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設計・施工基準

□屋根勾配と最大流れ長さの基準

●一般施工地域に適用します。
【1】一般施工地域用の基準
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タフガード、ノアガードⅡまたは改質系アスファルトルーフィング・1層敷

イーグルガードまたはアレスガード・1層敷※

イーグルガードまたはアレスガード・1層敷

̶

タフガード、ノアガードⅡまたは改質系アスファルトルーフィング・1層敷

イーグルガードまたはアレスガード・1層敷※

物件毎の個別対応になります。弊社営業所までお問い合わせください。

物件毎の個別対応になります。弊社営業所までお問い合わせください。

屋根形状

切 妻
片流れ

寄 棟

屋根材の種類

スマートメタル

3/10 3.5/10 4/10 4.5/10 5/10 6/10

5m以下 7m以下 10m以下 13m以下 16m以下 20m以下

̶ 10m以下 15m以下 19m以下 24m以下 30m以下

5m以下 5m以下 7m以下 10m以下 13m以下 16m以下

̶ 7m以下 10m以下 15m以下 19m以下 24m以下

●積雪施工地域に適用します。
●施工不可地域には使用できません。

【2】積雪施工地域用の基準

流れ長さ

下葺材

流れ長さ

下葺材

流れ長さ

下葺材

標準基準A

標準基準B

個別対応

流れ長さ

下葺材

流れ長さ

下葺材

流れ長さ

下葺材

標準基準A

標準基準B

個別対応

12m以下 17m以下 25m以下 32m以下 40m以下

12m以下 12m以下 17m以下 25m以下 32m以下 40m以下

勾 配基 準
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軒桁から約1m（通常軒先2段）アレスガード敷
他全面タフガード、ノアガードⅡまたは
改質系アスファルトルーフィング・2層敷

軒桁から約1m（通常軒先2段）アレスガード敷
他全面タフガード、ノアガードⅡまたは
改質系アスファルトルーフィング・2層敷

全面タフガード、ノアガードⅡまたは
改質系アスファルトルーフィング・2層敷

全面タフガード、ノアガードⅡまたは
改質系アスファルトルーフィング・2層敷

施工不適

屋根形状

切 妻
片流れ

寄 棟

屋根材の種類

スマートメタル

3.5/10 4/10 4.5/10 5/10 5.5/10 6/10以上

10m以下 13m以下 16m以下 20m以下

7m以下 10m以下 13m以下 16m以下

流れ長さ

下葺材

流れ長さ

下葺材

標準基準

標準基準

勾 配基 準

●「すがもれ」の可能性がない場合は、アレスガード部分をタフガード、ノアガードⅡまたは改質系アスファルトルーフィング・2層敷に変更することもできます。

□認定番号一覧

不燃材料認定
認定番号

NM-8697
耐火構造屋根30分※1

認定番号 適用下地 野地板種類

認定番号取得中 鉄骨下地 硬質木片セメント板

※1 この認定は日鉄住金鋼板（株）が取得しているものです。 

※下地が硬質木片セメント板の場合はアレスガード1層敷とし、けらば部の増張りを幅1,000mmにする。

●新築下地基準

寸法：C-100×50×20×2.3mm以上
間隔：607mm以下

□屋根下地基準

●下地に関しては建築基準法第28条の2項等のシックハウス対策関連規定をご確認ください｡
●屋根下地はできるだけ不陸や段差及びたわみが少ないようにしてください｡
　不陸や段差が大きいと､屋根材の変形やハネ上がりの原因となります｡※基準…段差は3mm以下､不陸は垂木間隔当たり3mm以下

［野地板下地の場合］
　●垂木のサイズについては、たわみが大きくならないように木材のサイズを選定してください｡
　●合板の接着の程度はタイプⅠとしてください｡（普通合板Ⅱ類は屋根下地として不適なため、不可）
　●3プライ合板は野地板のたわみが大きいため、使用しないでください｡（3プライ合板は不可）
　●上記下地基準以外の野地板は使用しないでください｡
　●屋根下地に断熱材（スチロール、木毛セメント板など）を使用する場合は、野地板の下に取付けてください｡

［硬質木片セメント板下地の場合］
　●硬質木片セメント板には釘留めできません｡ビス留めとなります｡

［パーライトモルタル下地の場合］
　●下地は出来るだけ表面が平滑になるよう、下地施工業者に要請をしてください｡不陸が大きいと、屋根材の割れやハネ上がりの原因となります。
　　※基準…段差は3mm以下､不陸は垂木間隔当たり3mm以下
　●パーライトモルタルを打設する際には､モルタルのダレ止め用木枠と下地収縮分散及び天端出し用の目地棒（レベル定規）を
　　1.5～2m間隔程度で入れ、そのまま打設してください｡また、不陸や釘保持力の管理を徹底してください｡

●カバー用下地基準

●既存下地の基準は新築基準に準ずる。
●屋根材の不陸は桁方向、妻方向で、1820mm当り10mm以下であること。
●既存下地は必要保持力（370N以上）を有し、健全であること。

●葺き替え用下地基準

●既存下地の基準は新築基準に準ずる。
●既存下地は必要保持力（370N以上）を有し、健全であること。
●保持力不足もしくは下地の不陸、腐朽がある場合は、新築基準の仕様で下地の張替え、増し張りを行う。

①普通合板Ⅰ類
　●厚さ12mm以上
②コンクリート用型枠合板
　●厚さ12mm以上（JAS適合品）
③構造用合板
　●厚さ12mm以上
　※気乾状態比重0.5以上に限る
　※全層杉材は除く
④OSB（JAS構造用パネル3級）
　●厚さ11mm以上

①構造用合板
　●厚さ9mm以上（5プライ：JAS適合品）
　※気乾状態比重0.5以上に限る
　※全層杉材は除く
　※合板継ぎ手部に受け材があること
　受け材がない場合は厚さ12mm以上
②OSB（JAS構造用パネル3級）
　●厚さ11mm以上

パーライトモルタル
　●厚さ40mm以上
　※コンクリート下地及びALC下地への直接留付けは不可

間隔：500mm以下

間隔：500mm以下

軸組構造

枠組壁構造
（2×4工法）

● 屋根30分耐火構造
（認定番号取得中）
● ロ準耐二号

硬質木片セメント板
　●厚さ18mm以上
　  （センチュリー耐火野地板：ニチハ㈱製）

木造軸組構造の基準に準じる。
ただし、垂木間隔が500mmを超える場合は、垂木間隔を606mm以下とし、野地板の厚さを15mm以上とする。

上記以外の場合

RC造（コンクリート系下地）

木
　
造

鉄
骨
造（
不
燃
下
地
）

垂木仕様
建物構造

野地板仕様

下敷基準

適用区分 年間平均最深積雪量

一般施工地域 おおむね30cm以下の地域

施工不可地域 おおむね100cmを超える地域

積雪施工地域 おおむね30～100cmの地域

●施工エリアは、2016年10月現在のものです。
　詳しくは、弊社営業所までお問い合わせください。

□スマートメタル適用地域区分

●この適用区分図は気象庁観測の年間平均最深積雪量を
　参考にしてケイミューが独自に作成したものです。
●建築基準法及び県条例・市条例に基づく垂直積雪量とは異なります。
※詳細は弊社HPまたは弊社営業所までお問合せください。
※ご検討頂いている地域が、区分線近傍にある等で判断が
　難しい場合は、厳しい方の適用区分を用いてください。
●ご検討いただいている地域の適用区分に応じた
　設計・施工基準より、施工仕様を決めてください。
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設計・施工基準 お得意様へのお願い

※｢風速○m/sに耐え得る｣という基準ではありません。

□耐風基準
●屋根材の適用地域および各設計基準に適合する建築物に適用します。
●屋根高さが13m以下の建築物に適用します。（屋根高さは建築物の高さと軒高さの平均高さとし、1m未満は切り上げた数値）
●建築場所の基準風速、地表面粗度区分を確認してください（平成12年建設省告示1454号による）
●適用可否の判断には､｢表1 スマートメタルの設計耐風性能値｣が｢平成12年建設省告示第1458号による風圧力計算結果｣を
　満足するように設定します。
●スマートメタルの耐風性に関して、簡易に適否判定を行うために耐風基準表を適用します。
●スマートメタルの適用可否判断は、法規に則る耐風計算を行う場合でも、耐風基準表によるものを推奨します。
　（耐風計算を行う建築物の場合は「フロー図1 耐風計算による耐風設計」を適用します）

 ［表1 スマートメタルの設計耐風性能値］

屋根高さ 設計耐風性能値（N/m2）
10m以下

10mを超え13m以下
3,000
2,600

m以下

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30 32 34 36 38

基準風速（m/s）

40 42 44 46

 ［表2 スマートメタルの耐風基準表］

屋
根
高
さ

施工不適

施工可

 ［フロー図1 耐風計算による耐風設計］
「平成12年建設省告示1458号」で算定した風圧力と「圧力箱方式動風圧試験機（社内試験）」で求めた設計耐風性能値と比較し適用可否を検討します。

①対象建築物の屋根の耐風設計条件を求める

　●屋根勾配と、屋根高さ（建築物の高さと軒高さの平均、1m未満切上げ）

　●地表面粗度区分と基準風速（平成12年建設省告示1454号による）

②設計風圧力を算定します
　平成12年建設省告示第1454号､1458号に準じて算定します。

③算定された設計風圧力とスマートメタルの設計耐風性能値を比較し適用可否を検討します。
　●スマートメタルの設計耐風性能値＞算定された設計風圧力
　●地形などにより風が強まることが見込まれる場合は設計風圧力の割り増し等の適切な配置をしてください。

お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくために、下記内容を、ご説明または、コピーしてお渡しください。

屋根材 ご愛用のしおり
保管用

安全に関するご注意

快適な住まいを維持するために

■次のような場合は、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

※雨漏りは、再塗装では直りません。

■変色・色あせ、汚れが目立つ場合

●美観・耐久性の維持のため
　再塗装してください。

■屋根材にズレ、浮き、変形等を
　確認した場合

●補修および交換を
　行ってください。

●雨漏り箇所を特定し、
　適切な処置を行ってください。

■万一、雨漏りが発生した場合

●天変地異・地盤周辺環境・公害等によるズレ・浮き・変形及び通常の経年変化によるコケ・カビ・藻などの汚れ・
　変色等が発生した場合。
●入居者の維持管理不足や、入居者又は第三者の故意・過失により不具合が発生した場合。入居者が入居後に改築・
　補修等を行い、太陽光発電システムやアンテナ等の各種の器具や付属品を取り付けたために不具合が発生した場合。
　※取り付け前に専門業者による事前点検を行い、不具合箇所があれば補修を行ってください。
●傷等を発見後、速やかに届け出がされなかった場合。
●建物の構造が原因での変形・変異、又は結露による野地板の腐朽等が発生した場合。
●施工業者様による施工・取り扱いが原因となって不具合が発生した場合。

お客様ご相談窓口

0570-005-611

●受付時間…月～金 9：00～17：00
（土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません）

お施主様ご自身で屋根に
登ったり、飛び降りたり絶
対にしないでください。
※落下事故やケガの原因となったり、
　屋根材が割れて雨漏りの原因とも
　なります。

補修工事等を、お施主様
ご自身で絶対にしないで
ください。
※高所作業による、落下事故やケガ
　の原因となります。
　又、屋根材が割れて雨漏りの原因
　ともなります。

禁止

再塗装・補修等のメンテナンスについては有料となっていますので元請け住宅会社・工務店様にご相談の上、
必ず専門工事業者様にご依頼ください。

〔〒540-6013〕大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号
クリスタルタワー13階



スマートメタルの維持管理
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■屋根材

■メタル役物

■木材（笠木等）

■役物固定釘

◎再塗装には各屋根材の専用塗料をご使用ください。
◎誤った塗装（施工方法）は、雨漏り等を引き起こす原因となります。
◎メタル役物にサビが発生している場合は、サビを取り除いてから再塗装するか、新しいメタル役物に取り替えてください。
サビの発生したメタル役物を使用し続けると、サビてできた穴より雨水が浸入し、雨漏りの原因となります。
◎メタル役物に、表面の塗膜がチョーキングを起こしたり、剥がれてきた際は、再塗装や取り替えを検討してください。
◎棟の笠木等の木材が腐朽すると、台風等の強風時に飛散の原因となります。
◎屋根のメタル役物の再塗装時、笠木等の木材が腐朽していないか確認してください。
◎その際、木材が腐朽している場合は、新しい木材に取り替えてください。
◎メタル役物取付用の釘、棟等の役物を固定するビスが抜けていたり固定が甘いと飛散の原因となります。
　釘・ビスの打ち直し、増打ち等を行ってください。

◎弊社の瑕疵（かし）によらない場合。
◎天変地異・地盤周辺環境・公害等による割れ・クラック等の損傷、及び通常の経年変化による金属サビ・コケ・カビ・
藻等の汚れ・変色等が発生した場合。
◎入居者の維持管理不足や、入居者又は第三者の故意・過失により不具合が発生した場合。入居者が入居後に改築・
補修等を行い、太陽光発電システムやアンテナ等の各種の器具や付属品を取付けたために不具合が発生した場合。
※取り付け前に専門業者による事前点検を行い、不具合箇所があれば補修を行ってください。
◎傷等を発見後、速やかに届け出がされなかった場合。
◎建物の構造が原因での変形・変異、又は結露による野地板の腐朽等が発生した場合。
◎施工業者による施工・取り扱いが原因となって不具合が発生した場合。

安全に関するご注意

屋根のメンテナンス方法

■お施主様ご自身で屋根に登ったり飛び降りたりしないでください。

■万一、雨漏りが発生した場合…
　雨漏り箇所を特定し、適切な処置を行ってください。

※落下事故やけがの原因となったり、屋根材が割れて雨漏りの原因ともなります。

※雨漏れは再塗装では直りません。

※高所作業による、落下事故やけがの原因となります。
　又、屋根材が割れて雨漏りの原因ともなります。

■屋根の点検や再塗装、補修工事等を
　お施主様ご自身で絶対にしないでください。

■屋根材にズレ、浮き、変形等を確認した場合…
　補修および、交換を行なってください。

補修工事などについては、適切なメンテナンスを行なうため、原則建築物を建設された住宅会社様または、工務店様にご相談の上、専門業者に
ご依頼ください。（お施主様のご負担となります。）補修工事をお施主様ご自身で絶対に行わないでください。

メンテナンス時のご注意

次の様な場合は、
弊社では責任を
負いかねますので
ご了承ください。

維持管理（点検＆メンテナンス）の目的

建物は長期間の耐久性が要求されます。屋根の機能を長期間維持し、美観を保つためには維持管理を十分に行い、耐久
性の向上を図ることが重要です。もし、適切な維持管理がなされず放置されると、屋根のみならず雨漏りなどにより建物自体の
寿命を縮める結果にもなります。快適な暮らしをおくるためにも、適切な維持管理が必要になります。

屋根は日頃から紫外線や風雨にさらされる過酷な条件下にあります。各部分の材質、性質をご考慮いただき、正しい
方法で定期的な点検とメンテナンスを繰り返し行うことが、住まいや屋根の性能を長く美しく保つ秘訣です。

住宅のロングライフ化実現に向けて
屋根の性能維持のためには必ず「点検」と適切な「メンテナンス」が必要です。

屋根材、役物は台風や地震などの自然現象、下地や施工、設備の取付けや後工事等、様々な要因によって、年数を重ねると
共に下記現象が現れてきます。

住まいのロングライフ化に向けてお客様がメンテナンス計画を立てる際に目安とするための弊社ご提案です。
住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。
メンテナンス時期および内容を保証するものではありません。

メンテナンススケジュール

維持管理の
目的

1.屋根材による不具合を未然に防止する

2.屋根材の機能・性能を十分に発揮させる

3.屋根材の寿命を延ばす

上記現象が確認出来れば、メンテナンスが必要となります。
放置しておくと雨漏りの原因となる可能性があります。
（メンテナンス費用は、お施主様のご負担となります。）

※30年目前後における屋根材の部分補修•再塗装や交換については、これまでのメンテナンス実施状況および躯体状況など住宅全体の劣化具合を専門業者等に
　確認いただいた上で、総合的に判断してください。

メンテナンス金額については建物の形状や仕様、劣化状況などによって異なります。専門の工事業者様にご相談ください。

経過年数（年） 10 15 20 255 30

点検

スマートメタル （基本は、築10年目のメンテナンス後は、10年毎の定期メンテナンスを行うこと。定期メンテナンスにおいては、再塗装、取替え等の大規模な補修等も想定しています）

点検 補修 商品は、製品本体保証対象商品です。

屋根材

役物

スマートメタル

メタル役物
部分補修（退色程度により再塗装か交換）部分補修（退色程度により再塗装か交換） ※

部分補修（美観上必要な場合は再塗装）部分補修（美観上必要な場合は再塗装） ※

金属屋根材

役物・役物釘のズレや浮き

屋根材のズレ・ヘコミ
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品質保証について

製品本体保証【新築】

（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「スマートメタル」本体について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容
①本製品自体の不具合による室内への雨水の浸入が生じないこと。
（メタル役物は除く）

②表面塗膜側より腐食による穴あきが発生しないこと。
③腐食による著しい赤錆の発生がないこと。
（赤錆の発生面積が全施工面積の5％以下であること）

④塗膜のひび、割れ、剥がれ、膨れが2ｍ離れて目立たないこと。但し、変褪
色は含まない。
但し、現地で加工された部位や現地加工用コイル等を使用し、弊社製品以
外で加工された役物は除く。
また、他社製品と混同して使用された場合は除く。
尚、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間
日本国内（沖縄及び離島を除く）の通常の環境下において本製品の施工
完了日より10年間とします。
※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の
残余期間とします。
※製造日から6ヶ月経過後に施工された場合には製造日から10年間とします。

■保証条件
①保証書が発行された 新築物件 。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル」に従って、設計施工された日本国
内の物件。

■保証対象者
保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店
様）とします。

■補償方法
1.室内への雨水の浸入：不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合
の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次の何れ
かの方法をもって対応させていただきます。
　　①不具合部の部分補修
　　②代替製品の無償提供
　　③その他最も適切と認められる方法による補償
2.穴あき、赤錆、塗膜の不具合：不具合が生じた損傷部分を限度として、不
具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次の
いずれかの方法をもって対応いたします。いずれの補償方法によるかは
貴社と協議のうえ、弊社が決定させていただきます。
　　①不具合部の部分補修
　　②代替製品の無償提供
　　③その他最も適切と認められる方法による補償

■免責事由
以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がな
されている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工、あるいは
施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る
場合。

③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことによる場合。
④現場での乱雑な運搬・保管、取扱いによる場合。
⑤現地調達品（釘、ビス等）など弊社純正部材以外の不具合による場合。
⑥屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ
等の設備あるいは付属品等の取付けによる場合。

⑦本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥による場合。
⑧保証期間経過後に申し出がなされたもの、又は保証期間内でも初期の損傷を
弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。

⑨入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過
失による場合。

⑩施工時に生じた傷を、適切な補修を行わず放置したために生じた傷が目立つ
場合。

⑪建物自体の変形や変位等による場合。
⑫内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等による
場合。

⑬密着曲げ加工部及び端面部、ボルトナットの接触面又はその部分に起因する
場合。

⑭不適当な他材料（銅、鉛、ステンレス等の異種金属、銅イオンを含む防腐処理
木材、その他鋼板の腐食を促進させる材料や電触作用や化学的又は物理的
変化を生じさせる他材料等）と組み合わせて使用したことに起因する場合。

⑮雨がかりが全くしない場所で使用した場合や水はけが悪い箇所や鋼板の重ね
合わせ部分等水が滞留する部分に起因する場合。

⑯切粉等のもらい錆による場合。
⑰施工後の外力（ボール、氷雪害等）に起因する場合。
⑱天災（周りの戸建の過半数が被害を受ける自然災害や不可抗力）又は地盤･
周辺環境･公害などに起因する場合。
⑲特殊環境地域（温泉場や絶えず蒸気等により製品が濡れているような環境の
地域、、焼却炉付近、特殊ガス･熱･酸･アルカリ･塩類を発生する施設や工場
並びに地域、湖・河川等の周辺でしぶきがかかるような地域、煙塵及び金属粉･
石粉が堆積する地域）、及び多雪地域で使用された場合の損傷。
⑳海岸線より500m未満、海塩粒子が飛散する場所または融雪剤、凍結防止剤
等により塩害発生の恐れのある地域。

　契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象による場合。
　保証書発行申請書あるいは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載
があった場合。
　その他弊社の責によらない損傷に起因する場合。
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《保証書発行申請手順》  弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、弊社営業所へご提出ください。

※当社の屋根材は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。

製品本体保証【リフォーム】

（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「スマートメタル」本体について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容
①表面塗膜側より腐食による穴あきが発生しないこと。
②腐食による著しい赤錆の発生がないこと。
（赤錆の発生面積が全施工面積の5％以下であること）

③塗膜のひび、割れ、剥がれ、膨れが2ｍ離れて目立たないこと。但し、変褪
色は含まない。
但し、現地で加工された部位や現地加工用コイル等を使用し、弊社製品以
外で加工された役物は除く。
また、他社製品と混同して使用された場合は除く。
尚、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間
日本国内（沖縄及び離島を除く）の通常の環境下において本製品の施工
完了日より10年間とします。
※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の
残余期間とする。

※製造日から6ヶ月経過後に施工された場合には製造日から10年間とします。

■保証条件
①保証書が発行された リフォーム物件 。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル」に従って、設計施工された日本国
内の物件。

■保証対象者
保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店
様）とします。

■補償方法
不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同
程度の性能に修復させるものとし、次のいずれかの方法をもって対応いた
します。いずれの補償方法によるかは貴社と協議のうえ、弊社が決定させて
いただきます。
　　①不具合部の部分補修
　　②代替製品の無償提供
　　③その他最も適切と認められる方法による補償

■免責事由
以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がな
されている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工、あるいは
施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る
場合。

③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことによる場合。
④現場での乱雑な運搬・保管、取扱いによる場合。
⑤現地調達品（釘、ビス等）など弊社純正部材以外の不具合による場合。
⑥屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ
等の設備あるいは付属品等の取付けによる場合。

⑦本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥による場合。
⑧保証期間経過後に申し出がなされたもの、又は保証期間内でも初期の損傷を
弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。

⑨入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過
失による場合。

⑩施工時に生じた傷を、適切な補修を行わず放置したために生じた傷が目立つ
場合。

⑪建物自体の変形や変位等による場合。
⑫内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等による
場合。

⑬密着曲げ加工部及び端面部、ボルトナットの接触面又はその部分に起因す
る場合。
⑭不適当な他材料（銅、鉛、ステンレス等の異種金属、銅イオンを含む防腐処理
木材、その他鋼板の腐食を促進させる材料や電触作用や化学的又は物理的
変化を生じさせる他材料等）と組み合わせて使用したことに起因する場合。

⑮雨がかりが全くしない場所で使用した場合や水はけが悪い箇所や鋼板の重ね
合わせ部分等水が滞留する部分に起因する場合。

⑯切粉等のもらい錆による場合。
⑰施工後の外力（ボール、氷雪害等）に起因する場合。
⑱天災（周りの戸建の過半数が被害を受ける自然災害や不可抗力）又は地盤･
周辺環境･公害などに起因する場合。

⑲特殊環境地域（温泉場や絶えず蒸気等により製品が濡れているような環境の
地域、、焼却炉付近、特殊ガス･熱･酸･アルカリ･塩類を発生する施設や工場
並びに地域、湖・河川等の周辺でしぶきがかかるような地域、煙塵及び金属粉･
石粉が堆積する地域）、及び多雪地域で使用された場合の損傷。

⑳海岸線より500m未満、海塩粒子が飛散する場所または融雪剤、凍結防止剤
等により塩害発生の恐れのある地域。

　契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象による場合。
　保証書発行申請書あるいは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載
があった場合。
　その他弊社の責によらない損傷に起因する場合。

《保証書発行申請手順》  弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、弊社営業所へご提出ください。

※当社の屋根材は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。
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