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木造建築物３階までの壁面のリフォームにご使用ください。

（鉄骨建築物のリフォームには使用できません）。

◆窯業系サイディング（平滑性のあるもの）

※昭和56年以前の建物は適用できない可能性があります。

上記下地の場合で、十分な下地強度が確保されている場合のリフォーム施工に適用できます。

　また、新築建築物にもご使用可能で、パネル、タイルの納まり等、この施工説明書を参考にしていただけます。

鉄骨建築物に施工される場合には、胴縁を18㎜以上の厚さのものを使い、胴縁をしっかり柱や間柱に固定して、

その上に透湿防水シートを貼り下地を作ってください。ただし防火措置等の配慮が必要になります。

２．適用範囲

適用可能既存下地となる状況

◆モルタル

美美 -bibi- １．特長

　乾式外壁タイル張りシステム「美美」は、下地に金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞを利用した断熱パネルに接着剤を併用して

せっ器質タイルを引っ掛ける乾式工法タイル張りシステムです。

　せっ器質タイルを使用した高耐久性外壁の実現と、軽くて丈夫な金属サイディングを利用することに

より躯体への負担を大幅に軽減させることができ、リフォーム需要に最適なシステムです。

システム重量の軽減により、既存下地を剝がすことなく取り付けが可能となり、また発泡断熱材を

封入した断熱パネルが、建物全体の断熱効果を高め、省エネ効果が期待されます。

これらのパネルに使用する金属板の素材は日本製鉄㈱が開発した高耐食性鋼板「スーパーダイマ®」を使用しています。

乾式外壁タイル張りシステム
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◆パネル仕様

乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ３．専用パネル仕様・タイル形状図・副構成材

◆仕上がりパネル断面図◆タイル断面図

セパレート型（S-type）

280×3,790×17㎜

0.94枚

6枚入り

24.0㎏/梱包

項目

寸法

㎡必要枚数

梱包入り数

重量
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◆副構成材

実寸法

出荷

厚さ

必要数

入数

重量
（㎏/ｹｰ

ｽ)

梱包単位 受注生産

12 14

◆タイル形状図 ※タイルは梱包単位での出荷となります。（受注生産除く）

縦平曲り
(接着タイル)

二丁掛平 縦張用平
標準曲り(右)
(接着タイル)

標準曲り(左)
(接着タイル)

縦張用曲り
(接着タイル)

縦張用箱曲り
(接着タイル)

形状

製品名

14

24㎜×24㎜の切り込みあり

226×73×12㎜ 213×74×14㎜ (164+50）×73㎜ （164+50）×73㎜ (143+50)×74㎜ （50+50）×213㎜ （74+74）×(143+50）㎜

63枚/㎡ 14枚/m 15枚/m 15枚/m 14枚/m

12 12 14 14

20本 20本 20本 10本

－ －20.0 20.5 17.5 17.5 －

－ －

66 60 60 60 － － －

製品名
ALハット型

ジョイナーN40
出隅N48
(捨て板D)

入隅N48
(捨て板E)

水切り兼用
スターター

スターターJ
アングル
N8×63

アングル
30×30

形状

塗装高耐食性
めっき鋼板

(スーパーダイマ)
アルミ型材 ガルバリウム鋼板

塗装高耐食性
めっき鋼板

(スーパーダイマ)
アルミ型材

製品名 防水パッキン 専用接着剤

10本 20本 10本

長さ 3,000㎜

材質 アルミ型材
塗装高耐食性

めっき鋼板
(スーパーダイマ)

3,000㎜ 3,000㎜ 4000㎜ 3,000㎜ 3,000㎜ 3,640㎜

梱包入数

梱包入数 20巻 10本

カラー ブラック グレー

長さ 10m 320㎖

形状

乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi-

4



乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ４．施工手順

地震などにより躯体が動くことを想定し、必ず縦目地を取るようにしてください。

■最後に出隅部または入隅部にて本体及びタイルの調整を行います。目地幅の調整などにより納まらない場合には

　平物をカットして納めてください。人が目につきやすい場所（玄関回り、バルコニー等）を中心に考え、

　比較的目につきにくい部分にカットタイルを使用するように工夫してください。

　狭いタイル(50㎜以下)を使用するのは避けてください。

4-2．割り付け及びタイル施工

4-1．施工前の注意点

　実際の建物には寸法誤差があり、タイル及び本体のモジュール寸法にて設計されておりません。

施工前に実際の施工現場の実情を把握し、それに合わせたタイル及び本体の割り付けが必要となります。

タイルの縦目地は2㎜を基本とします。タイルの突き付け施工は、絶対に避けてください。

内部をチェックし、必要箇所の補修を実施するなど、健全な状態であることを充分に確認して施工に入ってください。

　なお、既存下地材の違いにより選択する胴縁が異なりますので、注意が必要です。

　◆窯業系サイディング下地　　　　　➡5㎜厚の樹脂胴縁を使用

　◆モルタル下地　　　　　　　　　　　 ➡18㎜厚の樹脂胴縁を使用

　リフォーム施工の場合は、既存下地の上に施工しますので、既存下地自体が健全であることです。

まず、建築基準法昭和56年改訂の新耐震基準であることをご確認ください。これ以前の建物には耐震補強が必要です。

　そのうえで、漏水状況や下地強度のチェックが必要で、基礎の著しい割れや劣化、既存外壁材のクラックや

　元請業者様立ち合いのもとに、お施主様へのヒアリングや施工面周辺のチェック、必要に応じて外壁材を剥がして

シール切れ等がないかを良く確認する必要があります。

　施工をしてください。

■木造下地 ■鉄骨下地

■軒天部及び開口部の上下は、縦平を使用し納めてください。その際、サッシの中心より対称に割り付けたほうが

■軒天部及び開口部の上下は、縦平が最少2段分かかるようにしてください。

　きれいに見えます。

■タイルの下地パネルに取り付ける際には、指定接着剤を使用し、指定の位置に塗布してください。

■部分的に下地パネルとタイルが引っかからない場所には、速乾性の接着剤を使用しタイルの裏面で全面接着となる
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乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ４．施工手順

パネルの取り付け
〈ビスの留付け位置の確認〉〈ジョイナーの取り付けとシーリングの確認〉

タイルの取り付け

①

②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑤

防水シート張り
〈重ね代の確保、出・入隅部の二重張り〉

胴縁の取り付け
〈不陸調整><柱、間柱の位置を基本とする〉

（ただし、積雪地域は下地に合わせて増してください。)

パネルの割り付け、墨出し

役物の取り付け
〈入隅部、出隅部、軒先部、他外壁材との取合い、開口周辺〉

下地の確認、調整
〈既存外壁の強度と精度の確認〉

水切り部材の取り付け

防水テープの取り付け
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乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ４．施工手順

１．下地状態のチェック

　躯体となる下地の平滑状態のチェックしてください。下地に歪み、段差などがありますと施工、仕上がりに大きな影響

　防水シートは透湿防水シートを使用してください。

重ね代は縦方向90㎜以上、横方向150㎜以上として

ください。出隅部及び入隅部は二重張りとしてください。

　開口部廻りは防水テープで防水処理を確実に行って

ください。

　防水シートが破れた箇所は、必ず補修してから次の

施工を行ってください。

を及ぼしますので、手直しをしてから進める必要があります。また内装工事など、他の工事と同時進行は危険です。

振動などにより一度割り付け、接着したタイルが移動して目地幅を乱雑にします。なお、タイルは必ずカットの必要が

ありますので、あらかじめカットを外注依頼しておきますと現場での作業が効率よく行えます。

２．透湿防水シート張り

　留め付けには、Ф4.0×75㎜以上のビスをお使いくだ

さい。モルタル下地の場合は、既存壁自体に凹凸が

存在する場合があり、不陸調整を実施し、胴縁表面

づらで凹凸がないように仕上げます。

（注意事項）

３．樹脂胴縁取付け（5、18㎜厚）

■窯業系サイディング下地の場合

　胴縁は厚5㎜の樹脂パッキンを使用し、柱・間柱間隔

（通常455㎜ピッチ）に、縦に柱にめがけてビスで固定

し、取り付けます。

　留め付けには、Ф4.0×50㎜以上のビスをお使いくだ

さい。開口部周辺にも胴縁を設置します。

　胴縁は厚18㎜の樹脂胴縁を使用し、柱・間柱間隔

（通常455㎜ピッチ）に、縦に柱にめがけてビスで固定

し、取り付けます。

■モルタル下地の場合

　積雪地域での施工は、金属サイディングの胴縁施工

に合わせたピッチで施工し、胴縁を増してください。

　開口上部の横胴縁は縦胴縁との間を開けて固定し、

水抜き部を設けてください。
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美美 -bibi- ４．施工手順

４．土台水切り（兼用スターター）の取付け

　基準墨を出し、土台水切りまたはスターターJ（水切

兼用スターター）を取り付けます。これは断熱パネルの

乾式外壁タイル張りシステム

来る位置に取り付けてください。

５．パネル取り付け

■セパレート型断熱パネルの施工

スターターを兼ねていますので、必ず当社指定材をお

使いください。

　すでに既存の土台水切りが付いている場合等は、当

社指定のスターターを取り付けます。

　通気口が必ず確保できるように少し下側に隙間が出

ください。（ビスは、ドリル付き鍋ビスをお奨めします。

詳細は７－１必要材料の頁をご参照ください）

　必ず胴縁が存在することを確認して留め付けてくださ

い。

　必要に応じてパネルを切断し、下方から上方に向か

って取り付けてください。釘打ち（ビス止め）の位置は、

釘打ち部では455ピッチに各1本、左右の専用パネル

端部の中央部付近で溝の中心部に左右各1本、縦方

向中央の溝部は1,820㎜ピッチに各1本で留め付けて

にしてください。

６．パネルのシーリング

　断熱パネルのジョイナー部、出隅部、入隅部、開口

部周辺にはシーリング処理をしてください。シール部材

はシール防水パッキンまたは専用シーリング材を使用

します。位置などは６－１～７の各部の納まり頁を参考
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乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ４．施工手順

７．タイル取付け

■セパレート型パネルの施工

　最初に約2㎜間隔に垂直墨を出してください。次は上

端まで下端付近で一度仮置きを行い、タイル割り付け

の確認を行ってください。

　タイル取付は、１．出隅部、２．平面部、３．開口部周

辺、４．入隅部または他端の出隅部の順に行ってくだ

さい。当社専用接着剤を使用し、平面部では約2㎡程

度が一度に張り終えることができる面積を目安に下か

ら上方にタイル貼りを進めてください。

８．点検・清掃

タイルのゆがみ、曲り及び仕上がり壁面等の汚れなど

外観点検・清掃検査を行った後、問題がなければ終了

します。

■接着剤の塗布位置は左図を参考にし
てください

※気温が低い場合には、接着剤の硬化が遅くなるため

　、施工時期については十分に検討願います。

※雨天での接着剤使用は硬化不良の原因となります

　ので、絶対に行わないでください。
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美美 -bibi- ５．タイルの納まり

５－１．平面部

乾式外壁タイル張りシステム

■縦目地は2㎜を基本としますが、±1㎜の間で調整可能です。

５－２．出隅部 ５－３．入隅部

タイルの突き付け施工は絶対に避けてください。地震などにより

躯体が動くことを想定し、必ず縦目地を設けてください。

10



既存柱の大きさとタイルの厚さに合わせて、A部分で調整してください。

５－５．ポーチ部

５－４．開口部

タイル左右方向の間隔は、サッシなどに突き付けとせず、2㎜程度確保してください。

開口部の上下、軒下部は基本的に縦張り用平タイルを使用します。

乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ５．タイルの納まり

■施工注意事項

専用パネルのジョイント部の上に被せるタイルにも縦目地2㎜を確保するため、タイル周辺からの水の浸入は防

げません。専用パネル表面での完全な防水を前提としております。また、二重防水施工のために出隅部には捨て

板D、入隅部には捨て板Eの使用をお願いいたします。
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すべてこの方法でお願いします。またカットしてお使いになる場合でも中央部に1本の指定ビスは留め付けてください。

(注)出隅部、中間部（ジョイナー部）については、ビスにてパネル間の不陸調整を行ってください。

乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ６．各部の納まり

セパレート型パネルの施工

　パネル実部は455ピッチ、各所縦方面は両端部に1本、中央部に1本指定ビスで留め付けてください。各部の納まりは
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美美 -bibi- ６．各部の納まり

６－１．接合部（パネル縦継ぎ部）

※ここからの納まり図はすべて5㎜胴縁の場合で表しています。

乾式外壁タイル張りシステム

　　わせて留め付けを増してください。)

■パネルの上からはΦ4.0×40㎜（ドリル付）以上のビ

　スにて指定箇所に各1カ所、端部からは5㎜以上内側

　の位置に留め付けます。

６－２．接合部（パネル横継ぎ部）

■実部には、Φ4.0×30㎜（ドリル付）以上のビスで留

　めます。横方向のピッチは胴縁ピッチ同様、455㎜ピ

　ッチで留めます。(積雪地域は下地の胴縁ピッチに合

※パネルとハット型ジョイナーとの間には、2㎜程度の

　 隙間をあけてください。

■パネルの縦方向両端部には、釘打ち部は長手方向

　端部から5㎜以上内側としてください。

■目地幅を10㎜取ってシーリング処理、またはシール

　フォームパッキングを貼ってください。

　定箇所各1か所にΦ4.0×40㎜以上のビスにて固定

　してください。

■釘打ち部は「パネルの留め付け方」を参考に所定箇

　所に打ってください。

６－３．出隅部

■タイルで納める場合は、出隅用捨て板Dを事前に装

　着し、パネル両端部にシーリング処理をします。

■出隅の専用パネル端部も、5㎜以上内側の凹部に指

13



乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ６．各部の納まり

６－４．入隅部

■入隅用捨て板Eを事前に装着して、パネルを取り付

　けます。パネルの厚さ分を控えてシーリング代を確保

　してください。

■釘打ち場所は「パネルの留め付け方」を参考に、所

　定箇所に打ってください。

　ください。

■更に通気のための通気孔を胴縁で設け、その孔が

　ふさがらないように注意して施工してください。

６－５．基礎部

■基礎部の納まりは、スターターJと水切り兼用スター

　ターの2通りがあります。どちらかのスターターを取り

　付け、その上にパネルを載せます。嵌合オス部にしっ

　かりと断熱パネルの嵌合メス部を挿入して取り付けて
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乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ６．各部の納まり

６－６．軒天部

■軒天部は通気のために5㎜程度開けて、カットして納

　めてください。

■軒天部は縦張用平で納めるときれいに見えます。

■最上段のタイル引掛け部の下にある溝の中央で胴

　縁にめがけてΦ4.0×40㎜以上のビスで留め付けて

　ください。

■防水シートの軒天部納めは防水テープで完全に防

　水処理してください。

■樹脂胴縁及びパッキンは、通気部を確保しながら軒

　天部横方向にも設置してください。

　終了後テープは取り外してください。

■樹脂胴縁及びパッキンは、通気部を確保しながら軒

　天部横方向にも設置してください。

６－７．開口部

■開口部廻りは、シーリング処理をして仕上げてくださ

　い。ただし開口部上部はシーリング処理を行わない

　でください。

■開口部周辺アングルを使用し、タイル端面が表面に

　出ないように仕上げてください。

■アングルとタイルの間隔は、2㎜程度の隙間を確保し

　てください。

■防水シートの端部より水が内側に浸入しないように

　事前に防水シートで防水処理をしてください。　

■開口部下側や上側で専用パネルを切断した部分に

　ついては、軒天部のビス留めと同様に各胴縁めがけ

　てビス留めしてください。

■開口部等の部材をシーリング塗布時には汚さないよ

　うに予めマスキングテープで保護してください。施工
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（１）ビス（ステンレス系のビスの使用を推奨します。）

（２）防水処理用部材　　
透湿防水シート・防水テープ

防火構造認定番号 PC030BE-0543（木造軸組通気構造）

PC030BE-0716（木造枠組通気構造）

QF045BE-0229（木造軸組準耐火構造）

Φ4.0×30㎜(ドリル付)以上のビス

Φ4.0×40㎜(ドリル付)以上のナベビス

Φ4.0×50㎜以上のビス

Φ4.0×30㎜(ドリル付)以上のビス

乾式外壁タイル張りシステム

美美 -bibi- ７．必要材料・施工工具

７－１．必要材料

断熱
パネル

本体周辺用

胴縁取付用

釘打ち部用

18㎜胴縁

Φ4.0×19㎜(ドリル付)以上のビス

Φ4.0×30㎜(ドリル付)以上のナベビス

Φ4.0×75㎜以上のビス

８．防火措置への対応

・ヤスリ・タイルカッター・ダイヤモンドホイール

･コーキングガン

Φ4.0×19㎜(ドリル付)以上のビス

７－２．施工工具

・メジャー

・電動カッター

・コンプレッサー

・釘抜き、金槌

・電動ドライバー

・墨出し工具

・エアーネイラー（自動釘打機）

・マスキングテープ

下地パネル用

5㎜胴縁
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安全にご使用いただくために
施工前に、この“安全にご使用いただくため”をお読みの上、正しくご使用ください。

警告

　せて並行に嵌合部がしっかり嵌まり込んだ状態で釘打ちして

　施工してください。無理に強く押し込んだり、嵌合部に緩みが

　残る施工はしないでください。また、役物などを含む留め付け

　は、本施工マニュアルに従って、かつ風雨を十分に配慮した

　固定を行ってください。

②製品を施工する前に働き幅で墨出しを行い、その隅に合わ

死亡または重傷を負う可能性が

想定される場合の表示です。

　所を設けてください。

　ことがないように水の抜け道を室外側にしてください。

⑤製品本体の下側に取り付ける端面カバーには、必ず水抜き

　穴が500㎜ピッチ以下で開けられたものを使用し、壁下場水

　切りなどの水が内部に溜まる形状の部材にも同様の水抜き

③エアコンや給水配管などを通すために、製品に孔を開けた

　時には有効な防水処理をおこなってください。

④製品の施工前や施工中に防水テープやコーキング材によ

　るシーリングを指定された所に必ず施工してください。防水

　テープやシーリングで内部に廻った水が室内側に浸入する

　い。滑落の恐れがあります。

取り扱い時のお願い

施工時の注意

①金属サイディングの機能を十分に発揮させるために専用の

　役物を準備しておりますので、純正役物を必ずお使いください。

　件にあります。特に最近問題にされています酸性雨や酸性

　霧、酸性雪や凍結防止剤による塩害など周囲の使用環境に

　合わせてお手入れの仕方について弊社のカタログに記載の

　メンテナンスの方法に則り、お施主様にご説明をお願いしま

③外壁は、紫外線、風雨や酸性雨などにさらされ、過酷な条

　てください。

③製品の取り付けに使用するネジ類は、ステンレス製のもの

　を推奨します。錆びやすい材料のものは、使用箇所から製

　品に錆が移ることがありますので、ご注意ください。

　付くと錆の原因になりますので、塗装面に傷を付けないよう

　にハケなどで必ず払ってください。

②施工した製品表面に、胴・アルミなどの異種金属や銅葺き

　屋根からの接触で雨水が作用して電蝕が起こる場合があり

　ます。異種金属と直接に触れないように取り合いには注意し

①製品を丸ノコなどで切断した時に出る切り粉が製品表面に

　穴があるものを使用してください。

⑥コーキング材は、芯材のウレタンフォームには接着しませ

　ん。切断面にシーリングする場合には、必ず表面鋼板を箱

　折加工を施して施工してください。鉄板などに接着できる箇

⑦シーリングを施工する前にシーリング部を残してマスキング

　テープを貼り、コーキング材が周囲へ付着するのを防止して

　ください。

製品破損を防止するための注意

①製品に人が乗ったり、重量物を載せたりすると変形や破損

　する恐れがありますので、こうした行為は絶対にしないでく

　ださい。

②製品表面には塗装がしてあります。表面を直に地面に置か

　ないでください。

③製品にすり傷がつく恐れがありますので、製品同士を滑ら

　せたり、砂利や金属製足場など硬いもので擦らないでくださ

　い。

④製品や部材の切断時などに発生する切り粉・火花などが塗

　装面や断熱フォームに当らないようにしてください。

⑤製品本体を集合煙突には使用しないでください。また高温

　の排気ダクトに接する施工は避けてください。防熱板を配し

1．強風・雨天・降雪・雷鳴時及び足場表面が濡れている場合

　や凍結している時は、施工しないでください。落下及び被雷

　事故の恐れがあります。

2．高所作業は関係法規に従ってください。落下事故の恐れが

　あります。

3．金属部材が電線などに触れないようにしてください。感電事

　故の恐れがあります。

4．固定していない足場や梯子には乗らないようにしてくださ

④今後のメンテナンスについても貴社とお施主様の関係を良く

　するために、連絡方法について電話番号や責任者名などを

　お施主様と交わしておいてください。

廃棄物の処理について

①梱包材、残材などの廃材は、産業廃棄物として法に従って

　適切に処分してください。

②外壁を美しく保つために、お施主様に建物の点検管理やお

　手入れの方法などについて説明してください。

　て離して施工してください。その際は防水対策を十分に行っ

　てください。

⑥仕上がった外壁面の上にエアコンの配管などを取りつける

　時は、必ず下地材に固定してください。

錆び防止のために

　す。
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保管するときの注意

①雨水がかからなく湿気などの影響を受けない所で、乾い

　た屋内の平らな場所に保管してください。

②屋外に短期間保管する際には、少し周囲より高く、水平

　・製品の片方を1本の飼木やトラックのあおりなどに斜めに

　　載せて置き、積み重ねたり運搬すること。

　・製品を2本の飼木やフォークリフトの爪に直に載せ、2点

　支えにすること。

⑥梱包された状態で持ち上げる時、PPバンドを持たないで

④1ケースあるいは開梱した製品を手で持つときには、垂直

　に小端を縦に立てて運んでください。

⑤製品が破損する恐れがありますので、下記のような行為

　は避けてください。

　・製品を放り投げる、または落下させること。

運搬時の注意

　ず当て板を入れて保護をしてください。

③ロープの締め付けが強すぎると製品の変形やタイルなど

　の破損が起こる恐れがあります。過度の締め付けは避け

　てください。

①車両による運搬時には、積載する荷台に工具や突起物

　また水濡れや汚れなどがないことを確認したうえで平積

　みにしてください。

②急ブレーキなどによる荷崩れや損傷を防ぐためにロープ

　掛けをしてください。またロープの当たる部分の角には必

　でください。

■ご使用に際しては、説明書や施工マニュアルなどをよく

　お読みの上、正しくご使用ください。

■金属サイディングは壁にご使用ください。屋根、床、塀な

　の影響により不具合が発生した場合。

⑥シーリング部及び現場塗装の塗膜に不具合が発生した

　場合。

　な場所にパレットあるいは細かい間隔で飼木を水平に並

　べ、その上に合板を重ねて敷き、さらに防水シートで覆っ

　てください。

③防水シートが風などで飛ばされないようにしてください。

④パレットや合板は製品長さより小さいものは使用しない

　ください。

④天変地異・地盤の変動、または建築物の構造体に起因

　した変形、下地材の腐食により不具合が発生した場合。

⑤経年変化による変色・汚れ及び環境、または公害など

　①滑り止めのついた手袋などを着用ください。

　②搬送は2人以上で小端を立てて持ってください。

　③クレーンなどで移動する場合、滑ることがありますから

　　中心を決めて作業をしてください。

■切断部のバリやヤスリ、研磨機などで取り除いてくださ

■金属サイディングは導電性がありますので、電気配線に

　は注意してください。感電、漏電火災などの危険があります。

■製品梱包は長尺物です。丁寧に取り扱ってください。

■製品溶接時、火の粉が飛びますので、周囲に引火物を

　置かないでください。また施工時の外壁材裏面における

　溶接の炎、火花などによる発泡断熱材などの引火にはご

　注意ください。

使用上の注意とお願い

　ど目的以外には使用しないでください。

■建築基準法、消防法等建築用途、施工地域に適合した

　使用をしてください。

■溶接、切断などの火の粉が飛ぶところには製品を置かな

　いでください。

免責事項

次のような場合、弊社では責任を負いかねますので、ご了

承ください。

①施工会社による施工・取り扱いが原因で不具合が発生

　した場合。

②外壁以外での使用で不具合が発生した場合。

③居住されている方の維持管理不足及び故意・過失・各種

　器具の取り付け・改修・改装など、または第三者の故意・

　過失などにより不具合が発生した場合。

　れなかった場合。

※ご不明な点がありましたら弊社にご相談ください。

⑦施工に起因する事故、釘部のサビ、またはサビ及びカビ

　による汚染などが発生した場合。

⑧建築基準法及び関係法規に違反した使用により不具合

　が発生した場合。

⑨居住されている方が瑕疵を発見後、速やかに届出がなさ

　い。手を切る危険があります。

■金属の切断に金属錆を使用する場合には、必ず保護眼

　鏡、マスクを着用してください。

■金属の残材処理は法規に従ってください。
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問合せ先
ファインメタル事業部

　関東営業所 〒276-0022　千葉県八千代市上高野1812

https://www.toho-sf.co.jp

TEL：047-484-0100

TEL：06-6443-6501

TEL：022-227-7444

TEL：011-811-5161

TEL：025-288-5417

TEL：03-3274-6214

FAX：047-484-2244

FAX：06-6443-6503

　新潟営業所

　本社・東京オフィス

FAX：025-288-5418

FAX：03-3274-6225

　東北営業所

　札幌営業所

FAX：022-227-7430

FAX：011-811-5163

　大阪営業所

2022G (TO)
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