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9尺パーゴラ桟用垂木

ランマ縦枠

13.5

躯体枠

側枠（囲い用）

2
0

4
3

垂木キャップB

ナベテクスねじφ4×13

垂木取付けアングル（躯体用）

…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定
されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
■施工される方へのお願い

注　意!

●パーゴラ桟取付けアングル（躯体用）は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
●ベースプレートは、必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強
して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

■パーゴラ桟の取付け

①パーゴラ桟取付けアングルを前枠2個所、側枠2個所（躯体側と
中央部）、躯体1～2個所に取り付けます。

②パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングル
の上に置いて、位置を調整した後に、ねじで固定します。

【3～6尺の場合（単体）】

①9尺パーゴラ桟用垂木の取付け
［前枠側］
・補強桁がある個所に取り付ける場合は、垂木

取付けアングル（前枠用）を取り付けます。
・補強桁がない個所では、パーゴラ桟取付け

アングル（前枠・側枠用）を取り付けます。
［躯体側］
・ランマパネルのすぐ脇に取り付ける場合

（躯体枠に取付け）は、垂木取付けアン
グル（躯体用）を取り付けます。

・躯体に取り付ける場合は、パーゴラ桟取
付けアングル（躯体用）を取り付けます。

・アングルを取り付けたら、9尺パーゴラ桟用
垂木に垂木キャップA・Bを挿入した後に前
枠側から先に差し込みながら、取付けアング
ルの上に置いて、位置を調整した後にねじで
固定します。

②9尺パーゴラ桟用野縁の取付け
・垂木に、パーゴラ桟・野縁取付けアングルを

右図寸法に取り付けます。側枠にも同じ位置
にパーゴラ桟用野縁をねじで固定します。

③パーゴラ桟取付けアングルを前枠2個所、
垂木と側枠3個所づつ、野縁前後1個所づつ、
躯体1個所に取り付けます。

④パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、
取付けアングルの上に置いて位置を調整し
た後にねじで固定します。

【9尺の場合（単体）】 ●前枠側・補強桁の場合 ●前枠側・前枠の場合

●躯体側・躯体枠の場合

●野縁取付け位置

●パーゴラ桟は、必要に応じて間口方向に連結が可能です。
①垂木・野縁及びパーゴラ桟を、単体取付けを参照して取り

付けます。
②追加で取り付けるパーゴラ桟用に、最初に取り付けた垂木

の追加で取り付ける側に、最初に取り付けた場所と対称に
パーゴラ桟取付けアングル（野縁用）を4個所取り付けます。

③最初に取り付けた垂木の中心から645mmピッチの位置に
垂木がくるように取付けアングルを取り付け、追加の垂木
をねじで固定します。

④垂木にパーゴラ桟取付けアングル（野縁用）を取り付け、
9尺パーゴラ桟用野縁をねじで固定します。

⑤パーゴラ桟取付けアングルを前枠2個所、追加の垂木に3個所、
躯体に1個所取り付けます。

⑥パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、取付けアン
グルの上に置いて位置を調整した後にねじで固定します。

【9尺の場合（連結）】

●パーゴラ桟は、必要に応じて間口方向に連結が可能です。
①パーゴラ桟を単体取付けを参照して取り付けます。
②追加で取り付けるパーゴラ桟用に、パーゴラ桟取付けアングルを前枠3個所、

躯体1～2個所に取り付けます。
③パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて、

位置を調整した後にねじで固定します。

【3～6尺の場合（連結）】

●パーゴラ桟取付けアングル（躯体用）は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

注　意! ●取付けアングル（躯体用）は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

注　意!

■ベースプレートの取付け

①ベースプレートに側枠躯体金具、
パーゴラ桟取付けアングルの数分、
上下のボルトホールにM6ボルトを
挿入します。

②ベースプレートにベースプレート
キャップを取付け、右図を参考に
位置をだし、躯体に固定します。

※必ず水準器などで水平をだしてく
ださい。

③ベースプレートに側枠躯体金具、
パーゴラ桟取付けアングル（ベース
プレート用）を固定してください。

●ベースプレートは、必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

注　意!

Aベースプレートの取付け
■A寸法表

サイズ

3尺

4尺

5尺

6尺

9尺

A寸法

F

26

79

132

185

344

41

2
1

1534

パーゴラ桟取付け
アングル（野縁用）

9尺パーゴラ桟用垂木

前枠

610645

側枠9尺パーゴラ桟用野縁パーゴラ桟野縁�
取付けアングル 9尺パーゴラ桟用垂木

●躯体側・躯体の場合

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13
六角タッピンねじ�
（1種）φ6×70

9尺パーゴラ桟用垂木

ナベテクスねじφ4×13
垂木取付けアングル（前枠用）補強桁

前枠

パーゴラ桟用垂木

垂木キャップA

ナベテクスねじφ4×13

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

前枠

パーゴラ桟用垂木

垂木キャップA

パーゴラ桟取付け�
アングル（躯体用）

前枠

側枠

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13

六角タッピンねじ（1種）φ6×70

パーゴラ桟取付け�
アングル（躯体用）

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

前枠

ナべテクスねじφ4×13

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

パーゴラ桟 パーゴラ桟

パーゴラ桟

コーキング材

下穴φ4.5

六角タッピンねじ（1種）
φ6×70

パーゴラ桟取付けアングル（躯体用）

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13

六角タッピンねじ（1種）φ6×70

9尺パーゴラ桟用野縁

9尺パーゴラ桟用垂木

野縁キャップ

パーゴラ桟取付け�
アングル躯体用

パーゴラ桟取付け�
アングル野縁用

垂木キャップA

垂木�
キャップB

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

前枠

側枠

2
5

3
0

A

前枠 側枠

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13

六角タッピンねじ（1種）φ6×70

9尺パーゴラ桟用野縁

9尺パーゴラ桟用垂木

野縁キャップ

パーゴラ桟取付け�
アングル（躯体用）

パーゴラ桟（4尺）

パーゴラ桟（5尺）

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

垂木キャップA

垂木�
キャップB

パーゴラ桟取付け�
アングル（野縁用）

ベースプレート

ベースプレートキャップ

コーキング材

下穴φ4.5

六角ボルトM6×14（側枠躯体金具用）
六角ボルトM6×12（パーゴラ桟取付けアングル用）

六角タッピンねじ�
（1種）
φ6×70

平ワッシャーM6用

パーゴラ桟取付けアングル（ベースプレート用）

平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用

袋ナットM6用

丸穴

長穴
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9尺パーゴラ桟用垂木

ランマ縦枠

13.5

躯体枠

側枠（囲い用）

2
0

4
3

垂木キャップB

ナベテクスねじφ4×13

垂木取付けアングル（躯体用）

…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定
されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

注  意!

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
■施工される方へのお願い

注　意!

●パーゴラ桟取付けアングル（躯体用）は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
●ベースプレートは、必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強
して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

■パーゴラ桟の取付け

①パーゴラ桟取付けアングルを前枠2個所、側枠2個所（躯体側と
中央部）、躯体1～2個所に取り付けます。

②パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングル
の上に置いて、位置を調整した後に、ねじで固定します。

【3～6尺の場合（単体）】

①9尺パーゴラ桟用垂木の取付け
［前枠側］
・補強桁がある個所に取り付ける場合は、垂木
取付けアングル（前枠用）を取り付けます。
・補強桁がない個所では、パーゴラ桟取付け
アングル（前枠・側枠用）を取り付けます。

［躯体側］
・ランマパネルのすぐ脇に取り付ける場合
（躯体枠に取付け）は、垂木取付けアン
グル（躯体用）を取り付けます。

・躯体に取り付ける場合は、パーゴラ桟取
付けアングル（躯体用）を取り付けます。
・アングルを取り付けたら、9尺パーゴラ桟用
垂木に垂木キャップA・Bを挿入した後に前
枠側から先に差し込みながら、取付けアング
ルの上に置いて、位置を調整した後にねじで
固定します。

②9尺パーゴラ桟用野縁の取付け
・垂木に、パーゴラ桟・野縁取付けアングルを
右図寸法に取り付けます。側枠にも同じ位置
にパーゴラ桟用野縁をねじで固定します。

③パーゴラ桟取付けアングルを前枠2個所、
垂木と側枠3個所づつ、野縁前後1個所づつ、
躯体1個所に取り付けます。

④パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、
取付けアングルの上に置いて位置を調整し
た後にねじで固定します。

【9尺の場合（単体）】 ●前枠側・補強桁の場合 ●前枠側・前枠の場合

●躯体側・躯体枠の場合

●野縁取付け位置

●パーゴラ桟は、必要に応じて間口方向に連結が可能です。
①垂木・野縁及びパーゴラ桟を、単体取付けを参照して取り
付けます。

②追加で取り付けるパーゴラ桟用に、最初に取り付けた垂木
の追加で取り付ける側に、最初に取り付けた場所と対称に
パーゴラ桟取付けアングル（野縁用）を4個所取り付けます。
③最初に取り付けた垂木の中心から645mmピッチの位置に
垂木がくるように取付けアングルを取り付け、追加の垂木
をねじで固定します。
④垂木にパーゴラ桟取付けアングル（野縁用）を取り付け、
9尺パーゴラ桟用野縁をねじで固定します。

⑤パーゴラ桟取付けアングルを前枠2個所、追加の垂木に3個所、
躯体に1個所取り付けます。

⑥パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、取付けアン
グルの上に置いて位置を調整した後にねじで固定します。

【9尺の場合（連結）】

●パーゴラ桟は、必要に応じて間口方向に連結が可能です。
①パーゴラ桟を単体取付けを参照して取り付けます。
②追加で取り付けるパーゴラ桟用に、パーゴラ桟取付けアングルを前枠3個所、
躯体1～2個所に取り付けます。

③パーゴラ桟を前枠側から先に差し込みながら、取付けアングルの上に置いて、
位置を調整した後にねじで固定します。

【3～6尺の場合（連結）】

●パーゴラ桟取付けアングル（躯体用）は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

注　意! ●取付けアングル（躯体用）は、必ず躯体・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

注　意!

■ベースプレートの取付け

①ベースプレートに側枠躯体金具、
パーゴラ桟取付けアングルの数分、
上下のボルトホールにM6ボルトを
挿入します。

②ベースプレートにベースプレート
キャップを取付け、右図を参考に
位置をだし、躯体に固定します。

※必ず水準器などで水平をだしてく
ださい。

③ベースプレートに側枠躯体金具、
パーゴラ桟取付けアングル（ベース
プレート用）を固定してください。

●ベースプレートは、必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
●躯体が経年変化などで、損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強して、取り付けてください。
●指定の個所に必ずシーリングしてください。

注　意!

Aベースプレートの取付け
■A寸法表

サイズ

3尺

4尺

5尺

6尺

9尺

A寸法

F

26

79

132

185

344

41

2
1

1534

パーゴラ桟取付け
アングル（野縁用）

9尺パーゴラ桟用垂木

前枠

610645

側枠9尺パーゴラ桟用野縁パーゴラ桟野縁�
取付けアングル 9尺パーゴラ桟用垂木

●躯体側・躯体の場合

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13
六角タッピンねじ�
（1種）φ6×70

9尺パーゴラ桟用垂木

ナベテクスねじφ4×13
垂木取付けアングル（前枠用）補強桁

前枠

パーゴラ桟用垂木

垂木キャップA

ナベテクスねじφ4×13

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

前枠

パーゴラ桟用垂木

垂木キャップA

パーゴラ桟取付け�
アングル（躯体用）

前枠

側枠

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13

六角タッピンねじ（1種）φ6×70

パーゴラ桟取付け�
アングル（躯体用）

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

前枠

ナべテクスねじφ4×13

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

パーゴラ桟 パーゴラ桟

パーゴラ桟

コーキング材

下穴φ4.5

六角タッピンねじ（1種）
φ6×70

パーゴラ桟取付けアングル（躯体用）

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13

六角タッピンねじ（1種）φ6×70

9尺パーゴラ桟用野縁

9尺パーゴラ桟用垂木

野縁キャップ

パーゴラ桟取付け�
アングル躯体用

パーゴラ桟取付け�
アングル野縁用

垂木キャップA

垂木�
キャップB

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

前枠

側枠

2
5

3
0

A

前枠 側枠

コーキング材

下穴φ4.5

ナべテクスねじφ4×13

六角タッピンねじ（1種）φ6×70

9尺パーゴラ桟用野縁

9尺パーゴラ桟用垂木

野縁キャップ

パーゴラ桟取付け�
アングル（躯体用）

パーゴラ桟（4尺）

パーゴラ桟（5尺）

パーゴラ桟取付け�
アングル（前枠・側枠用）

垂木キャップA

垂木�
キャップB

パーゴラ桟取付け�
アングル（野縁用）

ベースプレート

ベースプレートキャップ

コーキング材

下穴φ4.5

六角ボルトM6×14（側枠躯体金具用）
六角ボルトM6×12（パーゴラ桟取付けアングル用）

六角タッピンねじ�
（1種）
φ6×70

平ワッシャーM6用

パーゴラ桟取付けアングル（ベースプレート用）

平ワッシャーM6用
スプリングワッシャーM6用

袋ナットM6用

丸穴

長穴


