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耐震エクステリアは大林の登録商標です

設計者様向けマニュアル



従来エクステリアの掲示板は、ポスター
や案内などを掲げる掲示板でした。�
�
過去には、ＦＩＴ－ＧＡＴＥ・ＷＡＬＬにも�
掲示板商品を組み込んだ施工例もあり
ました。�

「デジタルサイネージ」ってご存知ですか？　�
駅のホームなどで見かける電子看板です。屋外用モニターを組み込む
と掲示板が変わる　看板が変わる　街並みが変わる　�
�
新しいウォール・ゲートのご提案です。�

— 来期にご期待下さい。—

1

ＦＩＴ－ＷＡＬＬ デジタルサイネージ 現在開発中



ＦＩＴ－ＧＡＴＥ　設計者様向け　設計資料�
	
　搬入車両寸法にて分割位置を考慮します。�

設計ポイント　2ｔユニック車進入可能な場合　Ｗ３６００×Ｄ２０００�
　　　　　　　　　4ｔユニック車進入可能な場合　Ｗ６２００×Ｄ２２００�
　　　　　　　　12ｔユニック車進入可能な場合　Ｗ９７００×Ｄ２２００�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共通　ＧＬＨ２９２５までをワンユニットにすることが可能です。�
�
ワンユニットで配送が可能な場合は、据付補助作業費がお値打ちになります。�
（設置日当日は、荷降し時の躯体支え及び位置確認などの軽微な作業のお手伝いをお願いします。）�
�
シャッターゲートの場合　有効開口Ｈ２３００　梁高Ｈ６００　ＧＬＨ２９２５　でのユニット製造が可能です。�
それ以上の開口高さが必要な場合は、上部分割搬入となります。（３頁参照）�
�
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3

設置日は、現場工事店様もしくは現場責任者様の立ち合いをお願いします。

ワンマン設置の場合は、ユニック操作時の躯体支え補助をお願いする場合がございます。

標準設置の場合

❷据付け作業❶ 12 t ＋ 4 t ユニック車で出荷

❹ 溶接固定❸躯体と躯体はボルトで連結ドッキング



➊柱パーツの建込み	 ➋梁パーツの建込み　　（写真はケース露出タイプ裏面より）	

➌��下地完成写真�

下�の場合は分割納入となります�

①　シャッター有効開口がＨ２３００を超える場合�

②　求められる躯体の大きさがトラックのボディーからはみ出る場合�
　　※下地完成品での納入ができない場合�

�　�ｔユニック車の進入が��な場合�
　　（２ｔユニック車の進入は必須となります）�
　�

分割設置の場合は分割ラインが残ります。タイル・石材貼り仕上げをお勧め�
しますが壁吹付け仕上げの場合は、荒い仕上げパターンを施して下さい。�
塗装用パテなどで分割ラインを消してから仕上げ施工をして下さい。�

設計のポイント	
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防火地域・準防火地域　２２条地域の場合�
�

防火地域及び準防火地域　２２条地域の場合において一番重要なのが表面の仕上げとなります。	
タイル・石材貼りの場合は、防水下地に施工が可能ですが、吹付け　コテ塗りなどの壁仕上げの場合は、	
現場にてモルタル塗りを施工していただいてから壁塗り仕上げ施工となります。	
その際は、防水下地の上にラス網を貼った状態にて納品をさせていただきます。（追加オプション）	
	
　※　壁塗り仕上げ材の屋外用で防火地域対応商品が無い為　告示工法での施工となります。	

防水下地は、屋根飛火試験（ＤＲ－１６３５）合板下地を取得しております。よって、火には強い下地です。�
防火地域・準防火地域　２２条地域にも使用が可能です。�
※但し　壁面としての認定は受けておりませんので建築指導課及び建築主事様の指示に従って下さい。�

※スラブ屋根には使用可能です。　�
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門（ゲート）の建築基準法について�
�

門（ゲート）は、建築基準法の第一項で定める用途が無い建物となります。要するに飾りとしての意味になります。	
申請用途がないことから床面積が１０㎡未満の場合は、届ける方法が無いのが現状です。	
但し、ＲＣ造及び防火地域・準防火地域においては届出が必要な場合があります。建築指導課及び建築主事様
の指示に従っていただきますようお願いします。	
また、床面積１０㎡以上の門は、構築物申請が必要となります。	
（トラックに載らないので弊社では、お断りするケースもあります。）	
	
　	

弊社では、門型フレームの基準構造計算書�
を基にさらに自社基準にて厳しく構造を�
設計し製造しております。�

�
配送中は躯体が大きく動くことから絶えず�

地震がおきている状態となります。�
耐震エクステリアの極みです。�
納品時にて躯体不良による現場からの返品

は今日現在１件もありません。�
�
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■ シャッター納まりは２パターンからお選びいただけます

ケース露出タイプ

ビルトインタイプ

※裏側からシャッターケースが見える仕様です。

※正面ファサード重視の施主様に、 お手軽価格でお勧めできます。

※裏面からもシャッターケースが見えない仕様です。 （裏面の化粧仕上げが必要です。）

※目隠しシャッターを選択される場合にお勧めです。

※裏側にカーポート ・ セッパンガレージを施工する際、 屋根下に建て込むことでゲート本体の雨水処理が簡単になります。

シャッターケースが見える仕様（裏面）

シャッターケースが見えない仕様（裏面）



自動ドアシステム　取付箇所　（裏面）	ＦＩＴ－迎門　防水下地納入	

F I T 迎門シリーズ 

ＦＩＴ工法と匠の技を融合�
新時代の和風門を提案します。�
�

自動ドアシステムを取り入れた　扉の開閉�
（ＪＡＤ　日本自動ドア製）�

�
信頼のＦＩＴ防水下地�
�

���った　和風門の屋根及び扉の寸法����

仕上げ（タイル）　　　完成	

和風門の屋根の勾配�
扉のデザイン及び寸法�
は弊社のノウハウが�

最大限に詰まっております。�
�

ご要望をお聞かせ頂ければ
弊社にてご提案をさせて�
いただきます。�

（製品図の確認をお願いし
ます。）�
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マジカルテンキー（制御板は裏）	

センサー（前・後）	

光電管ビームセンサー	

自動ドア制御器	

タッチスイッチ	
（裏　開スイッチ）	

	

（裏面図）	
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宅内からの開閉　　　�
押しボタン������������

インターホンの近くに設置して下さい。　	
宅内からボタンを押すことで扉が開きます。	
	
※リチウム電池の交換が２年程の使用で発生します。	
　電池交換時期のお知らせ機能があります。	

外部からの開閉　�
カードリモコン・マジカルテンキー　　　�

×２個	
外部からは、カードリモコン（携帯型）と	
テンキーで扉が開きます。	
	
カードリモコンは２枚積算に入れております。	
※リチウム電池の交換が２年程で発生します。	

宅内　押しボタン送信機	

外部　カードリモコン	 外部　マジカルテンキー	

門の裏からは、タッチ式スイッチで	
扉を開く事ができます。（扉に設置）	
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�の�　��扉の開閉�ス���

扉を開いて手を放すと自動で閉まる仕組みです。最後まで開くとストッパーが働き、扉が開いた状態で保持されます。
（扉1枚Ｗ１２００までの設計となります。��

扉を開いて手を放すとゆっくりと閉まる機構です。�
９０度まで開くと　ストッパーが働き　開いた状態で保持されます。�
�

写真の扉は、電気錠に対応をしております。���の�ー�ー�を�
お教えいただくか、錠本体をご支給下さい。�

�自動�ス�����ー�き��

�ート�����　開き��

材質　・・・　ネズコ材（芯去り無節材）　	
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ＦＩＴ　土台躯体（防水下地納入）	

ＦＩＴ　屋根躯体の設置	

ガルバニウム屋根葺き（現場にて）	 現場工事店様にて仕上げ施工　完成	

寄棟の場合において�
屋根寸法が６ｍを超える場合
は、現場にて仕上げ施工とな

ります。�
（ガルバリウム鋼板　段葺き）�

�
足場の準備をお願いする場合
がございます。�

12

　ガルバリウム屋根葺き（現場にて）



屋根付きゲートで重厚感がＵＰします。住まいの顔となる門　�
�
仕上げ施工で様々な表情が生まれます。�
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本格和風シリーズ（数寄屋門） 

特注物件への対応�
�
図面作成から製造まで
を一貫してご提供させて
いただきます。�

ご予算からの作図も可能
です。�
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数寄屋門（木製門）の設置場所は、社寺の門と個人邸の門では大きな違いがあります。�
威厳や格式を重視する山門は、敷地の高い場所に設置をします。（階段の上がりきった場所など）門を大きく表現す
るようにします。�
�
個人邸の数寄屋門の場合は、詫・寂（わび・さび）の精神を重視します。閑寂さのなかに、奥深いものや豊かなものが
おのずと感じられる美しさ（数寄屋造）を基本に、門も質素に設置されることをお勧めしております。�
一般的には、階段１段～３段程で門を設置します。敷地に高低差がある場合は、門をくぐった先から階段を割り付け
ていきます。�
弊社では、「上がり２段の美学」と呼んでおります。�

門の綺麗な見せ方（社寺と個人邸の違い） 
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通用門の天井仕上げ材は、オプション品としてアルミスパンドレルとネズコ材板貼り仕上げを用意しております。�
通常は、防水下地までの積算ですのでオプション品をご希望の方は、ご連絡ください。�
通用門の天井材は、地震等での落下の危険性があります。軽量な物や落下しない物（塗装）での仕上げ施工をお勧め
しております。�
�
ダウンライト及びポスト材などの埋込商材は、弊社までご支給をお願いします。（工場内にて取り付けをします。）�
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木目調シャッター�
アルミ目隠し（御前様）�
スチール目隠し（ポルティエ）など�
�
シャッターメーカー様からフィルム�
シャッターが販売されております。�
ワンランク上のシャッター提案に�
ご使用いただけます。�
�
弊社にてシャッター手配も可能です。�
工場内にて取り付けもしくは、現場
にて躯体建込み後取付となります。�
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��������　�������　�分譲���

オープン外構分譲から�
　　　クローズ外構分譲へ　�
�
シャッターゲートに通用門を�
プラスすると高級感が倍増�
�
ご購入される方や世代が変わり�
幅広い層のお客様に住宅の�
ご提案が可能となります。�
�
街並みとしても高級住宅街に�
変化していきます。＝憧れの地へ�
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南面　4棟�
北面　4棟�
合計8棟の分譲に�

使用していただき
ました。�

�
簡単な通用門　
（屋根）があること

�������
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新製品　 ガーデン畳　〰彩　���　�

なぜこんなに軽いの？ゴシゴシ水洗いができるって本当？屋内は勿論、屋外にも対応した新しい畳構造です。�
耐摩耗性・紫外線に強い畳表を採用したことで屋外対応も可能となりました。�
そして彩の一番の特長は、芯材すべてを中空構造にし「水が抜ける」仕組みとなっております。�

畳表の商品カラーは６色から選択できます。�
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ＦＩＴ－エクセレント　待合屋（茶屋）�
　　ＦＩＴ工法と匠の技の融合が奏でる新しい工法�
　　　　　　�

現場工事店様にて��施工� 木部化粧はネズコ材、壁仕上げ箇所は防水下地パネルで現場施工をしました。�
工場内工期　実働２５日　現場工期２日�

防水下地パネルの特長　下地モルタル無しで壁塗り仕上げ施工が可能です。クラックや剥がれにも強く�
　　　　　　　　　　　　　　　　且つ躯体が軽量にできます。壁が水を吸わないので水垢防止にもなります。	

現場工事店様にて壁塗り�
仕上げ施工をしていただき完成�

ダイリンワークス　新商品　ガーデン畳（～彩～）　４４０□　�
　　　　　　　　　　　新商品　インテリア炭　キューブちゃん�

商品の詳細は、ダイリンワークスホームページにて紹介しております。�
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MEMO

〒501-4206  岐阜県郡上市八幡町吉野1317-1
TEL.0575-63-1021　FAX.0575-63-1025

登録商標・登録意匠・特許出願中

E-mail info@dairin-fit.jp
URL http://www.dairin-fit.jp/ 大林株式会社URL http://dairin-works.jp/ ダイリンワークス

※このカタログに掲載の写真は、印刷インクの関係で実際の製品の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。※当カタログからの無断転載・無断複製は固く禁じます。
※耐震エクステリアについて大林株式会社は、岐阜大学と共同研究を行っています。岐阜県産業経済振興センターの事業可能性評価ランクAに　認定され、地域活性化ファンド事業費を受けて実施しています。

ダイリンワークス事業部
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