
①軒先

製 品 名 称 下 地 構 成 図 面 番 号 SCALE

②ケラバ ③棟

⑥壁捨て谷

⑨システム排煙棟⑧頂部

⑤谷④下り棟

⑦壁立上り

作 成元旦TRX3型 鉄骨(元旦ユ鋼システム) 134-001-02 2019/05/22 1/5 A1

10

2.5

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

沈ミ込ミ防止スペーサー：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

10

2.5

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

沈ミ込ミ防止スペーサー：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

沈ミ込ミ防止スペーサー：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

10

2.5

10

2.5

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

@565

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

10

2.5

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

断熱ベースレイアー：

ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

軒先水切：屋根同材加工

565

@565

1
3
5

沈ミ込ミ防止スペーサー：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

1
3
5

2
7

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

軒先伸縮唐草：屋根同材

(水抜キ穴 φ10@1000)

軒先面戸：屋根同材

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

　　　　　　　（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

沈ミ込ミ防止スペーサー：

亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45

                   (ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼)

ケラバ水切：屋根同材加工

250以下かつ働き幅/2以下

2
7

@260,360,405

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟包ミ：屋根同材加工

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　　　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

下リ棟面戸：屋根同材加工(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

谷捨板：屋根同材加工

谷用吊子：屋根同材加工

谷用面戸：屋根同材加工

@260,360,405 (割リ付ケニヨル)

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

　　（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

雨押エ：屋根同材加工

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

雨押エ：屋根同材加工

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

流レ止メビス(シーリング処理)

棟包ミ：屋根同材加工

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

棟面戸：屋根同材

(面戸周リシーリング処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

断熱ベースレイアー：ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

棟包ミ：屋根同材加工

システム排煙棟 金具A：亜鉛メッキ鋼板 t=3.0

システム排煙棟 金具B：亜鉛メッキ鋼板 t=3.0

システム排煙棟 金具C：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

システム排煙棟 ルーバーパネル

システム排煙棟 水切：

カラーステンレス t=0.4

システム排煙棟 棟包ミ：カラーステンレス t=0.4

@565

@565

谷補強板：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

(1
5
0
以

上
)

(1
5
0
以

上
)

軒先水切：屋根同材加工

立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工 立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工

下葺材

下リ棟補強材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 以上

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0 以上

流レ止メビス(シーリング処理)

@565

下リ棟包ミ：屋根同材加工

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

立チ上ゲ加工

流レ止メビス(シーリング処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

流レ止メビス(シーリング処理)

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

流レ止メビス(シーリング処理)

10

2.5

10

2.5

本
体

立
上

加
工

h
7
5
以

上

ポリスチレンフォーム t=60



①軒先

製 品 名 称 下 地 構 成 図 面 番 号 SCALE

②ケラバ ③棟

⑥壁捨て谷

⑨システム排煙棟⑧頂部

⑤谷④下り棟

⑦壁立上り

作 成元旦TRX3型 鉄骨(Ｃ型鋼) 134-002-03 2018/05/22 1/5 A1

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下葺材

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

750

@750

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45

                   (ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼)

下葺材

元旦ボード：細木･太木二層式木毛セメント板 t=40

ケラバ水切：屋根同材加工

10

2.5

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟包ミ：屋根同材加工

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

@750

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

10

2.5

10

2.5

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

イナズマ谷：屋根同材加工

谷用吊子：屋根同材加工

木毛板板：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

下葺材 下葺材

軒先水切：屋根同材加工

1
4
0

1
4
0

軒先面戸：屋根同材

2
5

250以下かつ働き幅/2以下

2
5

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

　　　　　　　（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

@260,360,405

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

下リ棟包ミ：屋根同材加工

下リ棟面戸：屋根同材加工(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

谷用面戸：屋根同材加工

@260,360,405 (割リ付ケニヨル)

元旦ボード：細木･太木二層式木毛セメント板 t=40

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45

　　　　　　　（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

雨押エ：屋根同材加工

下葺材

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40
@750

下葺材

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

雨押エ：屋根同材加工

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

棟包ミ：屋根同材加工

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

@750

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

下葺材

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

棟包ミ：屋根同材加工

棟面戸：屋根同材

(面戸周リシーリング処理)

棟下材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

システム排煙棟 金具A：亜鉛メッキ鋼板 t=3.0

システム排煙棟 金具B：亜鉛メッキ鋼板 t=3.0

システム排煙棟 金具C：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3
システム排煙棟 棟包ミ：カラーステンレス t=0.4

システム排煙棟 ルーバーパネル

システム排煙棟 水切：

カラーステンレス t=0.4

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

下葺材

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

軒先伸縮唐草：屋根同材

(水抜キ穴 φ10@1000)

立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工

(1
5
0
以

上
)

立チ上ゲ加工
立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工

(1
5
0
以

上
)

10

2.5

10

2.5

10

2.5

流レ止メビス(シーリング処理)

流レ止メビス(シーリング処理)

流レ止メビス(シーリング処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

流レ止メビス(シーリング処理)

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3
流レ止メビス(シーリング処理)

下葺材

元旦ボード：細木･太木二層式化粧木毛セメント板 t=40

本
体

立
上

加
工

h
7
5
以

上

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

10

2.5

木毛板受：亜鉛メッキ鋼板 t=1.6

@750



①軒先

製 品 名 称 下 地 構 成 図 面 番 号 SCALE

②ケラバ ③棟

⑥壁捨て谷

⑨システム排煙棟⑧頂部

⑤谷④下り棟

⑦壁立上り

作 成元旦TRX3型 鉄骨(ＲＣ造) 134-003-02 2019/05/22 1/5 A1

10

2.5

下葺材

均シモルタル

607

@607

下葺材

均シモルタル

シーリング

10

2.5

@607

均シモルタル

10

2.5

10

2.5

10

2.5

均シモルタル

下葺材
下葺材

下葺材

下葺材

均シモルタル

均シモルタル

下葺材

下葺材

均シモルタル

@607

均シモルタル

シーリング

2
5

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45

                   (ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼)

ケラバ唐草：屋根同材加工

軒先水切：屋根同材加工

軒先面戸：屋根同材

250以下かつ働き幅/2以下

2
5

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

　　　　　　　（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

@260,360,405

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟包ミ：屋根同材加工

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

@607

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

下リ棟包ミ：屋根同材加工

下リ棟面戸：屋根同材加工(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

イナズマ谷：屋根同材加工

谷用吊子：屋根同材加工

谷用面戸：屋根同材加工

@260,360,405 (割リ付ケニヨル)

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

　　　　（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

雨押エ：屋根同材加工

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

雨押エ：屋根同材加工

元旦TRX3型：フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　

（ポリエチレンフォーム t=2.0 裏貼）　

棟面戸：屋根同材(面戸周リシーリング)

棟包ミ：屋根同材加工

下地材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

下葺材

均シモルタル

システム排煙棟 金具A：亜鉛メッキ鋼板 t=3.0

システム排煙棟 金具B：亜鉛メッキ鋼板 t=3.0

システム排煙棟 金具C：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3システム排煙棟 棟包ミ：カラーステンレス t=0.4

システム排煙棟 ルーバーパネル

システム排煙棟 水切：

カラーステンレス t=0.4

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

棟包ミ：屋根同材加工

棟面戸：屋根同材

(面戸周リシーリング処理)

棟下材：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

システム排煙棟 水切：

カラーステンレス t=0.4

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

吊子：アルミ押出型材(アルマイト処理)

軒先伸縮唐草：屋根同材

(水抜キ穴 φ10@1000)

立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工

(1
5
0
以

上
)

立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工

立チ上ゲ加工

(1
5
0
以

上
)

兼用棟金具：亜鉛メッキ鋼板 t=2.3

流レ止メビス（シーリング処理)
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