門の魅せ方
数寄屋門

FIT GATE

設計のポイント

FIT 迎門

和風門

P1−P11

洋風門

P12−P20

施工例

P21−P30

●防⽕地域・準防⽕地域の門、塀について

数寄屋門

数寄屋門

■数寄屋門の主要部位名称

防⽕地域・準防⽕地域における2ｍを超える門・塀については、着⽕そのものを防⽌するため、
不燃材料とすることが義務付けられていた。

●古い町並が残る都市
景観を維持するために⽊材を使⽤した門・塀だけでも残そうとする場合があるが、この場合、

本体建築物の建替えに合わせて、既存不適格となっている門・塀も不燃材とすることが必要となり、対応が困難であった。

FIT GATE

FIT GATE

■ 既存住宅を建て替える場合

施工例

施工例

周囲への延焼を助⻑しない構造の場合は、
不燃材料としなくとも良いこととする。
（安全性を確保しつつ、⽊材の利⽤が可能に）

■ 具体的な構造⽅法

※告⽰改正（法第61条関係） 公布：令和元年6⽉21⽇、施⾏：令和元年6⽉25⽇
門・塀に対する規制の目的である「周囲の建築物に対する延焼防⽌」を
達成できる構造として、次のいずれかの構造とすること。
POINT

1

不燃材料で造るか、
覆うこと
（従来の構造）

■⼤林株式会社の数寄屋門
樹芯
厳選した天然⽊（ヒノキ科ネズコ属）の
芯去り材を使⽤
ホゾ組加⼯を基本とした軸組⼯法で製造

POINT

2

POINT

⼟塗り壁
（厚さ30㎜以上）

3

厚さ24㎜以上の
⽊材で造られたもの

建築指導課または建築主事様の指⽰をご確認ください。

＜芯持ち材＞

板目

建築等で一般的に用いられる4面すべて板目の材。
樹芯を含むため、経年変化によるひび割れを起こしやすい。

鉄骨ベースを組み合わせた⾼い耐震性

樹芯

⼯場内⼀貫⽣産で安定した品質・納期
完成品を現地に直送・設置

1

数寄屋門について

＜芯去り材＞

柾目

※弊社はこちらを使⽤しています。

⼤径⽊から樹芯を避け切り出した柾目の材。
樹芯がないため、経年的なひび割れや反りが起こりにくい。

国⼟交通省より

法改正
（法第61条
政令改正 （令第136条の2

公布：平成30年6⽉27⽇、施⾏：令和元年6⽉25⽇）
公布：令和 元 年6⽉19⽇、施⾏：令和元年6⽉25⽇）

建築基準法の⼀部を改正する法律（平成30年法律第67号）の概要

＜https://www.mlit.go.jp/co㎜on/001363117.pdf（⼀部抜粋）＞

門・塀の基準について

2

⼀⽅、
「数寄屋門」は⼀般的な和風造りの住宅に調和するよう設計され、厳選した天然⽊を使⽤して

■袖壁などの目隠し塀について

袖壁等の⾼さは鴨居の⾼さを目安にして設計することが⼀般的です。

数寄屋門

数寄屋門

「数寄屋」
とは本来、茶室・茶席・勝⼿・⽔屋などが⼀棟に備わった住宅様式を指します。
造られる本格的な和風門の商標です。

「和」の⽂化は書道でいう真書、⾏書、草書のように【真】
【⾏】
【草】に分類され、門とアプローチは
この分類を意識すると統⼀感のある、バランスの良い門まわりをつくることができます。

真

FIT GATE

FIT GATE

鴨居

鴨居

定規のあるもの。角材を⽤いた規格品などの門。

※弊社が⼿掛ける数寄屋門は主に＜真＞に分類されます。

行

＜真＞の造りに定規で測れない形状のものが部分的に
取り⼊れられたもの。
丸柱や茅、杉⽪、桧⽪葺屋根などの天然素材を⼀部だけ
使⽤した門。
アプローチ：寄せ⽯敷き
（延べ段敷き貼り）等

■屋根について

施工例

施工例

アプローチ：平板敷き
（⽅形貼り）等

数寄屋門の破風などは現代の⼊⺟屋造りに合わせています。

■ ⼊⺟屋造りとは

寄棟の上部が切妻の形状の屋根。

屋根のデザイン性が⾼く、個性が出る。
構造が複雑なため、施⼯費は⾼い。

切妻造り

シンプルな造りで施⼯費が⽐較的抑えられる。
本を半分に開いて伏せたような形の屋根。
真屋（まや）
とも呼ばれる。

草

素材そのものの形状を活かして造られたもの。
丸柱に茅・杉⽪葺屋根のような図⾯で正確な寸法を
表すことのできない門。
アプローチ：⽟⽯敷き
（⼭⽯野⾯風貼り）等

寄棟造り
（現代和風）

※本来の「数寄屋門」は＜草＞の造りとなります。

4⾯から構成されているため、

屋根の⼤棟の妻の近くから、

屋根の流れにそって軒先⽅向に降ろした屋根。

本来の数寄屋は格式、威厳等を取り除いた⾃由な発想で造られるため、上記に囚われずに設計されることもあります。

■設置場所について

四注造りとも呼ばれる。

和風門は社寺と個⼈邸で設置すべき場所が異なります。

法隆寺金堂

⃝関⻄⼊⺟屋造り

⃝関東⼊⺟屋造り

起（むくり）のある屋根

■ 社寺などの⼭門

■ 個⼈邸などの門

威厳や格式を重要視する⼭門（仏教寺院の

侘び寂びの精神を重要視し、門を質素に設置します。

がり切った所など敷地の⾼い場所に設置し

敷地に⾼低差がある場合は門をくぐった先に階段を割り付けます。

正門）は門を⼤きく表現するため、階段を上
ます。

3

門の魅せ⽅

屋根の⾯積が⼤きく感じられる。

⃝⼀般⼊⺟屋造り

照りのある屋根

お城風で棟の⾼さがある。

直線的な屋根

階段を1〜3段程度設け、門を設置するのが⼀般的です。
弊社では「上がり2段の美学」
と呼んでいます。

桂離宮

小田原城

松山城

門の魅せ⽅

4

また、耐震性オリジナルゲート「FIT GATE」の躯体に切妻や寄棟などの屋根を組み合わせた「FIT迎門」は
和風のみならず現代建築などにも調和する耐震性現代和風ゲートです。

屋根形状
▼寄棟タイプ

有効開口
幅（W）、高さ
（H）

躯体幅
※ご希望のデザインで製造致します。

▼FIT防⽔躯体

（外構図面）

※外構図なしでも見積もりは可能ですが、図面がある場合は門周辺の外構デザインや障害物等を考慮し、設計致します。

■ 屋根の左右出幅について
切妻タイプ

※バランスの良い屋根出幅は躯体により異なります。設計時の目安として参考にしてください。

屋根奥行の 約1/3

寄棟タイプ

屋根奥行の 約1/2
施工例

施工例

（例：屋根奥行 1,800㎜の場合、屋根出幅は600㎜程度）

屋根材（⼀例）

袖壁幅（左右）

FIT GATE

FIT GATE

▼切妻タイプ

躯体形状

■設計、⾒積もりに必要な寸法 （数寄屋門、FIT GATE、FIT迎門共通）

数寄屋門

数寄屋門

弊社の数寄屋門は屋根の形状、材質など希望に合わせて製造致します。

※棟と躯体ラインが揃うようにするとバランスが良い

※⽡⼯事は⼯事店様にて⼿配をお願い致します。

▼銅板葺き（⼀⽂字葺き）

▼ガルバリウム鋼板葺き（横⼀葺き）

▼ガルバリウム鋼板段葺き（寄棟のみ）

▼総⽡葺き（⼀⽂字葺き）

ゲートの⾼さは建物1Fの軒天よりも
低くなるよう設計すると

全体のバランスが良く⾒えます。
▼⽡と銅板の合い葺き（⼀⽂字⽡葺きと銅板⼀⽂字葺き）

▼銅板＋棟のみ⽡葺き（素丸葺き）

■ 屋根出幅が確保できない場合
▼杉⽪・桧⽪葺き

▼その他ご希望がございましたらご相談ください。

屋根が隣地側に出ないようにし、

外構リフォーム⼯事などで既存物を⽣かしたい、敷地スペースが限られている等
屋根の出幅を考慮しなければいけない場合はご相談ください。

和風門らしいデザインを優先した屋根。

バランスを重視し、

延⻑した柱の内側で納めるようにした屋根。

仕上げ⽅次第で和洋様々な

新しいゲートを造り出すことができます。
FIT迎門についてはP12からの

「FIT GATEについて」もご参照ください。

5

門の魅せ⽅

門の魅せ⽅

6

出荷〜現地に納品

4

弊社⼯場内で組み⽴てられた門を2、4、10tユニック⾞いずれかで現地に直送納品します。

⼯事店様は事前にお渡しする基礎図に従い、納品⽇までに溶接⽤鉄筋（アンカー）の⽴ち上げ及び基礎打設をお願いします。
※基礎打設後は⼗分に養⽣期間を設けてください。設置、溶接作業に⽀障を来す場合があります。
※2tユニック⾞の進⼊が可能であることは必須です。

屋根に取付けられた吊りフックを外し、カバー材等で仕上げます。

⽡屋根の場合、⼯事店様にて⽡業者様を⼿配頂き、門設置後に施⼯して頂きます。
※やむを得ず⽡業者様を⼿配できない場合、弊社で⽡⼯事（三州⽡・材⼯）のお⾒積りをさせて頂きます。
（⾒積もり作成に約2〜3⽇間頂きます）

※⽡材のみの販売は⾏っておりません。

FIT GATE

FIT GATE

※現場周辺状況により道路使⽤許可書及び交通警備員様の⼿配を⼯事店様にてお願いします。

屋根カバー材取付け

数寄屋門

数寄屋門

1

施工例

施工例

【基礎図】

2

設置〜仮固定

5

引き渡し

6

本固定

（工事店様にて）

弊社スタッフが所定の位置に仮設置を⾏います。

据付位置等に誤りがないか現場ご担当者様に確認頂き、溶接固定を⾏います。

※設置⽇以降の設置位置変更及び調整に関するクレームは対応致しかねます。
必ず設置当⽇は現場ご担当者様の⽴会をお願い致します。

※門の傷つき防⽌のため、やむを得ずヘルメットを外して作業する場合がございます。ご了承ください。

仕上げ、清掃等を⾏い、現場ご担当者様に最終確認をして頂きま

門設置後、⼯事店様にて本固定（モルタル固定）をして頂きま

設置時間は数時間〜1⽇程度。

て打設をお願いします。

す。建具の鍵やメンテナンスパックをお渡しして完了となります。

3

敷居レール⽯、建具等設置

7

す。その際、鉄骨ベースが露出しないように必ず完全に根巻し

仕上げ施⼯〜完成 （工事店様にて）

弊社スタッフが敷居レール⽯等を設置し、建具の取付けや⾼さ両サイドのちり合わせを⾏います。

また、扉の建付けを確認し、開閉がスムーズに⾏えるかを確認、調整をします。
※納品場所により⽯材の搬⼊補助のご協⼒をお願いします。

※傷つき防⽌のため建具の取外しをご希望の場合は再度梱包し、お渡しします。後⽇、⼯事店様にて最終取付けをお願い致します。

引き渡し時にお渡しするメンテナンスパックには
門専⽤塗料が含まれています。

追加購⼊も可能ですので、お問合せください。

⼯事店様にて塗装等の仕上げを施して頂き、完成となります。

7

設置⽅法

設置⽅法

8

岐阜城

冠木門改修工事

数寄屋門

数寄屋門

クリーニング・メンテナンス

⾜場組⽴から完成まで約10⽇間で完了。

和風門や塀のカビやシミ、⾊あせ等を匠たちがクリーニング（洗い）、メンテナンス（改修・修繕）
し、
設置当初の姿を蘇らせます。

クリーニング・メンテナンス作業は約2〜3⽇で完了します。※門や塀の⼤きさ、状況により作業⽇数は異なります。

Before
FIT GATE

FIT GATE

上質な⽊材を使⽤している門に限り、弊社製品以外の和風門のクリーニング及びメンテナンスを承ります。ご相談ください。
※門・塀の状態により対応出来ない場合があります。

施工例

施工例

改修前

経年劣化により天然⽊本来の⾊が褪せ、柱や梁（冠⽊）はカビで⿊ずみ、全体に苔も目⽴っていました。

改修後

柱などは朽ちた部分の⽊材を交換して補修し、⾦具類は⼿作業で錆びを落とし、下框はいぶし銅板で

上⼩節の⽊曽桧材が使⽤されていたため、メンテナンスによる改修⼯事が可能でした。

施工例
Before

Before

Before
After

After

After

After

補強しました。また、全体を丁寧に研磨し、防⾍・防腐を兼ねた仕上げ塗装を施しました。

⾒積もり依頼についての詳細は別資料をご⽤意しております。ご希望の⽅は弊社までお問合せください。

9

クリーニング・メンテナンスについて

クリーニング・メンテナンスについて

10

■FIT GATEの特徴

数寄屋門

数寄屋門

数寄屋造りに精通した匠がご希望に合わせ、⼭門、鐘楼、⽔屋等の社寺製品をお造りします。

FIT GATEは構造計算に基づき製造される耐震性能を備えたオリジナルゲートです。
フルオーダーでご希望のデザインを叶えます。

FIT GATE

⾼品質

防⽔下地まで出来ているから

現場の作業負担を軽減

完成形を設置納品するから

⼯期を短縮

FIT GATE

⼯場内⼀貫製造で

⾃社⼯場内でひとつひとつ丁寧に⼀貫製造し、安定した納期で⾼品質な
ゲートを製造します。

埋込みポストや埋込装飾は⽀給品を⼯場内で取付け、防⽔下地まで施した

施工例

施工例

鉄骨構造

完成形を現地に直送納品するため、設置納品後に壁仕上げなどを施せば
ゲートが完成します。

腐⾷しない
軽量躯体

国産
針葉樹合板

優れた
耐震性能

特殊⼯程による

完全防水

（構造⽤合板）
※ヒノキ・杉

FIT⼯法の要である

5層の防⽔処理⼯程は

繊細さが求められるため、

⽣物資源を有効活⽤し、地球温暖化などにも配慮

細部まで丁寧に仕上げます。

■FIT HIGH-WALL（鉄骨構造）
との組み合わせ
FIT GATEにオリジナル耐震ウォール「FIT HIGH-WALL」を組み合わせることもできます。
ゲートと同等の⾼さH2,200㎜を超える壁も控え壁なしで設置が可能です。
POINT

1

H2,200㎜以上の壁も製造可能

POINT

2

控え壁が不要

・ 耐震性の⾼い鉄骨構造

設置完了時

11

社寺製品について

・ 凹凸やスリット加⼯が可能

・ 完成品を現地直送

仕上げ施工後

FIT GATEについて

12

FIT GATEはユニック⾞で搬⼊を⾏います。躯体サイズに合わせて搬⼊⾞両を
決定し、⼤型躯体などの場合は分割して製造、現場で連結作業を⾏います。
※搬⼊には2ｔユニック⾞が進⼊できることが必須です。

搬⼊可能な
ユニック車

ユニック⾞の荷台寸法

2t

W3,600 × D2,000㎜

4t

W6,200 × D2,100㎜

12t

W9,700 × D2,100㎜

■シャッターの納まりについて
1

シャッターの納まりは2パターンからお選び頂けます。

数寄屋門

数寄屋門

■搬⼊について

ケース露出タイプ

・背面からシャッターケースが⾒える仕様です。

FIT GATE

FIT GATE

・正⾯ファサード重視のお施主様にお⼿頃な価格で
ご提案できます。

■シャッターゲートのユニット製造について

シャッターケースが敷地側から⾒える
施工例

施工例

有効開口幅W6,200㎜、有効開⼝高H2,300㎜、梁⾼H600㎜、GLH2,925㎜まではワンユニットで製造が可能です。

ワンユニットで製造が出来る場合は据付補助作業費がお値打ちになります。

※設置当⽇は荷下ろし時の補助及び位置確認、レベル確認などの軽微な作業の補助にご協⼒をお願いします。
上記サイズ以上の場合は柱と梁を分割して製造、現場で連結作業を⾏います。

2 ビルトインタイプ

■ユニット製造可能な寸法

・背面からもシャッターケースが⾒えない仕様です。
・目隠しシャッターを選ばれる場合にオススメです。

梁⾼H600㎜

※ビルトインタイプの場合、

裏⾯の化粧仕上げが必要です。

⼯事店様にて仕上げ施⼯をお願いします。

GLH
2,925㎜まで

有効開⼝
H2,300㎜まで

躯体の中にシャッターケースが収納されている

W250㎜

W250㎜

W6,200㎜まで

■ゲートの後ろにカーポート等を設置する場合
シャッターゲートの屋根の下にカーポートやセッパンガレージ等の屋根を差し込むことでゲートの⾬⽔処理が容易になります。

■分割納品になるもの
・シャッターの有効開⼝がH2,300㎜以上のもの
・躯体がユニック⾞のボディを超えるもの

・4ｔユニック⾞の進⼊が出来ない場所に設置する場合（2tユニック車の進入は必須）

分割躯体の場合、連結部分にラインが残るため

タイルや⽯材等貼り材による仕上げをお勧めします。
吹付仕上げの場合、粗粒仕上げ⼜は塗装⽤パテを

使⽤することで連結ラインが目⽴ちにくくなります。

13

設計のポイント

設計のポイント

14

■門扉とのバランス

埋込ポストや宅配ボックス、ダウンライトをはじめとする埋込商材は⼯場内で⽀給品を取付け、現地に出荷・納品します。

目隠しタイプのシャッターゲートと通⽤門を一体化させたゲートの場合、

取付けをご希望の場合は⾒積もり依頼時に埋込商材の詳細（メーカー、製品名、詳細な寸法等）
と取付け位置をお教えください。
※埋め込み商材を⽀給頂く際に取付け間違いを防⽌するため邸名が分かるように⼿配をお願い致します。

数寄屋門

数寄屋門

■備品取付けについて

天井から門扉天端までの開⼝はH500㎜程度に納めると敷地内が⾒えにくくなり、防犯効果が⾼まります。

※壁掛けポストや表札など後付け製品は、躯体設置後に⼯事店様にて取付けをお願い致します。

例：有効開⼝⾼H2,300㎜の場合
門扉 H1,800㎜

FIT GATE

FIT GATE

H500㎜程度にすると
敷地内が⾒えにくい

施工例

施工例
POINT

1

門扉の⾼さで調整

■門扉 H1,200㎜を設置した場合

■軒天井材について
（オプション）

■門扉 H1,800㎜を設置した場合

通⽤門などの天井材は⽀給品のほかオプション品としてアルミスパンドレルやネズコ材板貼り、軒天サイディング等をご提案しています。

門扉上部の隙間が広いと解放感があるが
外から敷地内が⾒える。

ネズコ材板貼り仕上げ

各メーカー化粧建材に対応

POINT

2

背の⾼い門扉にすると隙間が狭くなり、

より目隠し効果が得られる。

躯体デザインで調整
門扉の⾼さは同じでも通⽤門の上部を仕切るようなデザインにし、

見える範囲を調整することができる。

［軒天サイディング使⽤例］

「ラフォーレティンバー」を使⽤

耐候性に優れた準防⽕、防⽕地域に使⽤可能なサイディングです。

※その他各メーカー品に対応しています。

⾒積もり依頼時に使⽤予定の製品詳細をお送りください。

15

設計のポイント

設計のポイント

16

出荷〜現地に納品

弊社⼯場内で防⽔下地まで施した躯体を現地に直送納品します。

（⼤型躯体の場合は分割して製造、納品）

※設置納品⽇までに⼯事店様にて事前にお渡しする基礎図を基

⽴ち上げられていない場合、設置作業が⾏えないことがありま

設置・連結作業

弊社作業員が設置作業を⾏います。

1

⾒積もり依頼受付

弊社に図⾯をお送り頂き、⾒積もりを受け付けます。

電話にて詳細等をお聞きする場合があるため、必ずご担当者様の

※設置位置の確認などを⾏うため、設置納品当⽇に必ず⼯事責任
者様は⽴会いをお願いします。⽴会いがない場合、設置完了後
の位置変更等は対応致しかねます。

連絡先をご明記ください。
[必要な図⾯他]

・平⾯図、⽴⾯図、パース等⼀式

・仕上げ材の詳細（塗り仕上げor貼材）

す。

※貼材の場合、厚み等が分かる資料も必要です。

・シャッターの仕様（ケース露出タイプorビルトインタイプ）

FIT GATE

FIT GATE

に基礎打設をお願いします。その際、⼗分に養⽣期間を設けて

ください。また、基礎打設及び溶接⽤鉄筋（アンカー）が正しく

2

数寄屋門

数寄屋門

1

・ポスト、照明など埋込商材の詳細

施工例

施工例

・門扉の詳細（柱の納まりを考慮して設計するため）
・4ｔユニック⾞での搬⼊が可能かどうか
（困難な場合はご相談ください）

3

微調整・溶接固定など

⽔平など微調整を⾏い、⼯事責任者様に最終確認をして頂いた後、
弊社作業員が鉄筋（アンカー）を溶接し、仮固定をします。

4

設置完了（防⽔下地まで）

設置時間は数時間〜1⽇程度です。

清掃後、工事店様に引き渡しを行い、納品完了です。

※躯体サイズや形状によっては数⽇掛かる場合があります。

2

積算図及びお⾒積り作成

弊社にて製造可能な寸法での積算図とお⾒積りをご依頼から
4営業⽇以内にご提⽰させて頂きます。

［注意点］

※躯体寸法の他、鉄骨ベースの位置も併せてご確認ください。

配管や⽔道メーター等の障害物がある場合は事前に配管等の
移設をお願いします。

※何らかの理由で移設等が困難な場合は事前にご相談ください。

5

仕上げ施⼯後（⼯事店様にて）

設置完了後、工事店様に本固定（モルタル固定）や壁仕上げ等の
仕上げを行って頂き、完成です。

※注意点

本固定（モルタル固定）は、鉄骨ベースが露出
しないよう必ず完全に根巻をしてください。

3

打合せ

販売店様からご希望がある場合は事務所もしくは現場で打合せを

させて頂きます。

17

設置方法

※標準設置の場合

⾒積もりについて

18

正式製品図及び基礎図作成

設計/⾒積もり

数寄屋門

数寄屋門

4

打合せ後、確定した内容で製品図及び基礎図を作成します。

⾦額の修正などがある場合は改めてお⾒積書をご提⽰させて頂き

ます。

⃝ポストや照明など取付け予定商品と位置を事前にお知らせください。
FIT GATE

FIT GATE

ポストや宅配ボックス、照明などを取付ける場合、
⾒積もり依頼時に商品または寸法と取付け位置をお教えください。

⃝門扉などを設置する場合、商品名・品番等と取付け位置を
事前にお知らせください。

ご承認後に製造開始

施工例

施工例

5

門扉柱の納まりを考慮して、設計させて頂きます。

正式製品図及び基礎図にはご承認印捺印欄を設けてあります。

最終確認後、ご捺印された図⾯を弊社にFAXまたはメールで送付

して頂きます。

図面を受け取りましたら、製造を開始致します。
※ご承認印がないと製造が開始されません。

6

製造〜納品

躯体の製造期間は約1ヶ⽉となります。

工事店様は事前にお渡しする基礎図を基に納品日までに
基礎打設をお願いします。

鉄骨ベースが門扉柱に干渉しないように設計

埋込ポストや照明等の位置を考慮

※基礎打設後は十分に養生期間を設けてください。
設置、溶接作業に支障を来す場合があります。

基礎打設
■基礎図について

⃝基礎は表⾯がフラットになるように打設してください。
① 基礎納まりを確認

基礎図（例）

①

斜線部分が基礎寸法です。

②
③

基礎の納まりは躯体により異なります。仕上がり
天端の⾼さを守り、基礎を打設してください。

② 鉄筋の位置と数を確認

基礎伏図から鉄筋アンカーの位置と数を確認し
ます。
鉄筋アンカーが鉄骨ベースと躯体の下敷きにな
らないよう注意してください。

③ 鉄筋アンカーの⽴ち上げ⾼を確認

鉄筋アンカーは基礎天端からH300㎜以上⽴ち
上げてください。

正確なレベルが出せず、ズレが⽣じる可能性があります。

⃝据付位置に配管等がある場合は事前に移設をお願いします。
⽔道メーターや汚⽔・⾬⽔配管、マス等が据付の障害となり、据付が⾏えない場合があります。
基礎打設前に移設をお願いします。

何らかの理由で移設が困難な場合は⾒積もり依頼時にご相談ください。
※掘削時に発⾒した場合は直ちに弊社までご連絡ください。

⃝両サイドに塀などがある場合の注意事項。
設置の際に障害となりうる塀・ポールなどがある場合、事前撤去をお願いする場合があります。
⼯事図⾯や現地の写真がある場合は⾒積もり依頼時にお送りください。

P20の注意事項 基礎打設を必ずご確認ください。
19

⾒積もりについて

注意事項

20

約W4,600×H2,770㎜

設置時間 約4時間半

特注数寄屋門

約W4,100×H3,000㎜

設置時間 約5時間（袖壁のFIT WALL等の設置も含む）

通路幅に合わせた特注門を製造し、⼯事店様に⼿配して頂いたクレーン⾞を⽤いて設置納品しました。

切妻屋根の特注門を製造、納品しました。

※クレーン車は工事店様に手配して頂きました。

袖壁はオリジナル耐震壁「FIT WALL」に斜めスリットを入れて製造しました。

開き⼾には電気錠が取付けられています。既存階段を活かした門廻りリフォームです。

数寄屋門

数寄屋門

特注数寄屋門

通⽤⼝の開き⼾には電気錠が取り付けられ、伝統的な和風門ながら現代のライフスタイルにも合わせた仕様になっています。

FIT GATE

FIT GATE

施工例

施工例

数寄屋門 寄棟8型

約W3,800×H2,600㎜

設置時間 約3時間

お施主様が展⽰会で弊社の数寄屋門をお気に召され、門をメインに外構をデザインされました。

歴史ある城下町の景観を損なうことなく調和し、現代的な和モダンスタイルの門廻りに仕上げて頂きました。

特注数寄屋門

約W4,800×H2,800㎜

住宅リフォームに伴い、お施主様の和の雰囲気を⼤切にしたいという思いから数寄屋門を中⼼とした門廻りが造られました。
数寄屋門に沿って設置された境界塀はオリジナル耐震壁「FIT WALL」で製造しました。
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施工例 ／ 数寄屋門・塀

施工例 ／ 数寄屋門・塀

22

約W4,350×H3,800㎜ ＋ 和風塀 ＋ FIT迎門

⽣前、
「門あってこその屋敷」
と良質な欅材を20年の歳⽉を掛け集められていた亡きお⽗様。

門への夢はご⼦息へ受継がれ弊社にご依頼を頂きました。まさにお屋敷と呼ぶに相応しい⼤邸宅に調和する

「数寄屋門」よりも「武家屋敷門」
というべき特注和風門が出来上がりました。

特注数寄屋門

約W9,000×H3,200㎜ ＋ 和風塀 ＋ 冠木門

設置時間 約6時間（数寄屋門のみ）

数寄屋門

数寄屋門

特注数寄屋門

お施主様の⻑年の願いであった住宅に合う数寄屋門を特注品として製造させて頂きました。

門はワンユニットで12ｔユニック⾞を⽤いて搬⼊し、別⽇に門に合わせた和風塀とお施主様こだわりの

冠木門を設置納品しました。

※和風門・塀の⽡⼯事は⼯事店様にて⼿配して頂きました。
FIT GATE

FIT GATE

施工例

施工例

社殿
通称「モネの池」で有名な岐⾩県関市にある秋葉神社の社殿を製造、納品させて頂きました。
門設置と同日に⼟間打ちが行われ、コンクリート養⽣後にお堂を設置しました。
小さな社殿ではありますが、自然に囲まれた中で神々しさを感じさせます。

規格品などの詳細や施⼯例は数寄屋門の製品カタログ及び資料をご⽤意しておりますので、

カタログ送付をご希望の⽅は弊社までお問い合わせください。
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施工例 ／ 数寄屋門・塀

施工例 ／ 数寄屋門・塀

24

約W6,460×H2,925㎜

シャッターゲート＋通用門

設置時間 約5時間

2台用シャッターゲートを柱と梁を分割して製造し、現場で連結させて納品しました。

約W10,450×H2,925㎜

設置時間 約4時間

数寄屋門

数寄屋門

シャッターゲート

シャッターゲートと通用門を分割製造し、現場で連結して設置納品しました。

設置納品後、工事店様にて仕上げ施工が行われ、住宅と色調を合わせたナチュラルな印象の

通用門の屋根部分の格子材は設置後、工事店様が仕上げ施工の際に取り付けられました。

シャッターゲートに仕上げて頂きました。

FIT GATE

FIT GATE

施工例

施工例

FIT GATE ＋ FIT HIGH-WALLを連結した⼤型ゲート

設置時間 約5時間

2台用シャッターゲートとアイアン装飾や埋込みポストを工場内で取付け製造したウォールを4tユニック車2台で搬入しました。
壁塗りや照明の取付けなど仕上げ施⼯は、躯体設置後に⼯事店様にて⾏われました。

25

施工例 ／ FIT GATE

シャッターゲート＋通用門

シャッターゲートW9,735㎜ ＋ 通⽤門 W2,905㎜ 設置時間 約7時間

敷地の形に合うよう設計された全⻑10,000㎜を超える⼤型ゲート。

建物軒下に⼀部ゲートが⼊り込むため、慎重に設置作業が⾏われました。

施工例 ／ FIT GATE

26

約W6,050×H2,925㎜

設置時間 約3時間

奥行のあるデザインのため、屋根はスラブ屋根にし、ダウンライトは工場内で取付けて製造納品しました。
壁の奥には門扉が設置され、通用口になっています。

シャッターゲート

約W10,040×H2,925㎜

設置時間 約5時間

数寄屋門

数寄屋門

シャッターゲート ＋ 通⽤門

敷地境界と建物の間にぴったりと収まるシャッターゲートを分割して製造・納品しました。

両袖壁の上部に開⼝があけられたデザインで目隠し効果を発揮しながら、圧迫感を緩和した門周りに仕上げて頂きました。

FIT GATE

FIT GATE

施工例

施工例

シャッターゲート ＋ 通⽤門

W12,400×H3,125㎜

設置時間 約6時間

シャッターゲートと通⽤門を⼀体化した⼤型のゲートを分割して製造しました。

工事店様によって壁仕上げが同系色でそれぞれ違う素材で施され、変化と統一感のあるゲートに仕上げて頂きました。

アーチゲート

約W9,400×H2,725㎜（屋根天） 設置時間 約4時間

マンションのエントランスゲートとして設置されました。

シャッターゲート ＋ 通⽤門

約W8,050×H3,455㎜

設置時間 約3時間

分割して製造し、天井材や格⼦材、⼀部屋根の塗装などを⼯場内で⾏いました。

エントランスゲートを設けることで高級感を演出し、さらに付加価値を高めることができます。

約H3,455㎜の背の高い柱から通用門に向かって高さに変化をつけたデザインのゲートを製造納品しました。
通用門の壁は凹まし加工を施し、埋込ポストを工場内で取付けました。

躯体設置後、工事店様にて仕上げが施され、スタイリッシュなゲートに仕上げて頂きました。

27

施工例 ／ FIT GATE

施工例 ／ FIT GATE

28

約W6,100×H3,100㎜

設置時間 約3時間

通⽤門

約W6,100×H3,100㎜（屋根寸） 設置時間 約3時間

数寄屋門

数寄屋門

宿泊施設のエントランスゲート

新しく開業されたホテルのエントランスゲートとして据えられたFIT迎門。

南国風に仕上げられたFIT迎門。柱と梁を分割して製造、納品しました。

⼈通りの多い場所にあるホテルで和を感じるモダンなエントランスゲートが周りと雰囲気をガラリと変え、

工事店様によって住宅と同じ瓦で屋根が仕上げられ、南国を訪れたかのような雰囲気のゲートになりました。

タイル貼りや⽡⼯事、格⼦取付けなどは⼯事店様⼿配にて仕上げ施⼯が⾏われました。
通りがかる⼈の目を惹きます。

屋根の⼀部をくり抜き、植栽が成長しても屋根を超えて伸びていけるようにデザインが工夫されています。

FIT GATE

FIT GATE

施工例

施工例

収納スペース付き通⽤門

約W4,200×H2,550㎜（屋根寸） 設置時間 約3時間

背⾯に収納スペースを設け、シンプルで機能的なFIT迎門をワンユニットで製造しました。
天井材や扉に使⽤している天然⽊が温かみを感じさせてくれます。

現代和風シャッターゲート ＋ 通⽤門

和の主張を抑え、様々な住宅に合わせやすい現代的な和風の通用門です。

約W10,000×H3,340㎜（屋根寸） 設置期間 4⽇間

W10,000㎜と大型の和風ゲートをシャッターゲートと通⽤門、屋根に分割して製造しました。
躯体設置1⽇、屋根据付1⽇、ＧＬ鋼板葺き2⽇の計4⽇間で設置が完了しました。

躯体設置後、⼯事店様に和と洋が調和した⾼級感のある門廻りに仕上げて頂きました。

シャッターゲート ＋ 通⽤門

FIT GATE
FIT迎門

約W5,900×H2,925㎜
約W5,600×H2,560㎜（屋根寸）

設置時間 約3時間

シャッターゲートはFIT GATEの分割躯体で、通用門はワンユニットのFIT迎門で製造、納品しました。
搬入経路の道幅が狭く、電線等の障害物も多かったため、FIT GATEは分割躯体で設計しました。

設置後、工事店様によってタイル貼りなど仕上げ施工が行われ、落ち着いた雰囲気の門周りに仕上げて頂きました。
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施工例 ／ FIT迎門

完成写真を随時募集しております。ご協力をお願い申し上げます。

施工例 ／ FIT迎門
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耐震エクステリア・防災エクステリアのパイオニア

〒501-4206 岐阜県郡上市八幡町吉野1317-1
TEL 0575-63-1021 FAX 0575-63-1025
E-mail info@dairin-fit.jp
大林株式会社

URL https://www.dairin-fit.jp/
検索

◦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なっています。
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。
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