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●改良のため、予告なしに製品の仕様（形状、寸法、板厚など）を変更することがあります。
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施工分解図

施工分解図

スーパーハゼグリップ スーパーハゼグリップ押え金具（中間・端面） 押え金具（端面）
●スーパーハゼグリップ、押え金具（中間・端面）の詳細は、Ｐ15を参照してください。

●傾斜架台の詳細はP18を参照
して下さい。

●スーパーハゼグリップ、押え金具
(端面)の詳細は、P15を参考に
して下さい。

押え金具（中間）押え金具（中間）押え金具（中間）

傾斜架台

押え金具（端面）

スーパーハゼグリップ
押え金具（端面）押え金具（端面）

押え金具（端面）

スーパーハゼグリップ

●太陽電池モジュール片側長辺に、3箇所以上の固定をしてください。
●屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。
●折板屋根のハゼ締め状態により、取り付けできない場合があります。
●太陽電池アレイの設置には、建物の強度は保障致しません。

注意

適合製品 適合製品

●傾斜架台は、太陽電池モジュール1列用です。
●傾斜架台は、受注生産品です。
●折板屋根のハゼ締め状態により、取り付けできない場合があります。
●屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。
●太陽電池アレイの設置には、建物の強度は保障致しません。

注意
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ハゼ式折板屋根設置／フラット設置型 ハゼ式折板屋根設置／傾斜架台型

太陽電池モジュール 面積　A=1.65m2以下
重量　W=20kg以下

耐風圧

設計用基準風速　   Vo＝38m/s
設置高さ　　　　　 h＝30m以下
地表面粗度区分　　Ⅲ
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

耐積雪 最大積雪深さ　　　 Zs＝99cm以下
雪の平均単位荷重　P＝20N/m2・cm

耐地震
設計用標準震度　   Ks＝1.0
地震係数　　　　   Z＝1.0
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

設置角度（屋根勾配含む） 　　　　　12°以下

工法
金具使用数量

直付工法（ハゼ部分直付）　1.65m2以下3点固定/辺

■設置条件

傾斜架台



施工分解図

●本製品は、重ね式折板屋根88タイプ用取付け金具です。
　図1を参照の上、使用してください。
●太陽電池モジュール片側長辺に、3箇所以上の固定をしてください。
●アルミレールの固定点を900mm以下にしてください。
●太陽電池アレイの設置には、建物の強度は保障致しません。

注意
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重ね式折板屋根（88シリーズ）／直付け設置型 重ね式折板屋根（88シリーズ）／アルミレール設置型

施工分解図

スーパー重ねベース押え金具（中間・端面） 押え金具（中間・端面） アルミレールアルミレール取付金具 アルミレールジョイント金具 回転止めボルト
●スーパー重ねベース（Ｐ19）、押え金具（中間・
端面）の詳細は、Ｐ15を参照してください。

●スーパー重ねベース（Ｐ
19）、押え金具（中間・
端面）の詳細は、Ｐ15を
参照してください。
●アルミレールについ
ては、別途お問い合わ
せください。

●本製品は、重ね式折板屋根88タイプ用取付け金具です。
　図1を参照の上、使用してください。
●太陽電池モジュール片側長辺に、3箇所以上の固定をしてください。
●太陽電池アレイの設置には、建物の強度は保障致しません。

注意

適合製品 適合製品

スーパー重ねベース

スーパー重ね
ベース

アルミレール

太陽電池モジュール 面積　A=1.65m2以下
重量　W=20kg以下

耐風圧

設計用基準風速　   Vo＝38m/s
設置高さ　　　　　 h＝30m以下
地表面粗度区分　　Ⅲ
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

耐積雪 最大積雪深さ　　　 Zs＝99cm以下
雪の平均単位荷重　P＝20N/m2・cm

耐地震
設計用標準震度　   Ks＝1.0
地震係数　　　　   Z＝1.0
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

設置角度（屋根勾配含む） 　　　　　12°以下

工法
金具使用数量

直付工法・アルミレール工法
3点固定/辺
※アルミレール工法の場合、レール固定点を
900mm以下にしてください。

■設置条件

スーパー重ねベース

押え金具（中間）

押え金具（中間）

押え金具（端面）

押え金具（端面）

35

35

200

88

図1

35

35

200

88

図1

直付け用 アルミレール用
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①設置場所

②設計条件の有無（高層ビルなど特別な条件のある場合）

③モジュール種類（承認図）

④架台表面処理

⑤設置高さ

⑥設置角度

⑦設置枚数（設置レイアウト案）

⑧アンカーボルトの要・不要（陸屋根架台・グランド架台）

⑨セッティングベースの要・不要

⑩その他設計上の確認事項

　●構造の指定の有無（特に積雪地域）

　●基礎の指定の有無（コンクリート・鋼管杭・何ピッチ）

　●パネルつかみの個数指示（折板屋根）

　●図面データの有無（CADデータ希望）

　●機器の仕様、架台への設置条件（何直列何並列など）

⑪着工時期の確認

架台設計依頼のポイント

JIS C8955 太陽電池アレイ用支持物設計基準による。

適用範囲外は

　●架台の下端から上端までの高さが4mより高い場合

　●標高1000mを超える場合

　●地上60mを超える場所に設置する場合

　 ※別途設計基準を指示いただければ対応可能

　●設置角度15°～45°は、風力係数の設定がある

　●15°以下の場合は15°係数を適用する

　●45°以上の場合は、別途計算式を適用しています。

　●設置角度0°、90°の場合は別途設定します。

　●水平震度（地震）については、公共物件の場合最大2.0

を要求される場合があります。

　役所の設計仕様書にて十分確認を行ってください。

架台設計の根拠

ステップ

END

建物の構造確認。設置可
能であれば、梁図面など
の設計資料を準備1

お客様

レイアウト図作成、
設置可能出力、架台重量、
概算価格　同時提出2

日　栄

レイアウト図・重量によ
る設置可否の確認3

お客様

強度計算書作成4
日　栄

強度計算書を基に建物の
構造最終確認5

お客様

詳細図面（図）作図　
同時に最終価格提示6

日　栄

最終確認　注文書発行7
お客様

製作の指示
（日栄インテック千葉工場）8

日　栄

現地納入　４t・10ｔ
車上渡し　
製作納期確認必要9

日　栄

※モジュール横置き 3段 2列の例です。

主材

ベース
金具

柱材

ベース材※

（前）

ベース材※

（後）

アンカー※

ボルト

横材

筋かい
太陽電池モジュール

陸屋根設置／納入までのステップ
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タテ材組立て

前柱組立て 後柱組立て 20

220

20

220

B

A

A：押え金具（端面）

B：押え金具（中間）

全体寸法

施工手順

❶基本ユニットの組立て ❷基本ユニットの基礎への取付け

❶太陽電池モジュール 4段6列（24枚）のコンパクト設計 !

❷施工性が大幅に向上

ボルトホールに差し込み、右に90°回転させる
だけで簡単に位置決めができます。

溝付きプレート構造により、細かいレベル調整が
容易にできます。

パネル位置止め機構により、パネル位
置決めが容易にできます。

※太陽電池アレイ間の距離は、設置場所毎にご確認下さい。

回転止めボルト レベル調整の向上 太陽パネル位置決め簡素化

3.8m

3.8m

※3.8m

20m

2架台（パネル48枚）よこ置き例（130㎡）

3.8m3.8m3.8m

※約11.5m

10m

2架台たて置き例
（約150㎡）

3.8m3.8m3.8m

3.8m3.8m3.8m

※3.8m※3.8m※3.8m

3.8m

約150㎡の土地で10kW以上設置可能

●設置をご計画時には、設計仕様をご確認の上、ご検討下さい。
●基礎取り合いについては詳細図にてご検討下さい。
●ボルト ・ ナット類は締付トルク15 ～20N・m/にて管理下さい。

注意

小規模から大規模用地まで設置可能

地上設置／スーパー

スーパー

❸基本ユニットに横材を取付け
　 （後方ブレース取付け）

❹太陽電池モジュール取付け

モジュール寸法 長辺 　1715mm以下
短辺 　1000mm以下

耐風圧
設計用基準風速 ： Vo＝38m/s以下
地表面粗度区分＝Ⅲ
用途係数　　　　Ⅰ＝1.0

耐積雪 最大積雪深さ　　　Zs＝60cm以下
雪の平均単位荷重　P＝20N/m2・cm

耐地震
設計用標準震度　　K＝1.0
地震地域係数　　　Z＝1.0
用途係数　　　　　Ⅰ＝1.0

架台仕様
架台・プレート類：アルミニウム合金押出形材
（陽極酸化被膜15μm）

ボルト・ナット類：ダクロタイズド処理

対応基礎 ・コンクリート基礎
・鋼管杭

固定方法 ブラケットによる8点固定/1架台

■設置条件

傾斜角度10度・20度・30度
（10度～30度内オプション可）

参考：20度
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地上設置／スチール架台（標準タイプ・多雪タイプ）

スチール架台（標準タイプ） スチール架台（多雪タイプ）

●業界初！多雪地域での設置を可能にしました。
●Ｚ形状の主材を採用し、電動工具の使用を可能にしました。
●モジュールフレームを一体化し、軽量化を実現（従来の45％軽量化）
●ベースレール有り

特長

風圧荷重

設計用基準風速 Vo=38m/s以下

地表面粗度区分 Ⅲ

用途係数 I=1.0

積雪荷重
地上垂直積雪量 Zs=60cm以下

雪の平均単位荷重 P=20N/m2・cm

地震荷重

設計用水平震度 K=1.0

地震地域係数 Z=1.0

用途係数 I=1.0

■設置条件

風圧荷重

設計用基準風速 Vo=38m/s以下

地表面粗度区分 Ⅲ

用途係数 I=1.0

積雪荷重
地上垂直積雪量 Zs=150cm以下

雪の平均単位荷重 P=30N/m2・cm

地震荷重

設計用水平震度 K=1.0

地震地域係数 Z=1.0

用途係数 I=1.0

■設置条件

大幅な作業効率を実現 強固で軽量化を実現

オリジナルＺフレームを採
用したことで、電動工具の使
用が可能になり、大幅な作
業効率を実現しました。 
 

モジュールフレームを一体
化する事で、約45％の軽量
化を実現しました。  
 

大幅な作業効率を実現 強固で軽量化を実現

オリジナルＺフレームを採
用したことで、電動工具の使
用が可能になり、大幅な作
業効率を実現しました。 
 

モジュールフレームを一体
化する事で、約45％の軽量
化を実現しました。  
 

傾斜角度30度

●Z形状の主材を採用し、電動工具の使用を可能にしました。   
●モジュールフレームを一体化し、軽量化を実現(従来の45%軽量化)  
●基準風速、積雪の仕様向上。      
●ベースレール無し      

特長

傾斜角度20度
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太陽光架台の設計ソリューション

設置導入のための対応地上設置／導入事例

産業用太陽光発電システムの設置導入のためのトータルな対応を実現
パネル調達から設置のための構造計算･架台設計､ 据付工事まで一貫して受注するので低コスト化を実現､ さらに
面倒な諸手続も代行サービス致します。

最適なパネルメーカーの選択
コスト･機能で各メーカーのモジュールをよりどりみどり。お客様に商品
選択の最適な情報を提供いたします。

申請書類代行
面倒な各種申請書類の代行も行いますので、お客様にとって大変便利。

一級建築士･一級電気工事施工管理技士を有したチーム編成
現場の状況やユーザーに柔軟に対応できる、一級建築士、一級電気工事
施工管理技士を有したチーム編成で対応いたします。

構造計算を含めた図面から設計
構造計算含めた図面から設計して提案いたします。屋根の形状の違い、
パネルメーカー毎の規格の違い、設置場所の環境条件（日差し、風向き、
風圧など）

工期の短縮化
工事施工業者のネットワークと施工手順の簡略により、工期を大幅に短
縮＝この面でもお客様の経費削減に貢献。

設計図

3Dモデル

地上設置

パネル調達 見積り 据付工事
構造計算
設計

架台製造
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スーパーハゼグリップ／ハゼ式折板屋根用掴み金具

48
61.5

90
コード 重量（g） 入数

055 530 30

押え金具（中間） 押え金具（端面）

❶各種ハゼに対応！

取り付け可能、ハゼ式折板屋根寸法

注意
・折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取り付けができない場合があります。
・屋根接合部のハゼ部以外は使用できません。
・ハゼ締め寸法が12mm以下の場合、別途お問い合わせください。

施工手順

1 2 3

4

スーパーハゼグリップに
太陽電池モジュールを仮置
きします。

施工状態
イメージ

5

端面固定イメージ 中間固定イメージ

一本ボルトを締めてハゼグリップを
開放します。この時ナットを完全に外
さないよう注意して下さい。

緩めた状態で墨出し位置を
基準に屋根に置きます。

一本ボルトを締めて屋根に
固定します。

太陽電池モジュール押え金具N6011032

スーパーハゼグリップN6021011

コード 型番 重量（g） 入数
030 30 82

200

035 35 87
040 40 93
042 42 95
046 46 98
050 50 102

マルチに使えるスーパーハゼグリップ

1.太陽光電池モジュール取り付け 2. ケーブルラック取り付け 3. 接続箱取り付け

スーパーハゼグリップは、主な用途として以下のようなものがあります。

丸ハゼ 片丸ハゼ 角ハゼ

太陽電池モジュール 面積　A=1.65m2以下
重量　W=20kg以下

耐風圧

設計用基準風速　   Vo＝38m/s
設置高さ　　　　　 h＝30m以下
地表面粗度区分　　Ⅲ
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

耐積雪 最大積雪深さ　　　 Zs＝99cm以下
雪の平均単位荷重　P＝20N/m2・cm

耐地震
設計用標準震度　   Ks＝1.0
地震係数　　　　   Z＝1.0
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

設置角度（屋根勾配含む） 　　　　　12°以下

工法
金具使用数量

直付工法（ハゼ部分直付）　1.65m2以下3点固定/辺

■設置条件

30mm以下

32mm
以下 12mm

以上

25mm以下

32mm
以下 12mm

以上

30mm以下

12mm
以上

30mm
以下

丸ハゼ 角ハゼ 片丸ハゼ

■用途
●太陽電池モジュールをハゼ式折板屋根に取り
付ける為の金具です。

■用途
●太陽光電池モジュール端面を固定する為
の押え金具です。
●各メーカーのモジュールサイズに合
わせ、取り揃えております。

■用途
●太陽光電池モジュール間を固定する為の
押え金具です。

■仕様
●溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ３５以上）

■仕様
●溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ３５以上）コード 重量（g） 入数

002 109 200

■仕様
●溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ３５以上）

❷スライド蝶番により、各種ハゼに対応！
劇的な施工性を実現した
" 蝶番式 "
各構成部品を外すことなく施工でき、
工数削減の機能を集約。
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傾斜架台ハゼグリップライト／アースプレート

■特長
●通常フレーム架台に比べ、軽量且つコストに優れている。
●各メーカーの太陽電池モジュール寸法にあわせたフレー
ムを製作します（傾斜角度10度まで可能）　

注意
①傾斜架台は、太陽電池モジュール1列用です。
②太陽電池モジュール仕様書を提示いただく場合があります。
③傾斜架台は、受注生産品です。

■仕様
●材質 ： 高耐食性めっき鋼板

傾斜架台

■用途
●傾斜屋根に対し、太陽電池モジュールをフラット又は傾斜
させる為の受け架台です。

ハゼグリップライト

押え金具（中間・端面）

適合製品

適合製品

ハゼグリップライトN6019321

アースプレートN6021023

■特長
●各種ハゼ（片ハゼ・丸ハゼ・角ハゼ）に対応
●軽量化・低コストを実現

■仕様
●溶融亜鉛めっき（HDZ35以上）

■用途
●低層での太陽電池モジュールをハゼ式折
板屋根に取り付ける金具です。

●ハゼ式折板屋根にケーブルラック、接続
箱等の取り付け金具として最適です。

太陽電池モジュール 面積　A=1.65m2以下
重量　W=20kg以下

耐風圧

設計用基準風速　   Vo＝34m/s
設置高さ　　　　　 h＝15m以下
地表面粗度区分　　Ⅲ
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

耐積雪 最大積雪深さ　　　 Zs＝45cm以下
雪の平均単位荷重　P＝20N/m2・cm

耐地震
設計用標準震度　   Ks＝1.0
地震係数　　　　   Z＝1.0
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

設置角度
（屋根勾配含む） 　　　　　12°以下

工法
金具使用数量

直付工法（ハゼ部分直付）　1.65m2以下3点固定/辺

■設置条件
太陽電池モジュール取り付け

ケーブルラック・接続箱等の取り付け

パネル受け金具

61.3
70

45.7

61

■特長
●ハゼグリップ（スーパー・ライト）、スーパー
重ねベースに組み合せるだけで、簡単に電
気的接続ができます。

■用途
●太陽電池アレイ関連の電気的接続に最
適な金具プレートです。

■仕様
●材質 ： ステンレス 

コード 入数
101 400

コード 重量（g） 入数
040 397 45

ハゼグリップライト

区　分 項　　目 記　入　欄

案件情報

物件名

納入予定日 平成　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

設置場所住所

太陽電池モジュール

メーカー名

形式・型番

モジュール寸法 Ｌ＝　　　　 　　　W＝　　　　　 　　H＝

傾斜架台 傾斜角度 5度　　  ・　 　10度　　  ・　  　15度   　 ・　　 特注

取付方法
屋根と傾斜架台の取付け ハゼグリップ固定   ・   フリーチャンネル固定   ・   スーパー重ねベース

モジュールの傾斜架台取付け 押え金具（端面）　　・　　フレームボルト固定

設計条件

設計用基準風速 Vo＝　　　　　    　　   ｍ/ｓ

設置高さ h＝　　　　　     　　    ｍ

地面粗度区分 Ⅰ 　　　 ・　　   Ⅱ　　   ・　　   Ⅲ　　   ・　　　  Ⅳ

耐地震 Ks＝1.0　又は　　Ks＝

積雪条件 Zs＝　　         ㎝以下   P＝　　　  N/㎡・㎝

傾斜架台設計表

太陽電池モジュール寸法

下表に必要条件を記入の上、お問い合わせ下さい。 

L

W

H
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押え金具（中間・端面）スーパー重ねベース

スーパー重ねベース／重ね式折板屋根用固定金具

スーパー重ねベースN6KB0101 施工手順

■用途
●太陽電池モジュールを重ね式折板屋根に取り付ける
金具です。

●重ね式折板屋根88タイプ用です。

①部品分解がない1ピース形状と蝶番
により各構成部品を外すことなく施
工でき、工数削減の機能を集約。

スペーサーシートとフタの開いた状態のス
ーパー重ねベースを取付けます。②太陽電池モジュールを重ね式折板屋

根（88タイプ）へ直付け出来るため、
大幅なコスト削減、施工時間の短縮
が実現！

スーパー重ねベースをワッシャー、スプリ
ングワッシャー、ナットで屋根に固定後、
フタを閉めます。

③アルミレールも接続出き、パネルレイ
アウトの自在性がUP!

スーパー重ねベースのフタ部ボルトを締付
け固定します。

コード 品名 重量（ｇ） 入数
011 直付け用 355 30
001 アルミレール用 350 30

■仕様
●ダクロタイズド処理 

アルミレール取付金具 アルミレール アルミレールジョイント金具 回転止めボルト

アルミレール設置　主な部材

直付け設置　主な部材

●本製品は、重ね式折板屋根88タイプ用取付け金具です。
　図1を参照の上、使用してください。
●太陽電池モジュール片側長辺に、3箇所以上の固定をしてください。
●太陽電池アレイの設置には、建物の強度は保障致しません。

注意
太陽電池モジュール 面積　A=1.65m2以下

重量　W=20kg以下

耐風圧

設計用基準風速　   Vo＝38m/s
設置高さ　　　　　 h＝30m以下
地表面粗度区分　　Ⅲ
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

耐積雪 最大積雪深さ　　　 Zs＝99cm以下
雪の平均単位荷重　P＝20N/m2・cm

耐地震
設計用標準震度　   Ks＝1.0
地震係数　　　　   Z＝1.0
用途係数　　　　　Ⅰ=1.0

設置角度（屋根勾配含む） 　　　　　12°以下

工法
金具使用数量

直付工法・アルミレール工法
3点固定/辺
※アルミレール工法の場合、レール固定点を
900mm以下にしてください。

■設置条件

大幅なコスト削減・施工時間の短縮

直付け設置例 アルミレール設置例

パネルレイアウト自在性UP

❶ ❷ ❸

35

35

200

88

図1

押え金具（中間・端面）スーパー重ねベース

直付け用

アルミレール用

67
60

90
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DRナット／ベース材交差金具／パネル受け金具フリーチャンネル

31

33

27

コード 重量（g） 入数
001 205 80

コード 型番 入数
010 DR-M10 500

DRナットに押しボルト
を取り付けます。

DRナットの突起部分
を噛ませた状態で、
ボルトを時計廻りに回
転させます。

斜めから差し込みます。 ボルトが内側に接し、
固定されたら完了です。

上に引き上げながら
90°に回転させます。

ベース材交差金具N6011070

44 44

44
30

75

5
7

104

パネル受け金具N6011022

DRナットN6029010

コード 重量（g） 入数
001 100 200

■用途
●ベース材（フリーチャンネル）に各種金具を取り付け
る為のボルト受けナットです。
※ボルトは付属しません。取り付け物に合わせてボルト
サイズを選定してください。

■用途
●ベース材（フリーチャンネル）を交差させる為の金具です。

■用途
●太陽電池モジュールをベース材（フリーチャンネル）
に取り付ける際に使用する受け金具です。

■仕様
●ダクロタイズド処理 

■仕様
●溶融亜鉛めっき

■仕様
●溶融亜鉛めっき

1 2 3 4 5

コード 型番 H L
325 NED-30D-25 30 2.5m
425 NED-45D-25 45 2.5m
340 NED-30D-40 30 4m
440 NED-45D-40 45 4m
325 NED-30DR-25 30 2.5m
425 NED-45DR-25 45 2.5m

パネル受け金具

ベース材交差金具

太陽電池モジュール
押え金具

フリーチャンネル

DRナット

フリーチャンネルN0500170

40

H

20

NED-DRタイプ

H

40

L

H

25
50

50

Ø10.5×30ℓ

40 10

L

NEDタイプ

接続イメージ接続イメージ

■用途
●太陽電池モジュールや各種金具の取り付け位置を自
由に設置することを可能にするベース材です。
●電線管、丸型ケーブル、ケーブルラック等の支持に用
いるベース材です。

■仕様
●材質 ： 高耐食めっき鋼板
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構成部材紹介 太陽電池モジュール用保護パッド／エンドキャップ

P24

エンドキャップ

P25

チャンネル
クリップ

P21

フリーチャンネル

■用途
●太陽電池モジュールの角部の衝撃防止、不意のケガ防止。

■特長
●施工方法は、接着剤もしくはビスにてフレームへ取り付けます。
●太陽電池モジュール側の溝部にも取り付けが可能です。

■仕様
●材質：熱過塑性エラストマー
●色 ： 黒

太陽電池モジュール用保護パッドN0090110

コード 型番 L
3001

直線
1000

3003 3000

コード 型番
0101 コーナー

コード 型番
3070 連結

保全・補修
関連製品 ●ローバルシルバー　●ローバルアルファ　●スーパージンクスプレー　●ＰＶシーラント

P24

太陽電池モジュール用
保護パット

P25

電線クリップ

P25

●NTブロック
●ダクターベース

シングルナットタイプ ダブルナットタイプ 

コード 型番 適合 W×H 色
0040 L40 L5×40 40×15

黒0050 L50 L6×50 50×15
0065 L65 L6×65 65×30

コード 型番 適合 A×H×H2 色
3110 M10S M10 10×23×15

黒3112 M12S M12 13×32×20
3116 M16S M16 16×43×30

コード 型番 適合 W×W2×H 色
1030 30 NED-30D（R） 40×30×30

黒
1045 45 NED-45D（R） 40×45×30
2075 75 5×40×75 75×40×30
2100 100 5×50×100 100×50×30
2125 125 6×65×125 125×65×40

コード 型番 適合 A×H×H2 色
3210 M10W M10 10×31×15

黒3212 M12W M12 13×44×20
3216 M16W M16 16×56×30

エンドキャップN0501550

材質：軟質塩化ビニール
色：他色もご用意できます。

材質：軟質塩化ビニール
色：他色もご用意できます。

材質：軟質塩化ビニール
色：他色もご用意できます。

材質：軟質塩化ビニール
色：他色もご用意できます。

太陽光システム用結束バンド
●タイラップ・ケーブル・タイ
●デルテック・ケーブル・サポート
　システム

P26

W

W

H

71.2

71
.2

45.3

71.2
46.324.9

5545
10

6.
5

A
H
2

H

A

A
H
2

H

A

H

W
2

W

49
.4

19.3

29.6

4000

55

24.9

35.4

70エンドキャップ

P24
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■特長
●屋外で約20年以上の使用が可能。
●従来の結束バンド（ナイロン）に比べ、紫外線に強い。
●スムースボディ形状は、ケーブルを傷めない。

■特長
●屋外で約20年以上の使用が可能。
●従来の結束バンド（ナイロン）に比べ、紫外線・放射線に強い。
●スムースボディ形状は、ケーブルを傷めない。

デルリン（超耐候性アセタール樹脂）黒色

ロッキング・ヘッド材質 デルリン（超耐候性アセタール樹脂）黒色
耐腐食性鋼合金（ロッキンング部）

屋外使用耐用年数 20年以上
引張強度 819.93N（83.7kgf）
推奨使用温度範囲 一般：   ‒40℃～+85℃（結束後）
UL礁燃性グレード UL-94HB

■仕様

使用材料 フッ素樹脂（PTFE）

色 淡青色（温度湿度で半透明、淡青色、
黄土色と変化）

使用温度    ‒46℃～170℃（結束後）
UL定格温度 170℃

■仕様

NTブロック／ダクターベース／チャンネルクリップ／電線クリップ 太陽光システム用結束バンド

電線クリップN6011050

ダクターベースN0060412

タイラップ・ケーブル・タイN0901200

デルテック・ケーブル・サポートシステムN0901301

B

A

32

コード 品番 A B
適　　　合

入数
（1袋×数）鋼製電線管 SGP管 VP管

呼び 外径 呼び 呼び
101 C13D 29 19 － － 8 －

200（10×20）

102 C15D 32 22 15 15.9 － －

103 C19D・C16D 37 27
19 19.1

15 16
16 21

104 C25D・C22D 43 33
25 25.4

20 20
22 26.5

105 C31D・C28D 50 40
31 31.8

25 25
28 33.3

106 C39D 55 45 39 38.1 － 30
110 C36D 59 48 36 41.9 32 －
111 C42D 65 54 42 47.8 40 40

コード 品名 型番
製品規格

長さ 高さ 上部 下部 重さ
345

NTブロック
NT4513 450

130 100 110
13.5

360 NT6013 600 18
201

ダクターベース

DV150 150

100 80 110

18
202 DV200 200 4
203 DV300 300 6
204 DV350 350 7
205 DV400 400 8
206 DV450 450 9
207 DV500 500 10
209 DV600 600 120 100 130 18

チャンネルクリップN0144202

コード 型番 商品詳細 販売単位 梱包（数）
001 CSS-50RS スリムリールストラップ15.2m巻 1 10
002 CSS-50MRS スリムリールストラップ50m巻 1 5
003 CSS-LHS スリムロッキングヘッド 25 500
004 WT3D 手動締め切断工具 1 1

コード 型番 最大結束径　（∅） L（全長） W（幅） 販売単位 梱包（袋/箱）
023 TYZ-23

16 92 2.4

1袋

1,000/10,000
523 TYZ-523M 100/500
025 TYZ-25M

44 186
4.8

1,000/5,000
525 TYZ-525M 100/500
028 TYZ-28M

102 360
500/2,500

528 TYZ-528M 100/500

注）DERRIN/デルリン：デュポン社素材名

■用途
●各種配管架台基礎、ケーブルラック等の設置
架台です。
●レール部分がフリーチャンネル形状になって
います。DRナット（P22）、チャンネルクリップ
（P25）などで支持固定します。

■用途
●フリーチャンネルに各種管を支持する金具です。

■用途
●一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。

■仕様
●適合ケーブル：6.4～7φ
●適合フランジ：3.2～6mm
●材質 ： ステンレス 

■仕様
●溶融亜鉛めっき

■仕様
●溶融亜鉛めっき（レール部）

40

7

20

ケーブルをバンドで締め付け後、ヘッドに切断スリ
ット部を密着させた状態でハンドルを握りながら本
体を左右に回転させてハンドルをカットします。

DELTEC

コード 入数
001 500

22

13
.3

9.5

L

W

7.
9

上部

高さ

長さ

下部

NTブロックN0060491
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■特長
●落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
●一般サビ止め塗料に比べ強力なサビ止め効果。

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■特長
●平座金(丸ワッシャー)が組み込まれて
いるので、施工時間の短縮になります。

ローバルシルバー／ローバルアルファ／スーパージンクスプレー／ PVシーラント

ローバルシルバーN0801324 六角ボルト

六角ナット

スプリングワッシャー

テーパーワッシャー

平座金組み込みボルト

丸ワッシャー

角ワッシャー

Uナット

ローバルアルファN0801321

スーパージンクスプレーN0801309

PVシーラントN0808805

コード 品名 容量
004 スプレー 420ml
002 0.7kg缶 0.7kg
001 3.5kg缶 3.5kg
005 20kg缶 20kg

コード 品名 容量
201 スプレー 420ml
102 0.7kg缶 0.7kg
101 3.5kg缶 3.5kg
103 20kg缶 25kg

コード 容量 入数
001 420ml 24

コードNO. 容量 色 入数
011 330ml 黒 20

■仕様
●乾燥塗膜中亜鉛未含有量83%

■サイズ

■サイズ
●M6、M8、M10、M12、M16

■サイズ
●M6、M8、M10、M12、M16

■サイズ
●M6、M8、M10、M12、M16

■サイズ
●M6、M8、M10、M12、M16
●角度は5°になります。

■サイズ

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■サイズ
●M6、M8、M10、M12

■仕様
●ステンレス

■サイズ  

■仕様
●乾燥塗膜中亜鉛末含有量92%

■仕様
●乾燥塗膜中亜鉛末含有量92%

■特長
●耐熱・耐寒性（-40℃～150℃）の温度条件でも安定したゴム弾性。
●耐久性・耐熱性に優れている。

■接着性
●プライマーを使用することで様々な材質によく接着します。
●ガラス・金属･･･プライマーAG
●スレート屋根・瓦屋根・･･プライマーC

■特長
●溶融亜鉛めっきに近い美しい金属感のある仕上がり。
●特殊加工を施した亜鉛顔料によりカビや菌の増殖を抑制。

■特長
●長期間の優れた防錆力を発揮。
●亜鉛めっきと色が調和した補修が可能。
●ROHS指令対応品。

■用途
●太陽光発電モジュール架台専用シーリング材。

ボルト／ナット類

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■仕様
●溶融亜鉛めっき
●ステンレス

■特長 
●安定したゆるみ止め機能を発揮します。
●全金属製品であり耐熱・耐寒性に優れ
ています。
●外すことが可能な為、再使用ができます。

長さ

ネジ径
20 25 30 35 40 45 50

M6 ○ ○ ○
M8 ○ ○ ○ ○
M10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外径

ネジ径
13 18 22 24 25 26 30 32 40 50

M6 ○ ○
M8 ○ ○
M10 ○ ○ ○ ○ ○
M12 ○ ○ ○ ○

長さ

ネジ径
20 25 30 35 40 45 50

M6 ○ ○ ○
M8 ○ ○ ○ ○
M10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単位（ｍ/ｍ）

単位（ｍ/ｍ）

単位（ｍ/ｍ）
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