外構付帯設備

ブレーキ機能付車輪

セイフティブレーキ
設計・特注営業課
東北・北海道 022-374-4110
首 都 圏 03-3451-4117
中
部 052-705-0115
近畿・北陸 06-6339-4976

四国化成工業（株）

学校の門扉は大型のスライド式が多く、その大型門扉は
重量があり、車輪によって動くタイプが多い。重量のある
大型門扉は、勢いよく動かした際、急には止まらないため、
校門は思わぬ事故が発生しても不思議ではない場所である。
細心の注意を払っても、事故は起こり得るものであるか
ら、トラブルが懸念されるならば、その対策を講ずる必要
性がある。
「セイフティブレーキ」は、業界初のブレーキ機能付車輪
で、門扉が一定の速度を超えたときにそのスピードを抑え
るブレーキ機能が組み込まれている。同社の引戸「ユニッ
トラインシリーズ」
（手動式）に標準装備。もちろん既設製
品の車輪と交換することも可能である。

画像ダウンロードサービス

http://download.shikoku.co.jp/
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中 国 086-245-3811
四 国 0877-58-5211
九 州 092-431-4111

外構付帯設備
エクステリア

ポーターラインシリーズ
設計・特注営業課
東北・北海道 022-374-4110
首 都 圏 03-3451-4117
中
部 052-705-0115
近畿・北陸 06-6339-4976

四国化成工業（株）
〈概 要〉

中 国 086-245-3811
四 国 0877-58-5211
九 州 092-431-4111

〈ポーターライン A １型〉

優れた機能とデザイン、さらに安全性にも配慮した、大

アルミ押出形材を使用し、本体を浮かせたまま開閉する

型引戸ポーターラインシリーズは学校などの大型開口部を

本体スライドアーム支持方式を採用し、片引き６m、両引

持つ空間にマッチする大型門扉である。

きなら 12m もの開口部をノンレールで実現した画期的な開
閉構造。本体は浮いたままで開閉するので、開口部の土間
工事は不要。
確実にロックできるシリンダー錠や積雪地での開閉機構
部への雪の侵入を防ぐ吊元ユニットカバーをオプション
で用意。カラーもステンカラー、ブラックつや消し、ブ
ロンズから選べる。
本体高さは 1.2m・1.4m・1.6m から選べるほか、便

A1 型（アルミ）
有効開口幅 片引き 6,000mm
両引き 12,000mm

利な電動式を取り揃え、様々な要望に対応している。

本体は浮いたままで開閉。
開口部の土間工事は要りません。

画像ダウンロードサービス

http://download.shikoku.co.jp/
便覧 81

外構付帯設備
エクステリア

サイクルポート
設計・特注営業課
東北・北海道 022-374-4110
首 都 圏 03-3451-4117
中
部 052-705-0115
近畿・北陸 06-6339-4976

四国化成工業（株）

中 国 086-245-3811
四 国 0877-58-5211
九 州 092-431-4111

〈特 徴〉

〈概 要〉
やわらかい曲線の美しさを強調したアルミ製サイクル

◎主要材料はアルミ押出形材（建築基準法対応商品）

ポートは、学校など公共施設向けの駐輪場で、単体と連棟

◎ Y 合掌タイプと基本（一方駐輪）タイプの２タイプ。

ユニットとを組み合わせて少台数から多台数の自転車の収

◎オプションで照明・雨具用フック・サイクルストッパー

納が可能。丈夫でサビに強く、屋根材にはいつまでも美し

の装備が可能。

いアルミ押出形材を採用し、強い直射日光を遮り、熱や UV

◎デザイン性と安全性を考えた、丸型支柱。

から自転車を守る。

◎支柱間隔は 2,400mm。自転車をすっきりたっぷり収納で
きる。

600N/m
積雪 20cm
2

◎メンテナンス性とデザイン性を両立させた雨樋は、キャッ
プを外せば簡単に掃除ができる。
●オプション

フック A
雨具・帽子等をかけられま
す。

サイクルストッパー B5 型
市販のチェーンロックを付
けて盗難防止。

サイクルポート SY-R（基本セット＋連棟ユニット・サイクルラック
はコーディネイト商品）

600N/m
積雪 20cm
2

●直射日光を遮断するアルミ形材屋根。

●メンテナンス性とデザイン性を両立させた
雨樋

サイクルポート SY-R（Y 合掌タイプ）

画像ダウンロードサービス

http://download.shikoku.co.jp/
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外構・エクステリア
PC 階段ブロック

遠心力応用 PC 階段ブロック
本

社 〒 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東 7-7-28
TEL.048-852-1369 FAX.048-852-1950
行田工場 〒 361-0011 埼玉県行田市荒木 2144
TEL.048-557-1337 FAX.048-557-3628

関東コンクリート工業
（株）

公共施設用 P Ｃ 階段ブロックの老舗メーカー
長年の実績、高い技術力で安全かつ快適な学校づくりに貢献しています。

写真：流山市立おおたかの森小・中学校、おおたかの森センター、こども図書館 ( 千葉県 )

PC 階段ブロックの国内老舗メーカーである弊社の製
品ラインナップは年数が経つほど滑りにくくなる特徴を
持ち、緻密で独特の風合いを持つ遠心力を応用して成型
する「遠心力応用階段ブロック」を中心に、独自の一体
打込みシステムで多様な資材との組み合わせ、仕様が可
能である。
JR 東日本の 80％ 以上の駅、都内地下鉄、私鉄各社の

【遠心力応用ＰＣコンクリートの特徴】
･ 一般的なコンクリートニ次製品にはない独特の風合い
を持ち、緻密で高い均質性持つ。

階段や通路での 70 年以上にわたる採用実績があり、毎
日人が多く行き交う環境などでも、磨耗性に強く、変質

･ 耐久性・防滑性・耐磨耗性に優れる。

などの心配がない高い耐久性を発揮する。管理の行き届

･ 擬石だけでない多様な資材（天然石・タイル等）との

いた国内自社工場で生産され、輸入品と違い品質のばら

組み合わせが可能。

つきもなく、使用年数が経過するにつれ滑りづらくなり、

･ 国内工場での製造による安定した品質。

コスト面でのメリットも大きい。メンテナンス費用など

･ プレキャストでスピーディな施工で、施工翌日歩行可

も最小限に抑えられるので、経済性にも富んでいる。

能。現場打ち階段に比べ工期の大幅短縮も可能。

写真：大東文化大学（埼玉県東松山市）

http://kankon.co.jp
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外構付帯設備

照明 ･ 防球用ポール

NC- ポール
本

日本コンクリート工業（株）

社 〒 108-0075 東京都港区芝浦 4-6-14（NC 芝浦ビル）
☎ 03-3452-1034
大 阪 支 店 〒 542-0081 大阪市中央区南船場 4-11-28
☎ 06-4963-6911（代表）
名古屋支店 〒 450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-11-5
☎ 052-581-0666

〈特 徴〉

● NC- 擬木ポール
天然杉より成形型をとりました杉肌の外観を有した

● NC ポール
JIS 規格の長さ７〜 17m のコンクリートポールで、各

ポールで、国立公園内での採用が定着しています。

種グラウンドの防球ネット支柱や照明柱に最適な製品で
す。

〈納入実績〉
小、中、高校グラウンド施設。野球場、サッカー場、

● NC ハイポール
地上高 15 〜 30m の構築物に使用するスレンダーなコ

ラグビー場、総合運動場。公園施設。通信施設等。

ンクリートポールで、コンクリート素材の持つ耐久性と
経済性に優れた製品です。
● NC-FC ポール
長さ 15 〜 19m の分割コンクリートポール
で、頂部から 9m の位置にフランジを設け、ボ
ルト接合できる構造となっております。狭隘
地域での運搬、建柱がスムーズに行うことが
可能です。
● NC カラーポール
建柱環境に配慮した色彩を自由に選択でき
る着色ポールで、無機顔料をコンクリートに
混合させて着色する方法とウレタン系の樹脂
塗料を塗装する方法があります。主に、グリー
ンとブラウンが多く採用されています。
■ NC-FC ハイポール
■NC-FCハイポール

品種

支持点における 上ポール
下ポール 上ポール＋
全長 末口径 元口径 支持点 荷重点 ひび割れ ひび割れ試験
下ポール
長さ 計算質量 長さ 計算質量
の高さ の高さ 試験荷重
計算質量
曲げモーメント
（m）（cm）（cm） （m） （m） （kN）
（kN・m） （m） （kg）注1（m） （kg）注1 （kg）注1

FCP15-22-10.0

15

22

42.0

2.8

11.95

10.0

119.50

9

900

6

850

1750

FCP16-22-10.0

16

22

43.3

2.8

12.95

10.0

129.50

9

900

7

1020

1920

FCP17-22-10.0

17

22

44.7

2.8

13.95

10.0

139.50

9

900

8

1180

2080

FCP18-22-10.0

18

22

46.0

3.0

14.75

10.0

147.50

9

900

9

1350

2250

FCP19-22-10.0

19

22

47.3

4.0

14.75

10.0

147.50

9

900

10

1520

2420

FCP15-22-15.0

15

22

42.0

3.0

11.75

15.0

176.25

9

1110

6

1210

2320

FCP16-22-15.0

16

22

43.3

3.0

12.75

15.0

191.25

9

1110

7

1440

2550

FCP17-22-15.0

17

22

44.7

3.0

13.75

15.0

206.25

9

1110

8

1670

2780

FCP18-22-15.0

18

22

46.0

3.0

14.75

15.0

221.25

9

1110

9

1910

3020

FCP19-22-15.0

19

22

47.3

4.0

14.75

15.0

221.25

9

1110

10

2160

3270

注 1. 製品質量について本カタログに記載されている各種ポール質量は設計質量です。1 〜 3 割増したものが実質質量となります。

お問い合せホームページは

http://www.ncic.co.jp/
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外構付帯設備

照明 ･ 防球用ポール

NC- ポール

日本コンクリート工業（株）

九州支店 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-16-8（IT ビル）
☎ 092-411-2008
四国支店 〒 760-0022 香川県高松市西内町 4-6（神原ビル）
☎ 087-897-2984

●メンテナンス
日本コンクリート工業は新設ポールのご提供だけでなく、既設ポールの劣化調査を行い補修・建替
えなど最適なご提案をさせていただ＜ことでポールの健全性維持のニーズにお応えします。
分析・診断

点検・調査
通常点検と詳細調査で劣化を判断

調査の結果を分析し、健全度を評価

① 通常点検

調査記録から劣化状態の分析を行います。変状要因を

実際に現場で目視による外観調査を行い、ひび割れ・
錆などポールの異常の有無を点検します。
その段階で異常が見られない場合でも、定期的な点検

推定し、補修・建て替えあるいは経過観察の必要性を

PHOTO 差し替え

検討します。詳細調査を行った際には、データの解析
を行い劣化の進行状態まで診断出来ます。

地上部から目視やクラックスケール
で異常の有無を点検します。

をお勧めします。

② 詳細調査

チェックシート

点検で異常が発見され、必要な場合には異常の進行状

電磁波（健全度診断）

況を精査します。その際、健全性が保たれているか判

当社独自の解析方法でコンクリートの
内部変状が捉えられます。
電磁波レーダーで亀裂・配筋・
鉄筋錆を解析できます。

-50 -

詳細調査

-100 -150 -

分析・診断

-200 -250 -

日常点検
定期点検

-300 -350 -

メンテ ナンス
サイクル

日本コンクリート工業は新設ポールのご提供だけでなく、
既設ポールの健全度調査を行い補修・建替えなど
最適なご提案をさせていただくことで
ポールの健全性維持のニーズにお応えします。

対策

-

-2

-0

2

4

6

-

-

-4

8

強度

提案・設計

補修策の提案及び実施
設備カルテ

記録

-

-500 -

-

-450 -

メンテナンスを通して
安心・安全な社会づくりに貢献します。

-

コンクリートポール の

操作開始点までの距離
=90,000mm

深度 0 -

-

断するために機器を使用して詳細な調査を行います。

分析結果を踏まえて、各種材料・工法から最適な
補修工法あるいは建て替え工法をご提案いたします。

設備カルテ

また、補修・建て替えの設計から工事費のお見積り

補修・建替

までご協力させていただきます。
選択して補修を実施いたします。

調査内容および結果・補修内容・建替えなどの状況を

防

記録して保管・ご提供いたします。

▲

下記のようにそれぞれの劣化状況に応じて工法を

設備の状況・状態を記録

工法

継手部などの鋼材に補修材を塗布し、錆の発生を抑制します

ひび割れ補修工法

この記録をもとに注視すべき変状や新たな変化などを

ひび割れに補修材を注入・塗布する工法です

的確に把握し、将来的な維持管理をサポートします。

▲

カルテ

●コンクリートポール各種実績

お問い合せホームページは

http://www.ncic.co.jp/
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外構・エクステリア
人工木材

プラスッド
営業支援センター
〒 140-0014 東京都品川区大井 1-23-3( フクビビル )
TEL.03-5742-6371 FAX.03-5742-6372

フクビ化学工業（株）

学校施設に木材の温かみ、安全性と高い機能性を兼ね備えた人工木材
プラスッドは福井県の間伐材とリサイクル樹脂を使用、木材の風合いと樹脂の耐久性を備えた人工木材。自己
消火性 ( 火元を離すと自然に炎が消える性能 ) という新しい機能を備えたことで、全国の学校や公共施設での採
用が進んでいる。
●プラスッドルーバー

●プラスッドデッキ

建物外壁に温かみのある木調イメージを与え、窓から日

学校施設のテラス等での採用が拡大している人工木材屋

射をさえぎる人工木材ルーバー。
省エネ効果はもちろん、

外デッキ。デッキ表面にビスが出ない、目地からモノが

特殊樹脂を採用した高剛性に加え、耐候変色も少ないた

落ちにくい等安全設計に配慮したほか、高さの調整も可

めメンテナンスの回数も低減。
多彩な特注色対応も魅力。

能。

【特徴】

【特徴】

・高剛性：スチレン系特殊プラスチックの高剛性という

・自然な木質感：プラスッドの中には木粉が多く入って

特徴を生かし、4m の長尺を標準長さとしている。そ

いるので、ツヤが少なく触れた時に優しさを感じる。

のため、最大 1,500mm の支持スパンが可能。

・安全の設計：デッキ表面にビスが出ない安全設計になっ
ている。又、デッキの幅方向の目地からコイン等が落

・自然な木質感：独自着色技術により、木質感に優れたテ
クスチャーが得られる。又、素材表面を粗したタイプも
ラインナップしているので、表面テクスチャーを選べる。

ちにくいデザイン。
・安心の機能性：帯電抑制タイプ、遮熱タイプといった

・JIS 認定素材だから安心：プラスッドは JIS Ａ 5741「木

従来にない付加価値をもった機能性デッキもライン

材・プラスチック再生複合材」の認定を取得

ナップしている。

・優れた耐候性：耐候性に優れた樹脂を用いることで変

・安心の素材：木材のようなささくれやひび割れがなく、

色が少なく、長期の強度保持性にも優れている。木材
のようなささくれや干割れもない。超促進耐候性試験

水に濡れてもぬめりがでにくい。
・しっかり感のあるデッキ：木粉を多く含むので強度が

30 年相当の試験での変色は木材に比べ、非常に少な
く、メンテナンスコストの低減に貢献する。

高く、歩いた時のシッカリ感がある。
・みなとモデル CO2 固定認証制度対応製品

・安心な自己消火性素材：火災に対して安全性が高まり、
又、自己消火性を保持するための添加剤も環境に配慮
し、EU の環境規制である RoHS 指令にも対応した素
材を厳選している。

東京電機大学（東京都）

https://www.pluswood.jp

岡崎市立翔南中学校 ( 愛知県 )

https://www.fukuvi.co.jp
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外構・エクステリア
次世代型デッキ素材

合成木材
セイキ販売㈱東京支店
〒 176-0014 東京都練馬区豊玉南 3-21-16
☎ 03-5999-5820

セイキ販売（株）

天然木の温かみと濡れても腐らない高い耐久性を持った合成木材
児童・生徒のよりよい学習環境整備のため、校舎の新築や改修の際には、木造化・木質化が推奨されている。再生
木材とプラスチック樹脂との複合材による高い耐久性を備えた合成木材。天然木に比べ、雨風にさらされて腐るこ
とがなく、長期使用を可能にした。こうした素材の導入によって、子供たちの快適な学校生活が実現されることを
期待している。
●合成木材

● NEXT ウッド

【特長】

【特長】

・水に強く腐らない

・傷つきにくく丈夫

素材は水に濡れても腐らない。草木への散水や雨風にさら

高密度高品質な再生木材と高純度プラスチック樹脂を組み

されてる場所にも長期使用が可能。

合わせ、高い強度を実現。傷がつきにくく、反りや歪みが

・濡れても滑りにくい

生じにくい。

表面が濡れていても、乾燥時と変わらぬ滑りにくさを実現。

・水や腐食に強い

滑って転倒する心配が少ない。

高密度素材のため吸水率が低く、水に強いため腐りにくく

・ビスが露出しない

虫の害を受けることが無いため、耐久性に優れている。

独自の連結構造でビスや水抜き穴が表面に露出しない安心

・熱、色あせに強い

設計。仕上がりが美しく、ビスで怪我をする心配がない。

紫外線防止加工が施されており、太陽による退色を軽減。

・施工性抜群

また、太陽熱の吸収を最小限にする材料を使用しており、

木材同様にネジ・釘・ノコギリが使用でき、施工性に優れる。

暑い日中でもデッキの熱吸収が抑えられる。

町屋保育園（東京都）合成木材施工例

足立区立加平小学校（東京都）NEXT ウッド施工例

http://www.seiki.gr.jp/
便覧 87

外構・エクステリア
リサイクル再生木材

ハンディウッド
〒 150-0036 東京都渋谷区南平台町 15-8
電話：03-5784-3913
FAX：03-5784-3973
info@handy-wood.com

ハンディテクノ（株）

環境にやさしい再生木材利用で安全・安心で豊かな教育施設へ

—メイドインジャパンの再生木材「ハンディウッド」—
次世代再生木材「ハンディウッド」新カタログリリース

新製品・新素材

軒天・壁面材「エンヴィウッド」

ハンディテクノ㈱は、100% リサイクル再生木材の専

また同社は新素材開発にも従事し、再生木材として肉

業メーカーとして、
「ハンディウッド 2020」カタログを

厚が薄く断面形状の複雑な成型品も開発してきた。サッ

リリースした。ウッドデッキの構成部材としてあらゆる

シ枠材などの製造経験を活かし、今回スパンドレル型の

ニーズに対応できるラインナップを揃え、物件毎の意匠

新製品をリリースした。

や構造上の要件に対応する。

新素材「エンヴィウッド」として、天然木材やアルミ

同社は 15 年間に渡り建築、公共の施設において数多

製スパンドレルに代替する、朽ちない木質感の意匠性を

くの事例実績を重ねてきた。天然木材からのリニューア

提供し、軒天井や庇下、壁面部の化粧材として広く建築

ルにおいても豊富なノウハウを提供する。

物件に導入展開していく。

スーパーロングスパンに対応「ルーバーＺライン」

多用途への適用、物件毎オートクチュール対応

ルーバー材においては、一般的な建物階高を跨いで支

同社は、建築施設における再生木材導入シェアとして、

持スパンを飛ばせるルーバーＺラインをリリースし飛躍

実績ナンバーワンであり、年間 15 万㎡ものデッキ事例

的にダイナミックな納まりを可能とする。〜 4 メート

を構築してきた。創業 15 年における累計は 120 万㎡を

ル１本モノの再生木材ルーバーにＺＡＭ芯材をセットす

超えている。ルーバーや軒天・壁面他、多用途のエクス

ることで、一般的な建物階高〜３３００ミリを跨ぐロン

テリアに実施例を展開してきた。社内設計チームを抱え、

グスパンでの納まりが可能となった。従来は開口部に下

物件毎の意匠・詳細設計、納まり検討から構造計算など、

地胴縁鋼材などの下地材を構成せざるを得なかったとこ

個別のオートクチュールな対応を可能としている。

ろが、階高跨ぎに飛ばして納めることが可能となった。

http://www.handy-wood.com
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