
ログ八ウスには、セトリングがあります。ひび書」れが表面に現れたり反つたりもしますし、カビが生えたり、日焼けをしたりもし

ます。それは「木が生きてしヽる」言正拠です。

本格ログで増つた技術やクオリティーをそのままに、セルラビルドの楽しさを加えてミニログシリーズは完成いたしました。

ミニログといえども立派な建築物です。また、生きた木を扱しヽますので、多少の工夫が必要になる場合もございます。

日曜大工派から本格ビルダー派まで楽しめます。作業工程|よ想像以上の充実感をもたらしてくれるでしょう。

安全には十分気をつけて「ログ八ウスを創る喜び」を存分にお楽しみ下さい。また、屋根が張り出してしヽるモデル等で、下から

巻き上十ザる風により、正面屋根のあおりが心配な場合には、ベランダログと桁のログ梁等を立柱で補強するなどして下さい。

(立柱はモデルによリキット外となります。)

0セ トリングについて

ログ八ウスの特長の一つに、セトリング現象があります。ログ八ウスは、木材を積み重ねて、全体の壁を作り上げてしヽますが、

積み重ねられた木材の1本、1本が、乾燥と共に、ほんの少しすつ収縮します。これらの小さな収縮のつみ重ねによつて、ログ壁

のトップ部分では、大きな壁の沈み込みとなります。この状況を、セトリングと呼んでしヽます。又、ログ壁の動きに対して、直接

影響を受けなしヽ様Fセトリングの為のクリアランスを設ける』や『セトリング対策を行う』など、建具の施工や、屋内間仕切壁の

施工時に、注意が必要です。

●基本的なセトリングの考え方

///″
/摺置彫規穫里

でも弱かんの

約2.5mの高さのログ壁トップログ部分で
約3cm～4cmのセトリングが発生します。

建具用壁開日

それぞれセトリングエも異なります。

① 壁全体のセトリング

①壁全体にセトリングが発生

③ 建具開日間でのセトリングが発生

⑥ 建具下部でのセトリングが発生

①
～

⑥ 共に、下部では、ほとんどセトリングの影響を受けませんが、上部になると、セトリング量は増えます。

●ログ八ウスキットの基本部分に関してはセトリング対策がほどこされてしヽますが、そのほとんどは、工事の施工上の工夫に

よる物の為、基本的なセトリングの考え方に注意して、組み立てを行つて下さい。

●セトリング現象は、建築後約1～2年程で完全に落着き、それ以降は下がらなくなります。
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キット仕様書

・各種ログ ・通しボルト靖岡鉄製ペグ※1・木製ダボ (角ログ75mm以上の場合)※2

■ミエログAウ スキット仕様書

●床 .床板 `根太 ・根太受 ,大引 ・巾木 ★パッキナA/Bの み床板19mm厚となります。

●屋根   ロ グ棟木 .母屋 ・桁 ・野地板 (天丼板兼用)・破風板 ・鼻隠板 ・廻り縁 `軒先用水切板金
・アスファルトシングル ・トップ装飾板

●ベランダ ☆コスカA、メリAの み ・ログ手摺 `手摺補強板 ・床板 ・根太 ・根太受 (防腐処理加圧注入材)

●建具 1玄関ドア(ペアガラス入木製ドア)・窓(ペアガラス入木製窓、両開き、あおり止め付)・カバーボード

●金物類 ・ログ組補助道具 ・各種釘 ・建具取手類 ・ドア用鍵

0そ の他 ・図面―式 `マ ニュアル

・各種ログ ・通しボルト・鋼鉄製ペグ※i・木製ダボ(角ログ75mm以上の場合)※2

●造作壁 ★パロA/B、ルースB/C、プーB/C、トゥ…リー、ベル ・間柱 ,仕上用平板
●床 ,床板 ・根太 ・根太受 ・大引 ・巾木

●回フト ☆シエル上パ回Bのみ・床板`根太・根太受・巾木・木製八シゴ(Wi550)
●屋根 'ログ棟木 ・母屋 1桁 t垂木 .垂木固定用金物 ・野地板(天丼板兼用)・破風板 ・鼻隠板 `画戸板 ・廻り縁

軒先用水切板金 ・アスファルトシングル ・トップ装飾板

●ベランダ ☆ シエル、パロA/日、ベルトのみ 。ログ手摺、手摺補強板・床板 ・根太 ・根太受 ・大引(防腐処理加圧注入材)
●建具   ・ 玄関ドア(ペアガラス入木製ドア)・窓 (ペアガラス入木製窓、両開き、あおり止め付).カバーボード

☆パ回A/日、ルースB/C、プー日/C、トゥーリー、ベルトの浴皇ドアはキット外、現場手配※3

●金物類  ・ ログ組補助道具 ・各種釘 ・建具取手類 ・ドア用鍵

0そ の他 一
式 ・マニュアル

●ログ壁 ,各種ログ ・通しボルト・鋼鉄製ペグ※1・木製ダボ(角ログ75mm以上の場合)※2

●屋根   ・ ログ棟木 ・母屋 ・桁 ・野地板 (天丼板兼用)・破風板 ・鼻隠板 ・廻り縁 ・軒先用水切板金
・アスフアルトシングル ・トップ装飾板

●建具 j窓(ペアガラス入木製窓、あおり止め付)・カバーボード★木製両開き扉はオプションで置用意可
●金物類 ・ログ組補助道具 ・各種釘 ・建具取手類

0そ の他 `図面一式 ,マニュアル

●テーブル・ベンチ用脚 ・ログ(角ログ75mm)・通しボルト

●テーブル・ベンチ用天板 ・角材 ・受け材

●金物類 ・ビス

●その他 図ヽ画―式

・壁パネル (6枚).装 飾板一式 ☆ガーデエアBの場合は窓、ドア(シングルガラス入)が、はめこみ済です。

●床 根太付き床パネル(防腐斉」処理圧力注入材)(3枚 )

●屋根 ・垂木付き野地パネル(6枚)・アスファルトシングル ・軒先用水切板金 ・野地パネル組立補助立柱

●ベンチ ・根太付きベンチ天板 (5枚)・ベンチ天板受け角材

● 各種釘 ・屋根トップ飾り

0そ の他 `図画一式 `マニュアル
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必要な道具・工具・資材

※お客様へ  ● 確認申請には、国グサイズ75mm以上が適応されます。

(32mm、50mmのログサイズは確認申請適応外です。注意して下さしヽ。)

※1鋼 鉄製ペグ|よログ材の反りや歪みを補正するための物です。必要最小限の本数となります。

※2木 製ダボは、ログサイズ75mm以上のキットに含まれます。32mm、50mmのログサイズに対しては、ログ組み

の際に木製ダボを使用いたしません。

※3フルユエットパスを予定される場合は、必す高さを確認して下さい。

※4ガ レージ用モデル(タリーA/B)は 、確認申請上、壁・天丼に内装制限が掛かります。

※5ガ ーデエアA/Bに ついては、別途マニュアルを参照して下さしヽ。

キット内の通しボルト、ナットはログサイズ32mm及び50mほの場合はM8と なります。これ以上のログサイズは

全てM16と なります。

■必要な道具・工具・資材

●必す用意するもの ●あると便利なもの

セルフビルドを行うにあたつて、キット以夕|に必要な資材や

工具を紹介します。各自己用意下さしヽ。

資材 ●基礎―式

状況や規模又は、確認申請内容に合わせて基礎資材

を用意し、専門業者に依頼して下さしヽ。

10M2以上のモデル|よ建築基準法上、布基礎構造が

原則となります。

●アスフアルトルーフィング

●防腐防蟻斉」(クレオソート等)0塗 料

道具 ●脚立 ●紙ヤスリ

●水平水準器    ● 釘袋

●さげ8、り     ● 鉛筆

●木鎚(掛け矢・大) ● ノミ

●金づち,釘抜き  0バ ケツ・はけ

●鋸        ● モンキーレンチ

●カッターナイフ(大) (ボ ルト、ナットサイズに注意)

●釘締め      ● タッカー

●ドライバT     ● メジャー

●差し金      ● 軍手・皮手袋

●金切バサミ    ● 養生シート

●墨つぼ      ● ほうき,雑巾・ゴミ袋

作業効率を上|ずたり、建物の強度や精度を高めたりする場

合に必要な資材や工具を紹介します。

資材 ●木ネジ●断熱材●コンパネ・角材

●コーキング材●ネダボンド

※キット内の釘は鉄釘なので、使用場所によつては錆が出ます。

屋根外部まわりやtデッキに使用する釘はステンレス製の物を別途用意

する事をおすすめします。

道具 ●電動ドライバー・ドリル

●丸ノコ

●平面サンダー

●グラインダー

●延長コード

●コーキング用ガン

※お客様ヘ

エ具・電動工具を使用される場合は必す、取扱説明書を

熟読の上、ケガなどに十分注意して作業を行つてください。
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パッキングリストの見方
部材ナンパーと断面田ナンパー

各図面には「部材ナンバー・断画図ナンパー」が記載されてしヽます。このナンバーが各部材、部材表に対応してしヽます。

(例としてコスカAをモデルとしています)

●断面田

※右上図の断面図ナンパー①を切つて見た断面図が左上図のようになります。

●パッキングリスト右下の表

く°口 Koskd A 5/9

せ°n`vαt(1 才
■

MsterJd 5 x 1 3,5 (…P28,0512004

いon●stぃKjKoittα     lrl.Kosko A UUSidv

ユ
レ
ば締
榊
路
鱗
推

卜
い

興 興

17,5

③ 断面図ナンパー
  ◎①

= = = = ヨ 逆 = = = = = 意 =

_ _ _ J 卜 _ _ _ _ _ _

1 1
| |

ヽ¬序 == = = = = =

ヒ=======

一一　

　

一一　

　

一一　

　

一二

】
　

一〕
　

〓

一一　

　

一一　

　

一，　

　

一一　

　

≡
一　

　

一”
　

〓

~~~~¬
「

~~… …

||
====¬ FE==二 ==

||

８
ギ
∞
ｏ

ギ

SELFBUILD MANUALセ ルフビルドマニュアル 5



搬入・仕分け
現地に配送車両が入るか事前にご確認下さしヽ。

(配送車両|よモデルにより異なります。)判断出来なしヽ場合は、営業担当までお問しヽ合せ下さしヽ。配送車両が入らない場合は、

近隣にて荷降ろし先を事前に手配しておしヽて下さしヽ。(Q&A.Q2,P26参 照)

[トラックサイズ4t専・10t車]

●4tユエック車 ※単位im

野 +― 1需唇蒲 暑輸刈2肺

●10tユ ニック車 ※単位i冊

L〒 ュ __1需 唇辮 暑87m対解m

●クレーンでのにろし方

●モデルにより梱包数や告梱包サイズが困なります。

●事前に梱包サイズ等を、担当惑回へ異なり確認の上、
荷おろしスベースと作業スペースを確保して下さい。

郷［

郷［
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搬入'仕分け

●相 包 サイズ ・重曇  ※ 梱包サイズは梱包内容により変更される場合わめ ります。表中寸法は参考です。

ガーデ:

パッキナA32 ログ

板材他

ドア・窓

′ヽッキナB32 ログ

板材他

′ヽッキナB50 ログ

板材他

コスカA50 ログ

板材他

メリA50 ログ

板材他

メリA75 ログ

ログ

板材他

メリB50 ログ

メリ日75 ログ

ログ

板材他

シェル 50 ログ

ログ

板材

梯子

シェル 75 ログ

ログ

梯子

タリーA50 ログ

ドア

タリーB75 ログ

ログ

ログ

Jレース 75 ログ

ログ

板材

アスフア,レトシング,レ

配送車両のa、b、c、dはそれぞれ、a=」R5tコンテナ利用 b=4tユ ニック草チャーター c=10tユ ニック車チャーター

d=路 線宅急便利用を表しています。

板材

板材

板材

図 50(3,Ot)

2コ75(3日7t)

図50(3,Ot)

Zコ50(3古2t)

Zコ75(4.Ot)

厖コ50(230t)
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搬入・仕分|ナ

プーC75

トゥーリー 75

トゥーリー 92

べJレト75

ベルト92

板材

板材

アスフア シングル

ログ

ログ

ログ

ログ

板材

板材

アスフア)レトシングル

ログ

ログ

ログ

板材

板材

ドア。窓

アスフア,レトシングル

ログ

ログ

ログ

ログ

板材

板材

板材

板材

ログ

ログ

ログ

ログ

ログ

板材

板材

板材
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搬入・仕分け

2.部材チエック・仕分け

●部材番号順には入つていません

パッキングリストと現物を照合して下さしヽ。部材は梱包内に部材番号順には入つておりません。パッキングリストで確認し、当

面必要なものからパッキングをはすして下さい。搬入の際もそれを考慮の上、荷降ろしするように注意して下さい。

●仕分けの仕方・養生

梱包はログ材、板材、建具に分けられます。梱包から取り出して部材ことに仕分けしておくと作業しやすしヽでしょう。部材に|よ

番号が振られているので、番号で整理しておくと後々作業しやすくなります。しかし、長期間かける予定の方は、部材を全部広

げてしまうと養生しにくくなりますので、ログ材の梱包を開けた後は、工程に合わせて取り出すことをおすすめします。部材は

屋根のある場所に置くか、シートを2、3重に被せて雨や直射日光から避けるようにし、地面に接触しなしヽようにして下さい。

3田部材に欠吊や破損・力|エミスがあつた場合

納品後すみやかにご連絡下さしヽ。予めエキストラログを1本サービスとして梱包しておりますので、万―の場合に対応して下

さしヽ。対応できかねる場合に|よ、弊社在庫より補充、交換などの処置を取らせていただきます。

エキストラログはあくまで欠品や破損、加エミスの対応部材ですので使用後の補充は出来かねますのでご了承下さしヽ。部材

至」着より]ヶ月以上経過してからの部材・部品の紛失や悪条件での保管により部材の変化、破損、カビなどが発生した場合の部

材交換又は補充につきましては、追加代金をお支払いしヽただく場合がこざいますので、予めこ了承下さしヽ。板材の寸法につい

て|よ、メーカーの都合により若干、厚みと幅の増減がありますが、施工には支障ありませんと尚、若干のキズ、ソリなどにつきま

しては、無垢材につきこ容赦下さい。
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完成までの手順

完成までの手順

屋根仕上げ

塵根廻り

綱翻仕上tザ・廻う緑

塗筆

細部仕上!デ・巾木

基礎工事

床版

床下地

ベランダ床下地手楢補強仕上げ・ベランダ床版

爾
舟 町ス

艦 熙 艦 君壇曇 冒里呈
配のないよ】子ログ組御酎よすぐ屋根を仕い それか

1.整地と基礎

ます最初に地国めを行しヽます。石や樹木などを取り除き、建地はできるだけ平らにして下さい。整地ができましたら、次は、

いよいよ基礎作りです。例を参考にして、お客様の土地状況に合わせた基礎作りを行つて下さしヽ。

※注意(確認申請が必要となる建物の場合は原則として布基礎とする)

●羽子板ボルト付沓石を使用する場合

(基礎図面参照)(図 1)

[基礎Al

配置場所の印付けを行しヽます。沓石の下部を

30cm程度掘り、一番下に砂利を10c品厚ほど入

れて国めます。次にセメントを同じく1 0cm厚

に流し込み、その上に沓石を置きます。最後に

1 0cm厚程度土を入れ固めて仕上げます(図2)。

図2

羽子板付沓石
※DIYショップで
li000円前後

それぞれ1 0cm厚程度
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完成までの手順

[基礎日]

基礎イ(図3)は羽子板付でなくても構しヽません。天端高さが基礎アより9.5cm又は、14,5cm(大引の高さ分)低くなるように設

置して下さい。ただし土台用の角材(キット外)をこ使用になる場合には、イの基礎高を土台用角材の高さに合わせて調整し

て下さしヽ。大引のサイズはモデルにより異なるので注意して下さしヽ。

●基礎天端にアスファルトルーフィングを敷く

ます基礎天端に、防水シートとして□―ル状のアスファルトルーフィング(キット外)を敷きます。基礎天端形状に合わせてカッ

トして使用して下さしヽ。(図4)羽子板やボルトが当たる部分には、カッタTで 切れ目を入れて上からかぶせます。

●土台ログ組 (図5)

土台のログにクレオソート等・防腐防蟻剤(キット外)を塗ってからログ組を開始します。ます、高さが半分の上台ログを置き、

次に標準高の土台ログをはめ込みます。しっかりとはまるまで掛け矢で打ち込んで下さしヽ。この時点で基礎と同様に、壁の各

コーナーの対角線を計リログ交差部が直角である事を確認の上、基礎の羽子板やボルトと土台ログを固定して下さしヽ。その

後、壁図に従つてトップログまで、母屋・棟木まで組み上げて下さしヽ。ログを打ち込むときには、あて木を添えて掛け矢で叩き、

隙間が出来なしヽようにしっかりと組んで下さしヽ。(図6)

※布基礎の場合の土台ログ→(Q&AコQ3.P26参 照)※ 土台用の角材を使用する場合→(Q&A.Q4.P26参 照)

●建築地が傾斜地等で、鉄筋コンクリート造の本格的な独立基

礎や布基礎を作る場合

お近くの専門業者に依頼するか、こ相談の上行つて下さい。

2日土白・ログ組

図4 ロール状のア
スファルトルー

フィングをカッ
トして使用しま

|す 。

表面を下に

カッターで切
れ目を入れま
す。

騒彰″母
アド′いてス

●大引き高さはモデルに
より異なります。

標準高の土台ログ
は、他と同じく下部
に実の付いている
ログを使用します。

水平・直角のチェッ
クを忘れないよう
にして下さい。

●基礎が水平でないと壁を、正確に組み上げられません。水平水準器 (P4参照)を使つて、慎重に作業を進行して下さい。最

後に全てが水平になっていることを確認し、なうていない場合には、水平になるまで調整して下さい。同様に基礎の告コー

ナーの対角を計り、直角も確認して下さい。(基礎位置の取り方→ Q&A.Qフ ,P27参照)

●基礎図面は羽子板ボルト付沓石を使用し、羽子板がログの外面で止めるタイプの仕様となうておりますので、羽子板をロ

グの内面で止める場合や土台用の角材(キット外)を使用する場合などはお間含せ下さい。

SELFBuLD MANUALセ ルフビルドマニュアル 11



完成までの手順

あて木 アドパイス

●時々、ログ壁の水平・直角がとれているか、確認しながう行つて下さい。特に、

開田部の両側は、ノッヂ部と同様に強く叩いているとノッヂ部より沈み込んで

しまう場合がありますので注意して下さい。

●開田部の上のログをはめ込む際、組み上げた壁が両側に開きます。ログがおさ

まりにくい場合には、ノッヂ部の小日にあて木をして内側に叩き込みながら、

同じタイミングで上から落とし込むようにして下さい。(図7)

木製ダボの形状

28×250mm程度

●木製ダボの施工について(ログ厚75mm以上モデル)(図1

土台ログから2段目を組んだところで(高さ半段の土台□う

最初は、穴1つおきに打つていきます。次のログをのせ、今す

のように交互にダボが入ると隙間なくしつかりとログ組がは

※電気配線について→(Q&A.Q13コP27参照)

ダボをあて木としてロロ
くと、奥まで入つていき
ます。必すログ表面よ

り奥へ沈み込むまで打
ち込んで下さい。

アドサヽイス

●セトリング調整のため、ダボは必すログ上端より少し奥へ打ち込んで下さい。徐々にログが収縮して全体が沈み込む壁に

対して、ダボは収縮しないので、ダポが沈み込みの邪魔をしてしまい、その結果、ログ間に隙間が生じたり屋根を押し上げ

て隙間を作る原因となります。

●ダボは必す交互に打ち込みます。

SELFBUILD MANUALセ ルフビルドマEュ アル 12



完成までの手順

ログ間をネダポンドで接着

アド′ヽイス

●三角の妻壁部分は、両側のノッヂが組まれないため不安定になりますので、ネダボンドでログ間を接清したり、木ネジで止

めるようにして下さい。(図9)

0母 屋、桁用ログ上部は、屋根勾配に合わせて斜めにカットされていますので、使用場所に注意して下さい。

●棟木や母屋と妻壁の上端にはノッヂ部の構造上段差が生じます。通常は妻壁側の天端が、ログ梁天端より低くなる様に設

計されているので、野地板とのスキマを廻り線でお、さいで下さい。

※部材が横反り。ねじれ,縦反りしている場合、コーキング処理をする場合→(QSAコQ10"P27参照)

最後に4隅のノッヂ部に、上から通しボルトを入れます。(図10)

入りにくい時には、金づちで叩きながら下まで通して下さい。

上下にナットを入れて、上部は野地板を貼つた時に当たらないように、ノミで座掘りして、トップ回グ天端より出な

しヽように注意して下さしヽ。屋根に垂木が入るモデルは座堀りをする必要|よありません。

通しボルトは、
ノッヂ部の外側。
座j78りして、トッ
プログ天端より

出つ張うないよ
うに。

トップログ天端の座掘り加工は、現場にて行つて下さい。

SELFBUILD MANUALセ,レフビル ドマニュア,レ 13



完成までの手順

●ログ材ジョイント部施工の注意点

ログ壁交差部分にログ材のつなざがある場合、ログ壁の中～上段ではつなざ部分が開しヽてしまう傾向があるため、ログ壁組

立ての際には、十分注意して下さい。

写真は開しヽてしまつたつなざ部分両狽」の回グ材天端に、穴を開けてバール等を差し込み、荷締用ラッシングベルト、又はチエー

ンブロック等での引き寄せ作業を示しています。(写真①、②)お互しヽに、引き寄せたつなざ部分の上部には、キット内のジヨイン

ト用金物(写真④)を取り付けます。(写真③)又は、市販の木ビス等で固定し、ジヨイント部が開しヽてしまわないようにして下さしヽ。

(写真③)

ゴが就輯ぞ換

●写真はチェーンブロックにより、ログ材を引き寄せていますが、荷綿め機なども利用可能です。(写真②)

●ノッヂ部天端にジョイント用金物を取り付けただけでは、ジョイント部が広がつてしまいます。その場合は、下段のログまで

届く長い木ビスを打ち込むなどして、広がりを防止して下さい。

(写真①)

(写真④)

SELFBUILD MANUALセ ルフビル ドマニュアル 14



完成までの手順

3.屋根まわり

●垂木無しモデル (パッキナ・コスカ。メリ・タリー)(図 11)

図11

やこ一―一
補強用 角材 (キット外 )

アドパイス

●雪・風対策には、ステンレス製釘、本ネジ(キット外)を使用して下さい。又、鼻隠板の裏側に角材を取

り付けて補強して下さい。

● 破風板,2は含学部分で隙間が出来ます。トップ装飾板にてカバニして下さい。

●トップ装飾板は屋根勾配に合わせ、上部を現場にてカットして下さい。

● 破風板‐3は 防腐処理材です。

1破風板‐11(図 12)

ます、破風板のうち、1番短しヽタイプを、棟木、母屋、桁のログ小国に打ち付けます。

アドバイス

●破風板‐2を波形にするか、ストレートにするか選択できます。

●トップ装飾は、勾配に合わせて上部をカットして下さい。

こ野地板]

次に野地板を貼ります。この時にます、妻壁ログ上端が棟木、母屋、桁との各交差部の上端より、下がつてしヽる事を、確認して

から作業を始めて下さしヽ。

野地板は棟木、母屋、桁に釘止めしてゆきます。一部の野地板は、節が抜け落ちて穴が開いてしまう場合がありますので、室内

に見えないよう、軒先側にするなど、使しヽ方を工夫して下さしヽ。最後の野地板は、必要な幅にカットして貼ります。

爾
アドIMス

●備てて貼ると、野地板間に隙間が出たり、徐々に斜めに貼られたり、釘が棟木、母屋、桁に打たれすに室内から見えてしまっ

たりしますので、注意深く貼つて下さい。

用する釘使

02.5×60mm

(実物大)●野地

板、破風板、勇隠

板、三角材共通

図12        // %孝 /′イ

SELFBUILD MANUALセ ルフビルドマニュアル 15



完成までの手順

[鼻隠板][破風板‐21[三角材]

鼻隠板は、野地板と破風板‐1から釘打ちして固定して下さい。強風対策などでしっかりと固定させたい方は、木ネジを使用し

たり鼻隠板の裏側に角材(□45mmキット外)をあてるなどして下さしヽ。(図13)

三角材は、野地板の端に合わせ釘止めします。破風板-2は、三角材と上端を合わせて鋼止めします。(図14)

図14

空気層

※垂木

E屋根を断熱する場合](パッキナ・コスカ・メリ・タリー)

●簡易施工例

※べニヤ板 (野地板)
(45X90程 度)

＼
※断熱材

天丼板:野地板を転用

※べニヤ板 (野地板)

ログ梁

天丼板:野地板兼天丼板を転用

※断熱材

ビ
アドIⅥス

※断熱材受

0(パ ッキナ、コスカ、メリ)等を断熱施工すると、小規模建築物の為に夏期の室内環境が高温となる恐れがあります。

予め換気扇や換気回等の措置を施して下さい。

●(パッキナ、コスカ、メリ)等を断熱施工する際、キット外の垂木を野地板兼天丼板の上部に設けることで、破風板-1・-2

及び、三角材の長さが不足します。軒先側に合わせてゆき、中央部分の隙間はトップ装飾板にてカパーして下さい。(図12)

●上記施工法は簡易タイプとなります。小屋裏環境に配慮する場合は軒先に換気ガラリを設置します。断熱材上部に通気層

を確保して妻壁上部に小屋裏フード付換気口を取り付け通気経路を設けて下さい。この場合は小屋裏換気を有効にする為、

通気層を極力大きく確保して下さい。(下図参照)

0垂 木の配置は、使用する断熱材の巾に合わせて決定して下さい。

1壁:!竜理を空蝉主要」

十　

一　

一　

一　

一　

一　

十　

一

※フード付換気回(キット外)

フード付換気口(キット外)
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完成までの手順

●垂木のあるモデル (シエル・パロ・ルース・トゥーリー・ベルト)(図 15)

E屋根の納め方]破風板・鼻隠板の貼り方(標準仕様)

図15
破風板3

E屋根を断勲する場合]

垂木のあるモデル|よ、妻壁の沈みに合わせて垂木が外側へ(スライドする専用の金物がキットに入うてしヽます。

施工時に十分注意して下さい。

シエル又は屋根勾配の急な垂木あり

プランの面戸板は2枚目ねて舶工。 /―
べニヤ板(野地板)(キ ット外)

屋根垂木 (キット内)

断熱材 (キット外)

天丼板

キット内の野地板 (天丼

板兼用)を天丼板として、

長さを屋内内寸でカット

して使用します。

※断熱しない場合 (憂木

表し)天丼板は垂木の上
へ施工します。

多が

野地板はべニヤ板
を最膏りのホーム

センター等で購入

して下さい。

(厚み1 2mm)

金物との干渉部分を

カットして下さい。

垂木は妻壁の沈み込み

に対して外側へ、スラ

イドします。面戸板は

垂木に固定しないで下
さい。

垂木スライド分のセト

リングスペースを確保
し廻り紙で隠します。

SELFBUILD MANUALセ ルラビルドマニュアル 17



完成までの手順

[屋根垂木の取付け方]

垂木のジョイント部は
三角形 (キット内)の板
を使つて貼り台わせます。

(片面のみ)

[アスフアルトルーフィング](キット外)(図 16)

屋根全体にアスファルトルーフィングを貼つて下さしヽ。下から上に重ねてゆきます。ルーフィングはタッカーなどでしっかりと

留めて下さしヽ。

[水切板金](図 16)

左右軒先端部にシングル釘で打ち付けます。両端は金切バサミで加工して下さい。釘を打つ間隔は30cm程度です。

破風板‐3は、仕上のシングル材を貼つた後、最後に留めます。(図11参照)

尚、強風雨対策には、破風板‐3の幅を狭くカットして板金 (キット外)などを破風板‐3に巻き付けると良いでしょう。

※屋根を断熱仕様にする場合→(Q&A,Q8.P27参 照)

[野地板・天丼板]

桁・母屋・棟木の出寸法に合わせて貼つてしヽきます。注意事項は前項と同様。

E断熱材]

隙間が無しヽように断熱材を詰め、垂木にタッカーで取り付けます。

,レーフィング

※屋根勾配のきつ

いモデルは垂木を
スライドさせる為に、

釘止めしないで下
さい。

垂木は妻壁の沈み込みに

対して外側ヘスライドします。

キット内のスラィディング

金物で固定します。

SELFBUにD MANUALセ ルフビルドマニュアル 18



完成までの手順

4口屋根仕上!ザ

[軒先用角タイプシングルの敷き方](図 17)

ます、左右の軒端に1列づつ釘打ちします。角タイプシングルを重ねす貼つて下さい。

こデザインカットタイプ](図 18)

軒端から横に一列づつ貼つてゆきます。釘|よ2列目のシングルが、か8 っヽて隠れる部分に打ちます。

端で半端が出たら三角材の端に合わせてカッターでカットします。その余り材も無駄なく使用して

下さい。次に2列目を貼つてゆきます。同様に棟まで仕上げます。棟部は屋根両側からの半端分も2

重に重ねて釘打ちします。

アスフアルト
シングルに
使用する釘

図17角
タイプ

●2.5×20mm(実物大)

軒先に使用する]枚目の角

タイプシングル材は、5cm程

度外侵uこ出して貼つて下さい。

[棟用角タイプ](図 19)

棟部に1列に貼つてしヽきます。約3cmすつか8 りヽが出ますが、念のため仮置きし確認してから釘止めして下さしヽ。最後に三角材

の立ち上げ部分にしつかりと釘止めを行つて下さしヽ。シングルが貼り終わつたら、破風板‐3を取り付けます。(図11参照)

●シエル、パロB、プー、トゥーリー等に関して軒先(突出部)は防腐対策

としてアスファルトシングルを立ち上げて施工して下さい。

アドパイス

●キット内のアスファルトシングル材の裏面は、接着材が予め

塗布されています。とうめいのフイルムをはがして、接着面

を下にして施工して下さい。とうめいのフイルムは、施I時

期によつてはがしにくい場合があります。

●冬期は接着面がかたく接着力が55い状態ですが、施工後、何

日か晴天が続けば、太陽の熱で接着力が回復します。

1枚ロデザインカット

]枚目のデザつ カットシンクし本引よ、

凸部分の中心を角タイプシングル

材の継目に合わせて貼つて下さい。

2枚目のデザインカットシングル

材以降は、これまでの施正方法

と同様に貼り進めて下さしヽ。

角タイプシングル材は、重

ねすにそのまま敷き詰め

て下さい。(軒先両サイド)

アスファ,レト
シングル

アスフア,レト
ルーフィング
(キット外)

角タイプシングルを適度にカットし破風側に立ち上

げるようにして貼つて下さい。端部はのぼりよどにか

8やせます。

細かな部分は、コーキング等で水が入らなしヽように

納めて下さい。
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完成までの手順

(根太受け、根太、大引きに防腐防蟻剤塗布)

[根太受]

ます、左右の土台ログに、下端を合わせて釘留めします。(図20)

[大引]

基礎のとり合しヽに合わせてカットし、基礎の上にのせます。あとから根太と釘留めしますの

で、ここではのせるだけで良しヽでしょう。

[根太]

根太受にのる部分はカットされてしヽます。(図21)

その後、約45cm間隔で配置し、根太受と大引に釘打ちして下さしヽ。又|よ床板がジョイントさ

れる下部には必す根太が必要です。各モデルの床伏図を参照の上、根太の配置寸法を決定

して下さしヽ。

※断熱工事をする場合→(Q&A.Q8,P27)

る卸便用す

左:03.4X100mm
(実物大)o床 (根太、
大ヨDテラス床椰訪【)
共通
右:●2.5×60mm
(案物大)●野地板、
破嵐板、い隠板、三角
材共通
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完成までの手順

フロアー釘を使つて、床板の実(さね)部分から根太に釘打ちします。(図22)

釘締めを利用して、しつかり打ち込んで下さしヽ。2枚目からはあて木をして、床板を日日き込み,実を噛み合わせて隙間が出ない

様に貼つて下さしヽ。最後の床板は必要サイズにカットして使用して下さい。

フロアー釘    根 太

ン1抑昭
●床板の巾や厚みに若干、差がある為、床板の表側の角をカンナがけをしてから、少し面取りする事をおすすめします。又、

野地板同様、平行に床板が描れるように調整して下さい。

●床に断熱工事をする場合(図23)

[根太]

根太の左右(ただしログの壁際の根太に|よ片側だけ)に、べニャ板受用の角材(□30mm程度キット外)を釘止めし根太を取り付

けます。

[べニヤ板]

L900mm×W]800mm×厚み日5.5mm/使用 (キット外)根太間に隙間の出ないように敷き、受用の角材に釘止めします。

[断勲材]隙間の無しヽように敷き、タウカーで止めて下さしヽ。

こ床板]前項同様に行しヽます。

べニヤ板(キット外)

べニヤ板受材(キット外)

アドバイス

●スタイロフォームなどを使用する場合、べニヤ材板は不要です。スタイ由フォーム専用の受け金具を用意して下さい。

●床板に継ぎのあるモデルは、継ぜ下部に必す根太を配置して下さい。
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完成までの手順

フ.ベランダ床・手摺 (ログ手摺使用の場合)

ベランダ用の床板・根太受・根太には、緑色の防腐処理材を使用します。

[根太受・根太](図24)

3本の根太を横に流します。厚みの薄しヽ根太は、ドアのある壁と手前の手摺部の土台ログに下端を合わせ

て、釘留めします。太い根太は中央に配置します。

[床板](図 25)

約6～7mmの隙間を開けて貼りますが、念のため仮置きし、確認してから釘留めして下さい。尚、間隔をと

る際に|よ、隙間厚の小板をつくり使用すると効率的です。

図24         回 ?壁際の薄い根太

使用する鋼

●2, 5×6 0 m m
(実物大)●野地
板、破風板、鼻隠
板、三角材、根太
受け共通

アドパイス

●ログ手スリの無いモデルの床施工は、多少異なりますので告モデルの床伏図を参照して下さい。

●外部デッキ周辺の針は、別途ステンレス製の使用をおすすめします。

[手摺補強](図26)

必要な長さにカットして鋼止めします。

●テラス手摺の補強板の取付け方

キットに入つてしヽる117mmX20mmサイズの板を釘止めします。

(笠木トップ45mm×1 45mm/防腐処理材)

※ベランダ床の高さが地面わち lM以 上となる場合、建築基準法より手摺の仕上高さは、ベランダ床より1,lM以上とするよう

に定められてしヽます。確認申請を出す際には、注意して下さい。
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完成までの手順

8.建具 (窓・ドア共通)
●テノランス、Tボードの施工について(ログ厚75mm、92mm以上モデル)
ログ壁には、建具を取り付ける為の開口があり、ログ厚75mmと92mm以上のモデルには、開口両サイドにミゾ加工がりあます。
このミゾ部分に、テノンラス(ログ厚フ5mm)又はTボード(ログ厚92mm以上)を打ち込みます。建具本体は、これらのフレームに
固定して下さしヽ。建具本体が、ログ壁のセトリシグの影響を受|ナなしヽようにしてしヽますも

建具等のログ壁開田部

Tポード
(ログ厚92mm以上)

下部のみビス留め

ログ厚75mm

ログには固定しないテノンラス

ログ厚92mm以上

アド′母イス

●テノンラスやTボードは、ログ壁に固定しないで下さい。ログ壁のセトリングの妨げとなり、ログ壁にスキマが発生します。
●建具本体及び、建具用カパーポードの詳しい取り付け方は、建具の項を参照して下さい。(P23参照)

テノンラス
(ログ厚75mm)
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完成までの手|‖買

●建具の取付方法

ログ開田部に建具をのせて、左右の隙間を均等にします。1人に片側を押さえてもらしヽながら、下の枠をログに3ヶ所釘止めし

て下さい。(図27口a)次に、左右の隙間にはめ込むためのくさび(キット外)又は板材(キット外)(図 28)を用意し(窓は上下2ヶ

所、ドアは3ヶ所)左右の隙間にきつく|よめ込んで下さい。板材を利用する場合|よ、ログと建具枠に仮固定のあて木 (キット外)

をし、その間に固定用板材 (キットタ|)を、はめ込んで下さしヽ。(図27‐b)は め込み具合を調整し水平が取れた所で、左右の枠

からくさびを|よめたところに少々上向きに釘止めして下さしヽ。ログ厚より出つ張つたくさびはカットして下さしヽ。上部の隙間は、

セトリングスペースとして必要な隙間です。建具の固定が完了したら、建具まわりの隙間に断熱材を話め隙間風の侵入を防ざ

ます。最後にカバーボードを取り付けます。(図29)建具の枠に1,5～2cm程度重ね、ログではなく建具枠の方に釘止めします。

上部には霧除け及び霧除け受けを取り付けて下さしヽ。防水対策を行う場合は水切用の板金 (キット外)施正をして下さい。ド

ア取手の取り付けは、カバーをあてた後、ノブを差し込み六角レンチでイモネジを締め込んで固定します。(図30)

※ログ開田部の両側に補強材としてログ厚75mmモデルには、テノンラス(キット内)ログ厚92mm以上のモデルにはTボード(キッ

ト内)を施工します。(ログ厚32mmと50mmのモデルに|よ、開田部の補強材はありません。)

※セトリング対策のため、回グ壁には

直接釘止めしなしヽで下さしヽ。カバーボー

ドは建具枠側に釘止めして下さい。

●カパーボードの取付方
キリヨケ(霧除け)

キリヨケ受け

出張つた部分は
カットして下さい。

くさぴ(キット外)
又は板材 (キット外)

くさび(キット外)
にて固定をします。

A部 分のイモネジ

をマイナスドライ

パー又は、六島レン

チで固く締め込ん

でゆくと、角棒の薦

に引つ掛かつて固定

されますも
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完成までの手順

●内部ドアの取付方法

ログ壁に内部ドアを取付ける場合は、ログ壁の厚みより、内部ドアのフレーム厚(92mm)が巾広の為、すき間ができます。すき

間には余り材、又はすき間隠し板 (キット外)を別途用意してほ、さしヽで下さしヽ。(図31)造作壁に内部ドアを取付ける場合は、造

作壁の厚みが、内部ドアフレームより、巾広なります。余り材、又はワイドエングボード(キット外)を別途用意して造作して下さ

い。(図32)壁とドアフレームにすき間がある場合は、べニヤ板(キット外)などですき間をうめて固定して下さしヽ。(図32)

図31               内 部ドアフレーム(厚92mm)

カバーボード

内部ドアフレーム(厚92m舟)

余り材又は、ワイド
エングボード(キット外)

すき間にはべニヤ板 (キット外)
を、はさみ込んで下さい。

Ｅ
宮
Ｏ
ｍ
一
１
て
り
Ｎ
一
ｈ
・――

アドパイス

●建具取付の作業は、2人で行ないましょう。建具が倒れてガラスが破損したり怪我をしたりしないように注意して下さい。

●作業の前に、窓の丁番のビンが抜けていないか確認して下さい。ピンが外れていると、作業中に扉が外れてしまう恐れがあり

ますので注意して下さい。

●窓の丁番用ピンの方向には上下があります。取付時に注意して下さい。(あおり止め金具は、マド下部に取付け済)

●取手固定用ネジがマイナスネジの場合は、マイナスドライパーにて固定して下さい。

●外壁に取付ける建具フレームと、壁開日には、クリアランスがあります。建具固定後に、防水テープ又は、コーキング材等で、

小さなクリアランスをシールしてスキマ風や、雨水の浸入を防止して下さい。又、建具上部の大きなクリアランスには、収縮

性のある市販のグラスウール断熱材を充てんして下さい。(図33)

0建 具上部のクリアランスは、セトリングスペースとなる為、防水・断熱には、必す収縮性のある物を使用して下さい。

図33

セトリングスベース

グラスウール断熱材
又はコーキング材 クリアランス
その他、防水デ

コーキング材

グラスウール断熱材等収縮性のある物

その他、防水テユプ

建具フレーム
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売成までの手順

9口巾木・廻り緑

巾木は横に寝かせて、床と壁の隙間を隠すように四方に回します。(図34)床板用釘で、30cm間隔に止めて下さい。

天丼廻り縁(図35)は壁と野地板の隙間を隠すように内外とも四方に取り付けます。

図34

床巾木

%

る鋼使用す

餓マZ母17ド,いTス
●巾木や廻り線を留める場合は(別途)、市販の化粧用かくし釘の使用をおすすめします。

●床巾木及び、廻り線の寸法形状は共通です。 ●2,l X50mm

(乗物大)●床板

10.塗筆(外堅・室内床)
組み立てた後、すみやかにログ小日の部材番号シールを剥がして下さい。長期間貼つたままにしておくと、ログが日焼けして

シールの跡が残ります。叉、ログ材の小口部分のパリ(ささくれ)をとる為、紙ヤスリ等で小回の角を面取りして下さしヽ。小口

部分もサンダー等で磨しヽてわ`ら、塗装をすると綺麗に仕上がります。床板も同様に1度ヤスリがけをして、表画を磨いてから

塗装作業をして下さしヽ。汚れやほこりを取り除き、乾しヽた状態で刷毛を使つて2度塗りして下さしヽ。

|アド′ヽイス

●コスカAタイプ外部塗装に対してオイルステン塗料の場合は、外壁必要塁/3.50×2缶～3缶程度、室内床必要畳/49程 度

(モデルにより異なります)

●外壁塗料は、弊社でも置用意が出来ます。

※商品名 『ステンプルーフ』(40缶 )/¥lT,025(送 料・込)

※商品名 『ノンロット』(3.50缶 )/¥9,800(送 料・込)

色見本より、お好みの色を選んでいただけます。詳しくは、担当窓回へお問い台せ下さい。

●塗装を行なう場合、塗装面の仕上がりは、天気に大きく左右されます。極力、晴天時に作業を行なって下さい。

●塗装面の材料が、濡れている場合は十分材料を乾燥させてから、塗装して下さい。

●建具への塗装作業時には、ガラス面を市販のマスキングテープ(キット外)等で保護し、ガラスに塗料が付かない様に注意

が必要です。
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メンテナンス
セトリング

セトリングによつて通しボルトが緩みます。セトリングは建築後、1～2年ほどで落ちつきますので、時期を見てスパナ等にてナ

ットを締め付けて下さしヽ。ナットの緩み具合で何mmセトリングしてしヽるか一目でわかります。またナットをきつく締めすぎると

ログを傷つけてしましヽますので、手で回らない程度の締めつけで結構です。

塗装

外壁の塗り替え時期|よ建物建築後2～3年を目安とします。建築地の条件にもよりますので、外壁の様子を見てこ判断下さしヽ。

塗り替え時には必す壁画の汚れやホコリをされしヽに取り、薬品であく洗しヽとカビ取りをしてから行つて下さい。壁面が完全に

乾いた状態で、塗装面の上方から刷毛塗りを行います。又、雨あたりの激しいログ壁の下部(土台ログ周辺)や、デウキ手スリ

等は、極力1年に1度は、上塗りを行なつて、材料表画の防水性を高めて下さしヽ。

Q&A

回 :セトリングつて何?

Al:ロ グ材を横に積み上|ずるログ八ウスの壁は、ログとログの重ね部分の食しヽ込みや乾燥によるログの収縮と自重によつて

下がります。この現象がセトリングです。約2年程度で落ち着きますが、その間、収縮に合わせて通しボルトなどを調整す

る必要があります。

回 :遭路が採くトラックが入れない場合は?

A2:比較的広めの場所で梱包を開け、軽トラックなどに移し変えて運んで下さしヽ。

回 :布基礎の場含の土白ログは?

A3:基 礎を布基礎とし、アンカーボルトで土台ログを固定する場合、国グにはアンカーボルト用の穴は開いておりませんので

アンカーボルトの位置に合わせてログに穴を開けて下さしヽ。その際、ナット部分がログと干渉しますので座彫りして対応

して下さしヽ。(図A)

回 :土台用の角材 (キット外・角材図1 05mmや図1 20mmなど)を使用する場合

A4:ます、土台となる角材を基礎の上に、角材とログの夕+面が鋼うように配置します。以下上記同様です。固定の仕方として

は、基礎と土台用角材をアンカーボルト等で固定しt土台用角材とログをL型金具等で内根」に止める方法もあります。(図B)

回 :建異のガラスが割れていた場合は?

A5:最寄りのガラス店で入れ直して頂き、かかつた費用を残金より相殺または返金させていただきます。弊社に窓の在庫があ

る場合には、交換もしくは、ガラスのみ送付(この場合、取付はお客様にお願いします。)にて対処させて頂くことも可能です。

但し、お客様の取り扱しヽ上、割れてしまつたガラスに関しては、この限りではありません。

※ナットの分だけ
座堀りしてくださしヽ。

ロ
グ

土台 1  大 引き

!魯陥
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メンテナンス Q&A

【E】:カビが発生した場含の対処方法を教えて下さい。

A6:専 用の薬品で処理できますので、DIYショップでこ購入いただくか、弊社にこ注文下さい。ただし、発生から長期間経過し

てしヽる場合は、落とせなくなる恐れもこざしヽますので、発見後すみやかに処理を行つて下さしヽ。

団 :査石等の基礎位置の決め方を教えて下さい。

Aフ:基礎の位置が|よつきりしなしヽ場合は、最初に土台ログを組んでしヽただき、各コーナーの対角線を計つてログ交差部が直

角である事を確認した上で、土台ログに合わせるように基礎の位置を決定します。

回 :床・天丼に断熱工事を行うには…?

AB:<屋 根>施 工方法で異なります。

(垂 茶署モヨ|;:|;蛋冨 )

<床 >

・床 (根太・べニヤ板・断熱材・床板)(P21図 23参照)

・スタイロフォームの場合べニヤ板不要

回 :F型金物 (部材の精正・横反り、ねじれ)、矯正釘の便い方は?

A9:ロ グ組時、ログの反りやねじれにより実(さね)が噛み合わなしヽ場合には、キットの補助道具を使つて矯正します。片側の

ノッヂを軽く組んで、もう一方のノッヂ付近に補助道具を|よめ、押す、引くなどテコを利用してログを垂直に立て、そこで

木槌でたたしヽて納めます。(図C)

HE● :コ…キング処理をする場合。

A10:雨 漏り防止や居室の気密性を高める効果のあるコーキング処理をする場合、ノッヂ部に居室を囲むようにコーキング

材を盛つて下さい。(図D)

皿 :釘などの部材が見つかoません。
All:最 寄のホームセンター、もしくは金物店でお買い求め下さしヽ。キット内の部材を必す使わなければ完成しないとしヽう訳

で|よこざしヽませんので、用途に合わせて適材をお求めになられる事をお勧めします。

IttHJ:語 を追加する場合は?

A12:追 加用の窓をキット本体と別にこ購入しヽただしヽた場合、ログ壁を組んだ後に窓を追加する部分をチェーンソー等を利

用して切り抜しヽて開回して下さしヽ。

日■に :電気配線について

A13:ロ グ厚75mm以上のモデルはダボ穴を電気配線用の穴として利用できます。あらかじめ電気配線する場所を決めておき、

ログ組の際にダボを打たなしヽようにしておきましょう。ログ厚50mm以下のモデルにおしヽて|よ外部から直接穴を開けて

配線して下さしヽ。

ログ組反り矯正補助道具
鉄製F型

図C

下に押す

ヽ
ノ 上に持ち上げる

あて本をあてて

傷がつかないように
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Q&A

EEE:自アリ対策
A14:専 門会社へお問い合わせ下さしヽ。

■8■L‐E:多雪地域での建築について

A15:屋 根の積雪が50cm以上になる地域では、こ判断の上、急勾配屋根に変更するなどアレンジプランの検討が必要になる

場合もあります。又、原型モデルの場合などは、屋根の仕上材を変更したり棟木、母屋の補強 (立柱、斜材を使用する)など

の現場対策を講じて下さい。

■8BE】 :確開申期について

A16:当 社では各種申請に対し、申請用図面及び構造計算書の有料提供までのお手伝いとなり、その他申請に必要な案内図、

配置図、申請書の作成及び提出手続きはお客様のこ手配となりますのでこ了承下さしヽ。延床面積100甫以内で2階以

下の建築物につしヽては建築士の資格のなしヽ方でも個人申請を行なえます。詳しく|よ役所内建築指導課などの窓口に

こ相談下さしヽ。

■H四 :換気扇、家具取り付iナの場含のセトリング対策は?

Alフ :ログに開口を開けて機器を設置する様な場合、ログ壁には直接固定しなしヽようにして下さしヽ。窓の取り付け方と同様

に、機器とログ壁を固定せす、セトリング対策用下地フレーム等を施工して、機器を仮固定するなど対策を行なつて下

さい。また棚等を設置する場合、ログ間のセトリングを意識して設置するように心がけて下さしヽ。

い■E=:強 風対策について古

A18:ロ グ組…妻壁のノッヂ組をしなしヽ部分や、通しボルトのない部分については、ログ間にネダボンドを使用して接着、また、

1段ことに木ネジを打つなどの措置を行つて下さい。

野地板.鼻隠板などの板材…キット内の釘ではなく市販の木ネジを使用するようにして下さしヽ。木ネジはお客

様にてこ手配願しヽます。

軒・屋根全体…棟木、母屋、野地板をカットするなどして軒の出を小さくし、風圧を受けにくくなるよう正夫して下さしヽ。

また、ベランダ付きタイプ(A・Bタイプ)で、下から巻き上|ずる風による正面屋根のあおりの心配がある場合は、

ベランダログと桁、母屋、棟木を立柱で補強するなどして下さい。
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■注意事項
1.このマニユアルの―部または全部を株式会社ビックボッタスの督面での許可なく無断で使用・覆事・複製するこ々 はその形態を問わす察じます。

2。このマニュアルに配載されている内容は、2010年6月現在のものです。騨磁内害は、予告なく変更する場合がありますのでt置了承下さい。 |

3,新商品の発売や仕様改善等にようヽ本マニユアル内容と沿わぬ場合がありますので、こ了承下さい。

4.弊社は第二者の製品奪については、情報t呂3述に関して責任は負いません。

5.このマニュアルの内容についてはt万全を期して制作していますが、万Tお気付きあ点がありましたとtこ遠描いただけますようお願し`いたします。
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