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DAIRINオーダーメイドシステム　『全体の流れ』 多彩なお客様の要望に応えるDAIRINのオーダーシステム

状 況 精 査

全体予算との照合

納 　 　 品

詳細打合せ

現 場 調 査

見 積 依 頼

ご　注　文

●施主様　住宅会社様　専門店様　流通業者様等の確認
●指定地域（〔例〕防火地域　準防火地域　斜線規制）の確認
※製品の床面積又は高さによっては建築確認が必要です

●ガス管　電源管　給排水管等の埋設状況の確認
●住宅デザイン　色調　ご希望デザイン
　ご希望オーナメント等の指示

●製品本体見積り　スケッチ見積り　CAD見積り　サイズ等
●製品本体に附帯する見積り　外構全体予算との照合

●製品に対するご希望予算等のお申し付け

●図面上での全体寸法　製品寸法等の確認
　  注）注文製品図及び製作詳細図など必ずご承認捺印の上ご提示ください。

●下地出荷（現場にて仕上げ） 仕上げ出荷　出荷製品の仕上げ方法を確認
●納期の打合せ
●製品名　価格（見積り書参照）単位　納品場所等明記の上　弊社宛てFAX

規格品以外は現場直送が基本です。
荷受け業者様、立ち会者様、ご希望時間等お知らせください。

　注）施主様の希望に対応するため、現場毎に製品の形状が異なります。サイズも小型から大型まで幅広く対応しています。
　　　製品によっては配送、据付時に危険なサイズも有り、出来るだけ当事者様との打合せが可能になるようご配慮してください。
　注）基礎との取り合い等、情報を的確にお知らせください。

     発注者　受注者事前打合せ

ご注文

●納入指定場所トラック4ｔユニック車進入の可・不可を確認
　注）大型製品によっては10ｔユニック車対応の場合もあります。クレーン専用車の手配をお願いする場合もあります。（別途打合せ）
●躯体（製品）の大きさ、W（間口）×H（高さ）×D（横幅）×厚み等
※躯体内の埋設物、オーナメント、電源、給水、配管等の有り・無しを確認してください。
※躯体重量、又、防火地域、準防火地域での設置は事前に可・不可の確認をしてください。
（躯体表面にタイル・石材なども下地として製作上可能ですが、資材の厚みのあるものには限度があります。）
●壁仕上げの場合：テクスチャー　色調　工法等
●希望納期：①余裕（有り・無し）　②厳守
●納入地域：住所　場所（近況の見取り図）　道路幅　狭小地等
※TEL、FAX、メール等で打合せます。

ステップ２

ステップ３

ステップ４

1-1

1-2

2-1

2-2

3-1

3-2

ステップ１

FIT GATE、FIT WALL、製品は全てオーダー品となります。工場内製作工程は機械化プラス手作業（職人
技術）から成り立っております。従って、貴社より弊社へ発注される場合、下記打合せが必要になります。

現地調査報告　写真等

■ご注文段階となりましたら、製品図、基礎図（弊社作成図）をご確認頂き、図面上にあるご承認欄に必ずご捺印願います。
■ご注文の際は郵送又はFAX、メールでご連絡ください。電話など口頭によるご指示はご遠慮ください。
■ご承認図とご注文書を確認後、製造に入ります。
※口頭でのご指示は後々のトラブルの原因となりかねません。書面によるご指示をお願いします。

ご注意

※お客様からご支給頂く製品が弊社に納入されるのが遅くなりますと、納期が間に合わない恐れがあります。
※電気錠や特殊な備品などの特注品は納品までに大変時間がかかります。予めご了承ください。
※鋼板や壁塗りの色などは実際の物とカタログ掲載の色、雰囲気が異なる場合があります、実物をご確認頂くことを
　お奨めしています。
※ご要望をお聞きして作図となるため、少々お時間を頂きます。予めご了承ください。
※大型製品を納入させて頂くため、大変危険が伴います。現場状況で判断に迷う場合は、より安全を重視したご判断を
　お願いします。
※納品の際は、必ず現場責任者様の立ち会いをお願いします。

全体の流れ
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※分割納入し現場にて合体させる方法があります。

DAIRINで対応

お届けしたいのは安心と信頼
そして独創性のお手伝いです現場状況

確認
現場状況
確認

※納品不可能な場合があります、事前に必ず確認お願いします。
※設計段階から配慮が可能な場合があります。
※納品不可能な場合があります、事前に必ず確認お願いします。

お客様で対応して頂くこと

●交通量と交通規制
使用許可  ガードマンの必要性

●作業可能距離
トラックと荷下ろしまでの距離
※重量にもよりますが、3m以内とします。

●作業時の基礎障害物
GATE据付の邪魔になる障害物はないか？
水道メーター・汚水雨水配管・マス等が基礎打設の邪魔に
ならないか？

両サイドに塀などの
障害物はないか？

※極端に道幅が狭い場合はキャスターにて手押しで納品
　することもございます。その際はご協力お願いします。
※現場にてラフター等お願いする場合があります。

※移設をお願いする場合があります。

※撤去をお願いする場合がありま
　す。

●作業時の天上障害物
ユニック作業の頭上障害物
高架橋・電線・看板・樹木・その他

狭小路・渋滞路・一方通行・
時間帯進入禁止・通学路

※必要な場合はご準備願います。

●道路幅と高さ
道幅・クランク等による通行可能なトラックサイズ確認
高架橋・電線・看板・樹木・その他

荷台サイズ　幅×長さー2トン車1800㎜×3600㎜
荷台サイズ　幅×長さー4トン車2400㎜×5400㎜
                                  （補助板使用6400㎜）
荷台サイズ　幅×長さー7トン車2500㎜×6800㎜
荷台サイズ　幅×長さー2トン車2400㎜×8700㎜
                                  （補助板使用9700㎜）

製品を乗せた高さ　4000㎜
（製品高さ3000㎜＋荷台高さ1000㎜）

状況確認
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DAIRINで対応

DAIRINで対応 お客様で対応して頂くこと

ＤＡＩＲＩＮの躯体は
木造と鉄骨のハイブリット工法です躯体躯体

お客様のお力になりたい 多彩なご要望にお応えします壁壁

※鉄骨構造の強さと、ツーバイ工法の強さを合わせ持ちます。
　デザインに合わせ、弊社が構造計算に基づいて設計します。

※壁仕上げ方法をご指示ください。
　細部の納まりを調整します。

※防水下地で出荷されます。
　下記の仕上げを施してください。

※石材を貼られる場合50㎏／㎡までの貼り材に対応します。
※一般的な壁仕上げ材と相性が良い下地です。
　ご不明な点はご相談ください。

１.構造計算に基づいた頑強な下地

２.材質強度試験の実施

３.耐風圧強度試験の実施

■壁塗り仕上げ ■タイル貼り仕上げ

コテ仕上げ

吹き付け仕上げ

ローラー仕上げ

石タイル貼り

レンガ調タイル貼り

タイル貼り

※壁部分に施してある
　表面素材は防水層です。

※防水層に穴を開けるような施工による壁の仕上げはご遠慮ください。
※現場状況により現地仕上げが困難な部分に関しては事前に
　ご相談ください。工場にて対応させて頂く場合があります。

ホワイト ベージュ

アイボリー グレー

施主様より躯体を指定されることはご遠慮ください

工場で壁を仕上げる事も
出来ます。

事前仕上げ

躯体と壁
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DAIRINで対応 お客様で対応して頂くこと

DAIRINで対応 お客様で対応して頂くこと

素材により異なる屋根や住宅の雰囲気
住宅の壁・建具とのバランスを考えてお選びください

※ダウンライトやLEDを組み込むことも可能です。
　照明器具はご支給願います。

※特別ご指示が無い場合は、防水下地状態での納品
　となります。壁と同様に仕上げをご検討ください。
※ご要望に応じた天井仕上げは可能です。事前に
　ご指示ください。

※特別な場合を除き、瓦以外の屋根の仕上げは
　工場で可能です。

木板張り仕上げ アルミ天井材仕上げ

天井をどのように仕上げるのか？
天井の化粧でワンランク上のGATEとなります天井天井

等対応可能

屋根
＆
笠木

屋根
＆
笠木

指定防火地域等の
配慮を含めて
ご検討ください。

U203E ホップシルバー HB91E 黒 ブラウン

HB61E 茶

GL鋼板（ガルバリウム鋼板）

純　銅　板

ステンレス鋼板

色指定が可能です。（基本カラー3色）

金色から緑青色に変化、風情があります。

瓦葺き仕上げを考えた下地（防水紙貼り下地まで） ※瓦工事は地元の専門業者様にご依頼ください。

色指定が可能です。

防水紙貼り下地まで

※ご支給頂く製品の後付けは非常に困難です。
　必ず製造前にご支給頂きますようお願いします。

屋根と天井

※ 壁塗り、タイル貼り、石材貼り等を施す場合、アクリル系弾性接着剤をお奨めします。
　 注）モルタルによる圧着はしないでください。
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作図（製品図、基礎図等）・お見積りなどご提案させて頂き打合せします打合せ打合せ

DAIRINで対応 お客様で対応して頂くこと

木製の色々なデザインの扉を製作出来ます

※電気錠の場合は、配線計
　画図（システム構成図）
　が必要です。
　（テンキースイッチ・裏
　施錠解除スイッチの位置
　など）
※鍵の高さと防犯性能（格
　子戸の場合、隙間から手
　が届かないようなデザイ
　ン）
※鍵同様に取手部品も、ご
　支給頂くことが可能です。

扉扉
※木製扉は多彩なデザイン・寸法にて制作できます。
　特注アルミ・スチール等もお気軽にご相談ください。

※通常は弊社指定のシリンダー錠を取付けます。
　その他希望のある場合はご支給ください。（電気錠など）
※電気錠の大きさにより組込みが不可能な場合
　がございます。事前にご相談ください。

扉

鍵

DAIRINで対応 お客様で対応して頂くこと

※備品の種類又は躯体の設計強度上の理由により、
　後付けが不可能又は、難しい場合があります。

●埋め込みポスト・表札
●インターホン配線用配管
●照明配線用配管・電気錠・
　コンセント
●雨水樋内部配管・水栓用配
　水管
●その他配電盤・制御盤等の
　埋め込みと配線用配管

※躯体内部に埋め込む備品は
　ご支給願います。
　（表札、インターホンなど、後取り付けする
　場合も、下地等異なりますので事前にお
　知らせください。）

備 品備 品

DAIRINで対応

ビルトインタイプ＝表裏化粧仕上げ 露出タイプ＝表化粧・裏側アルミケースむき出し

●自動ドアエンジン
　（シングルスライド・ダブルスライド・トリプルスライド）

●手動

●半自動ドア（開き手動、閉まり自動）
●軽量シャッター（露出タイプ　ビルトインタイプ）

扉・建具
駆動方法
扉・建具
駆動方法

ビルトイン 露　出

※重量シャッターは躯体から異なります。現地取り付けとなりますのでお客様でご手配願います。
※開口が6000mmを超えると重量シャッターとなる可能性があります。必ず事前にご連絡ください。お客様で対応して頂くこと

扉と備品
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