
このたびは､東洋エクステリア製品を�
お買い上げいただきまして､まことに�
ありがとうございます。�

取 扱 説 明 書�
自然が未来�
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１　各部の名称�

1

レール�

アーム�
ランナー� ライト�

レガージュゲート�
電動装置�

受信器�

アイセンサー�

リモコン送信器�

リモコン用アンテナ�

手動時用クラッチロープ�

レガージュゲートパネル�

電球などを取付け、取換えのときには、必ず電�

20㎝
�

しないでください。�

仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用�

ゲートパネルの開閉時には、障�

害物がないことをご確認くださ�

い。特に小さいお子様には十分�

屋根パネルの上に積雪が20㎝を�

超える前に雪降しをしてくださ�

絶対に屋根パネルには乗ったり、�

重量物を載せたりしないでくだ�

源を切ってから行なってください。�

さい。�い。屋根パネルが雪の重さで�

注意してください。思わぬ�

火災､感電の危険があります。�

をする場合があります。�

ぶれ落ちる危険があります。�

つ�

感電する危険があります。�

落ちる危険があります。�

ケガ�

2　安全のために必ず守ってください�



3　送信器・受信器の設定方法�

3ー1　リモコン送信器の登録方法�

2

リモコン受信器にリモコン送信登録をしてください。�

①リモコン受信器の初期スイッチを｢ON｣にします。�

　必ず電源表示灯が点滅している間(１分間)に登録してください。�

ご注意�

●�

③リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録ス�

　イッチをボールペンの先端などで押すか、電源表示灯が�

　点滅から点灯に変わるまで待ちます。�

リモコン受信器�

　初期スイッチをOFFにすると、リモコン送信器の登録が抹消されます。登録を抹消しますとリモコン送信器�●�

　では作動しません。�

リモコン受信器�

リモコン受信器�

②リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の電�

点灯表示で受信器登録が完了します。�

源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボ�

タンを押します。�

リモコン送信器�

　　電源表示灯が点滅します。�●�

●�　　点滅しないときは、初期スイッチを一度｢OFF｣にし、�

　　再度｢ON｣にします。�

●�

電源表示灯�

初期スイッチ�

　　リモコン送信器の動作表示灯が点灯します。�●�

　　完了します。�

電源表示灯�

登録スイッチ�

　　リモコン受信器の受信確認灯が点灯し、送信器登録が�

受信確認灯�

動作表示灯�

送信ボタン�
電源ボタン�

出力１�２�３�電源�

登録�受信�
OFF ON

ONOFF
受信�登録�

電源�

押す�

２�３�出力１�

ONOFF
受信�登録�

電源�３�２�出力１�



3ー2　リモコン送信器の追加登録方法�

3

①リモコン受信器の登録スイッチをボールペンの先端など�

別売り品で複数のリモコン送信器(LGG53)をお求め頂いたお客様は追加登録してください。�
リモコン受信器１台につきリモコン送信器16台まで登録可能です。�

　で押します。�

　では作動しません。�

●�　初期スイッチをOFFにすると、リモコン送信器の登録が抹消されます。登録を抹消しますとリモコン送信器�

●�

ご注意�

　必ず電源表示灯が点滅している間(１分間)に登録してください。�

リモコン受信器�

リモコン受信器�

③リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録ス�

　イッチをボールペンの先端などで押すか、電源表示灯が�

　点滅から点灯に変わるまで待ちます。�

②リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の電�

源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信ボ�

タンを押します。�

点灯表示で受信器登録が完了します。�

リモコン受信器�

リモコン送信器�

●�　　電源表示灯が点滅します。�

電源表示灯�

登録スイッチ�

登録スイッチ�

電源表示灯�

●�

　　リモコン送信器の動作表示灯が点灯します。�●�

　　完了します。�

　　リモコン受信器の受信確認灯が点灯し、送信器登録が�

受信確認灯�

動作表示灯�

送信ボタン�
電源ボタン�

出力１� ３�２�

押す�

電源�

登録�受信�
OFF ON

ONOFF
受信�登録�

電源�

押す�

２�３�出力１�

ONOFF
受信�登録�

電源�３�２�出力１�



4　使用方法�

4ー1　リモコン送信器での操作方法�

4

（２）パネルを閉めるとき�

（１）パネルを開けるとき�

●�

　テレビ、ラジオの送信所や、高圧電圧設備、送電線などの諸電界地域のときはリモコン使用範囲が�●�

ご注意�

●�　移動中、または閉めきった車内から送信したときはリモコン使用範囲が短くなることがあります。�

　短くなることがあります。�

●�

ご注意�

前面のレガージュゲートは、すべて電動式で作動します。リモコンにて開閉操作を行なってください。�

ご注意�

●�

●�

①全開位置で電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅してい�

る間に送信ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に完�

全下降します。�

途中で停止させたとき、次に送信操作を行なうと逆の動�

作をしますのでご注意ください。�

途中で停止させたときには、必ず電源ボタンを押し、動�

作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押し、全開あ�

るいは全閉位置まで作動させてください。�

途中で停止させたとき、次に送信操作を行なうと逆の動�

作をしますのでご注意ください。�

途中で停止させたときには、必ず電源ボタンを押し、動�

作表示灯が点滅している間に送信ボタンを押し、全開あ�

るいは全閉位置まで作動させてください。�

①電源ボタンを押し、動作表示灯が点滅している間に送信�

ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に全開位置の上�

部収納まで引き上げられます。�

リモコン送信器�

リモコン送信器�

●�

●�

●�

●�

途中で停止させるときは、電源ボタンを押し、動作表�

示灯が点滅している間に送信ボタンを押します。�

途中で障害物にあたった場合、約2秒で自動的に停止�

し、そのままで待機します。�

途中で停止させるときは、電源ボタンを押し、動作表�

示灯が点滅している間に送信ボタンを押します。�

途中で障害物にあたった場合、約2秒で停止し、反転�

して全開位置の上部収納まで引き上げられます。�

動作表示灯�

送信ボタン�
電源ボタン�

電源ボタン�
送信ボタン�

動作表示灯�



4ー2　押ボタンスイッチでの操作方法(ガレージタイプのみ)

5

●�

●�

●�

途中で障害物にあたった場合、約2秒で自動的に停止�

し、そのままで待機します。�

途中で停止させるときは、パネル作動ボタンを押します。�

途中で障害物にあたった場合、約2秒で停止し、反転�

して全開位置の上部収納まで引き上げられます。�

途中で停止させるときは、パネル作動ボタンを押します。�●�

●�ライト点灯中にライト点灯ボタンを押すと、ライトは�

消灯します。�

ライト消灯中にライト点灯ボタンを押すと、ライトは�

点灯します。�

●�ライト点灯ボタン�

パネル作動ボタン�

パネル作動ボタン� ●�

押ボタンスイッチ�

●�

ご注意�

ご注意�

●�

●�

前面のレガージュゲートは、すべて電動式で作動します。押ボタンスイッチにて開閉操作を行なって�
ください。�

①パネル作動ボタンを押すと、ゲートパネルは自動的に全�

開位置の上部収納まで引き上げられます。�

途中で停止させたときには、必ずパネル作動ボタンを押�

し、全開あるいは全閉位置まで作動させてください。�

途中で停止させたとき、次にパネル作動ボタンを押すと�

逆の動作をしますのでご注意ください。�

①全開位置でパネル作動ボタンを押すと、ゲートパネルは�

自動的に完全下降します。�

途中で停止させたときには、必ずパネル作動ボタンを押�

し、全開あるいは全閉位置まで作動させてください。�

途中で停止させたとき、次にパネル作動ボタンを押すと�

逆の動作をしますのでご注意ください。�

押ボタンスイッチ�

①パネルが作動すると、ライトが点灯します。このライト�

は7,8分経つと自動的に消灯します。�

押ボタンスイッチ�

（２）パネルを閉めるとき�

（１）パネルを開けるとき�

（３）ライトのON･OFF



4ー3　電動で動かせないときの操作方法�

4ー4　電動作動への切換方法�

6

ランナー�

ランナー�

　手動に切換えます。(左図ピン位置参照)

①ランナーから出ているクラッチロープを斜めに引き下げ、�

●�

ご注意�

②ゲートパネルの中央部を手で持ち開閉します。�

　ピンを｢電動時｣の位置へもどします。�

②駆動部側とパネル側が「カチッ」音がして連結するまで�

　ランナーからロックを解除していない場合、ゲートパネルは手で開閉できませんので、無理に力を�

　加えないでください。�

●�

①ランナーから出ているクラッチロープを斜めに引き下げ、�

手動で開閉する場合は、次の手順で操作をしてください。�

電動にもどす場合は、次の手順で操作をしてください。�

　ゲートパネルを動かします。�

通常は電動操作でご使用ください。ゲートパネルの手動開閉は、非常(停電・故障)に限り行なって�

ください。�

手動時�

ピン位置�

ピン位置�

電動時�

手動作動�

電動作動�



4ー5　ご注意とお願い�
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電球�

ライトカバー�

あります。�

●�リモコン送信の実用到達範囲は約10mですが､周囲の状況により到達範囲が短くなることがあります。�

を受けたときは作動しないことがあります。�

ア｢お客様相談室｣にご相談ください。�

製品の分解や改造はしないでください。�●�

●�製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または、東洋エクステリ�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

温度が50℃以上になるような、夏期炎天下の車内などには放置しないでください。�

生活防水構造になっていますが、雨でぬれる場所や、ぬれた物の上に置かないでください。�

床に落としたり、衝撃を与えないでください。�

電池が消耗したとき、作動しないことがあります。�

押しボタンを、0.3秒以上押していない(一瞬ふれた程度の)ときは、作動しないことがあります。�

２台以上のリモコン送信器から同時に発信したとき、および各種無線器コードにて電話などの電波�

故障の原因になります。�

降雪時、レールおよびゲートパネルが、雪に干渉されない程度まで除雪してから使用してください。�

電動作動状態時、ゲートパネルには無理な力を加えないでください。駆動部などが破損する恐れが�

送信器が汚れたときは、柔らかい布で｢カラ拭き｣してください。�●�

電球が切れたときは、次の手順で交換してください。�

●�

ご注意�

　電球を交換するときには、必ず電源を切ってから行なっ�

　指定ワット数60W以下の電球を使用してください。�●�

●�　電球は出荷時には搬送中の破損を防ぐために装着されて�

③カバーを取付けます。�

②電球を交換します。�

①駆動部前のライトカバーをはずします。�

　てください。感電する危険があります。�

　おりません。�

（１）リモコン送信器について�

（２）駆動部について�

5　調整および交換方法�

5ー1　ライトの電球交換�



5ー2　リモコン電池の交換�

5ー3　調整について�
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指定箇所(左図矢印参照)へ潤滑剤を塗布してください。�

閉方向�
開方向� 電池カバー� ロック位置�

CR2032
リチウム電池�

開位置�

コインなど�

電池カバー�

各部の調整を希望される場合には、施工店または、東洋エクステリア｢お客様相談室｣にご相談くだ�
さい。�

スムーズな開閉のために、定期的に潤滑剤を吹き付けて�●�

お手入れしてください。�

汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを�

落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭き�

シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでくださ�

●�

●�

とってください。�

い。塗料がはげたりすることがあります。�

●�

してください。放置すると腐蝕の原因になります。�

あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修�

電池の寿命は1日10回使用(1秒／回)して約1年です。電源ボタンを押したとき、動作表示灯が点滅�

リモコン送信器裏面�

しなくなったり到達距離が短くなった場合は、下図に従いすみやかに新しい電池(リチウム電池 CR2
032)にお取替えください。�

（１）年に２～３回水洗いをし拭きとってください�

（２）キズは補修してください�

（３）年に２～３回潤滑剤を塗布してください�

6　お手入れについて�



7　修理を依頼する前に�

8　保証と修理�
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電源を「入」にセット�駆動部の電源が入っていますか。�

電池交換を行なってください。�

 (動作表示灯が点灯していますか｡)

操作をする前に、何度も電動で開閉を� 10分程待って再操作�
繰り返していませんか。�

電動時ピン位置と連結の確認�

電球を取付けていますか。� 電球の確認／電球切れの場合は60W
 (出荷時電球は取付けていません｡) 以下の電球に交換(7ページ参照)

経過していますか。�
約10分間お待ちください。また、10ライトは1度点灯してから、約10分間�

(6ページ参照)

リモコン送信器の電池寿命が切れてい�
ませんか。�

ランナーが手動の状態になっていませ�

分以上たっても消えない場合はもう�
一度押ボタンスイッチを押して約10
分間お待ちください｡(操作と同時に�

んか。�

パネルは開閉動作を行ないます｡)

(8ページ参照)

登録する(2ページ参照)リ�モ�コ�ン�送�信�器�の�登�録�を�行�な�い�ま�し�た�か。�

ライトが消灯しない�

ライトが点灯しない�

処　　置�点　　検�

リモコン送信器の押しボタン�

このようなとき�

直らなかったときには修理をご依頼ください。�
故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。�

スイッチを押しても作動しない�

上記項目が正常で作動しない場合、ヒューズ切れが考えられます。施工店または、東洋エクステリ�
ア｢お客様相談室｣にご相談ください。�

●�

●�

●�

●�このレガージュには保証書がついています。�

保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。�

保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項の記入を確かめて施工店からお受け取りください。�

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。�

（１）保証について�

（２）保証期間�

電装部品以外�
無　料�
無�

施工日� １年� ２年�

有�
料�

料�
有　料�

電�装�部�品�



9　別売り品�

10　仕様�
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　　500W(作動時)

　　過負荷時反転機構(15～20㎏)

　　AC100V　50/60Hz

　　過熱防止サーマルプロテクター内蔵モーター　　�

　　約10m(使用環境で短かくなることがあります。)

付近の目印などもお知らせください�

　　年　　月　　日�

順�道�

号�番�話�電�

所�住�ご�

名�氏�ご�

日�工�施�

名�品�製� 保証書に記載されている製品名�

できるだけ詳しく�故障の状況�

　送信器を増やしたいときや、あやまって破損・損失したときにお申込みください。�

無線到達距離�

　　－10℃～40℃�周 囲 温 度�

電� 源�

消�費�電�力�

安�全�装�置�

ください。�
修理を依頼されるとき下記のことをお知らせください。�

製品に異常が生じたときは、お取付けの施工店または、東洋エクステリア｢お客様相談室｣にご相談�

●�

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。�

　リモコン送信器(LGG53)

（３）修理について�



お引�渡�し�日�

お客様�

施�
　�
工�
　�
店��

�

ご住所�

お名前�

電　話�

保　　�証�
期　　�間�

様���

（　　　　　）�

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生�
した場合には、本書記載内容で無料修理を行�
うことをお約束するものです。詳細は下記記�
載内容をご参照ください。�

　　　　　年　　　月�　　　�日���

対　象　部　品� 期�間�（お引�渡�し�日�よ�り）���

但し電装部品�

本　　　　 体� 2ヶ�年���

  1ヶ �年 �� �

1.　保証者�

2.　保証�の�対象者�

3.　対象商品�

4.　保証内容�

5.　保証期間�

6.　免責事項�

※保証期間経過後�の�修�理�・�交換�な�ど�は�有�料�と�い�た�し�ま�す�。���
※本書�に�よ�っ�て�、�お�客�様�の�法律上�の�権�利�を�制限�す�る�も�の�で�は�
あり�ませ�ん�の�で�、�保証期間経過後�の�修�理�に�つ�い�て�ご�不明�の�
場合�は�、�お�客様相談室�に�お�問�い�合�せ�く�ださ�い�。���

レガージュ　　保証書�
製造No.
（商品名�シ�ー�ル�No.）���
��

お客様相談室�
0120-171-705

取説コード�

UD004
IE-I①�

200304F_1001


