
プラド /oneフェンス設置の注意事項
本書には安全に関する重大な内容を表記してあります。設置前にご確認ください。

グローベン株式会社

● 柱スパンは、1,000㎜以下にして下さい。
● 部材は熱によって伸縮します。板材同士を隙間無く突き付けて設置しないで下さい。
● 建物など構造物へ突き付ける場合には、10㎜以上間隔をあけて下さい。つなげて取り付けると熱膨張で板材が変形、破損する恐れがあります。
● 板材を一時保管する場合は、直射日光や風雨にさらされないような場所で、立て掛けて保管しないで下さい。
● 電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱にし、締め付けすぎないようにして下さい。
● ビス留めする場合はあらかじめ組み立て説明書で指定された余裕穴をあけて取り付けて下さい。
● アルミやプラスチックの切り屑は、自治体の条例に従って処理して下さい。
● フェンスに布団や重量のあるものをかけないで下さい。
● 事故や故障の原因となりますので、改造、仕様変更はしないで下さい。
● 破損や事故の原因となりますので、製品によりかかったり、ぶら下がったり、ボールをぶつける等、強い衝撃をあたえないで下さい。
● 本製品は隣地との境界を目的に設置するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした手すり等として使用しないで下さい。
● 製品の汚れは、必ず真水にて洗浄して下さい。ガソリン、シンナー等石油系溶剤や、薬品等で拭いたり、洗浄することは絶対にしないで下さい。

● 施工寸法に合わせて支柱部材、基礎寸法を選定して下さい。
● フェンス板材は外気温度により伸縮します。組み立て説明書に従い、寸法変化に追従する固定方法にて施工して下さい。
● 人工板材は主として板塀（板フェンス）などでエクステリア用に開発、製造された製品です本来の目的とは違う用途で使用しないで下さい。
● 板塀（板フェンス）は風当たりの強い所や、地盤の弱い所で使用する場合、必ず控え柱が必要となります。
● アルミ材等の小口や製品の切り口には切断時のバリが残ります。怪我をする恐れがありますので、取扱には充分気を付けて下さい。
● プラスチック（樹脂製品）は熱変形温度が低く（約80℃～）、引火の恐れあるので火気の近くや、高熱を発する所では使用しないで下さい。
● プラスチック（樹脂製品）は温度差により伸縮します。違う材質と固定する場合、必ず製品に余裕穴をあけ固定して下さい。
● アルミ支柱の中にコンクリートやモルタル等を流し込まないで下さい。固定する場合、コンクリートの急結剤などは使用しないで下さい。
● 板塀（板フェンス）は骨組材で強度を持たせています。板材をハンマーで叩いたり、はしごをかけたりすると、破損事故の原因となります。
● 凍結防止の為、水抜き穴をあけて下さい。また、アルミ柱の中にスチロール等を入れ水が溜まらない様にして下さい。
● 各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更する場合があります。
● 製品の特性上本製品は色差・色ムラがあります。
● 製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。
● 板材は水平もしくは垂直に貼って下さい。斜め貼り施工は板材がたわむ原因になります。
● 横貼りタイプは一番下段の板材を地面と必ず隙間を開けて設置して下さい。板材がたわむ原因になります。
● 板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。

● 普段のお手入れは、濡らした布でふき取って下さい。
● 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用下さい。
● 表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払って下さい。
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ひとつ上いくフェンスへ。

人工竹垣のパイオニアメーカーとして、

グローベンは独自性のある商品を提供してきました。

2018 年から「庭にもっと快適を」という理念を掲げ、

自信を持って、

「感動を与える開発」をモットーに生み出したプラド。

従来品や天然木の課題に向き合い、

ひとつ上いく板材として仕上げました。

今後もぜひご期待ください。

PROUD
PRODUCT,
PLAD.
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プラド/One

オークブラック
H1000：6 段 
スペーサー：20mm

すべての要素が、響き合う。
住まいの表情が、生まれる。
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「喜び」を生む開発へ。

プラド/one の発売以来、

様々なご意見やご要望とともに、

たくさんの喜びの声をいただきました。

それは、私たちにとって、次のステップへ進む力となり、

プラド /plus の開発へとつながりました。

「感動を与える開発」。それは、新たな「喜び」を生み出すこと。

選ばれたことへの感謝と、選ばれしものの責任を刻み、

プラドをお届けします。

PRODUCE
PLEASURE,
PLAD.
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

２つのプラド ーplus & oneー

木粉を混合した独自の樹脂素材にアルミ形材の強さを加えたプラド /plus。

表層を高密度ポリエチレン樹脂でコーティングしたプラド /one。

異なる素材を複層にすることで、

それぞれに大きな特徴とメリットが生まれました。

手間をかけた高品質と優れたコストパフォーマンスをもつ

2 つのプラド --------どちらも自信を持ってお届けします。

◎プラド /plus は、樹脂とアルミ形材のハイブリッド。優しさと強さの両立を実現しています。

◎プラド /one は、木粉混合とコーティングで仕上げた複層合成木材。品質や価格ともバランスの良いフェンス素材です。

◎樹脂フェンス材は軽量で加工しやすく、価格も手ごろ。ただし、素材安定性にやや問題があります。

◎ハードウッド ( 天然木 ) は頑丈さがあるものの、釘が打ちにくいうえに重く、薄い板状に加工しにくい特性があります。

◎ソフトウッド ( 天然木 ) は、安価なので購入しやすい一方で、腐敗しやすく耐候性に劣ります。

◎アルミ形材フェンスは、表面を覆うラッピングシート技術が向上し、格段に意匠性が良くなりました。ただし高額なのが難点です。

プラド / plus
（アルミ形材入り

合成木材）
プラド / one 

（複層合成木材）
樹脂フェンス材

（ポリスチレン
樹脂）

天然木：
ハードウッド

（イペ 、ウリンなど）

天然木：
ソフトウッド

（杉、レッドシダーなど）
アルミ形材フェンス

（木目ラッピング）

意
匠
性

質感の良さ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★

フェンス外観の良さ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★

色やサイズの豊富さ ☆ ☆ ★★ ★ ★ ★★

素
材
特
性

防腐防虫性能の良さ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ☆ ★★★

伸縮の少なさ ★★★ ★★ ☆ ★★ ☆ ★★★

色変化の少なさ ★★ ★★ ★ ★ ☆ ★★★

耐久性の高さ ★★ ★★ ★ ★★ ☆ ★★★

燃えにくさ ★★ ★★ ☆ ★ ☆ ★★★

加工のしやすさ ★★ ★★ ★★ ☆ ★★★ ★★

軽さ ☆ ★ ★★★ ☆ ★★ ★★

コストの良さ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ☆

※ 自社独自の調査による評価になります （ 4 段階評価　★★★　＞　★★　＞　★　＞　☆ ）

8 9商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。



▽GL

柱の間隔 : 1000

柱の間隔 : 2000

板:2000

板:1998

表面に連結ジョイント

▽GL

裏面に補強アルミ形材

▽GL

柱の間隔 : 1000

柱の間隔 : 2000

板:2000

板:1998

表面に連結ジョイント

▽GL

裏面に補強アルミ形材

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

プラド /plus
カラー：サンド
H1800：11 段

スペーサー 10 ｍｍ

＞ 製品情報 P.12

＞ 施工例 P.16

＞ ユニット P.30

＞ 部材 P.34

＞ 各種オプション・専用扉 P.36

＞ 拾い出し例 P.42

骨材にアルミ形材を採用したプラド / plus。

ウッドテイストの優しさに、金属の強さが加わりました。

連結ジョイントが必要ないのでスッキリした外観です。
断面は専用キャップで、きれいに隠れます。

＞ 製品情報 P.18

＞ 施工例 P.22

＞ ユニット P.32

＞ 部材 P.34

＞ 専用扉 P.39

＞ 拾い出し例 P.42

天然木さながらの質感とリーズナブルな価格帯を両立したプラド /one。

従来の樹脂や天然木フェンスの課題を克服して生まれました。

プラド /one
カラー：アンティークグレイ

H1200：7 段
スペーサー 10 ｍｍ

樹脂フェンスは連結ジョイントを使うのが一般的です。
プラド /one も施工しやすい仕様です。
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

Carbon
カーボン

焼杉のような深みのある黒色は、
和風の庭との相性はもちろん、

家の外観を引き締まった印象に。

Coffee
コーヒー

落ち着きのあるビターな色調は、
建物に重厚感を与えたり、

植栽を鮮やかに引き立てます。

Sand
サンド

オーソドックスな人気色。
ニス塗りで仕上げたような色合いで
建物や庭を明るい印象にします。

Smoke
スモーク

味わいのあるスモークカラー。
控え目で洗練された色調は、

どんな外壁の色にも馴染みます。

芯材
肉厚 2㎜のアルミ形材で、板伸縮の緩和に加え、安心感が
大幅に向上。素材剛性があり拡張性も増しました。

表層構造
高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合。樹脂素材の欠点で
ある「気温による伸縮や経年変化」を緩和します。プラド
/one の芯材をグレードアップして採用しています。

気温や天候に左右されない

凹凸がなく、すっきり美しい 頑丈さが生む、プラスαの楽しみ

頑強さが作業の確実性を生む

アルミ形材の採用により強度が増し、気温による伸縮
を減らし、素材の耐久性もアップ。従来品（プラド /
one）では、若干の伸縮を考慮して板材同士の隙間を
開け、ジョイント材で隠す施工方法でしたが、プラド 
/plus では密着に近い施工が可能に。

板同士の隙間を隠すジョイント材が不要なため、フェ
ンス表面は凹凸のない美しい仕上がりに。さらに板の
断面は、同色の専用キャップを取り付け、内部のアル
ミ形材を隠します。人工素材でありながら、天然木の
ような美しい外観を実現しました。

耐荷重 5kg までだから、ハンギングバスケットなど
を引っ掛けることも可能。また、アルミ形材が骨材と
しても機能するため、そのまま笠木として使ったり、
穴を開けて表札などを取り付けることもできます。

板材自体の強度が増した結果、柱の本数が減り、作業
スピードがアップ（柱ピッチ 2000㎜、従来の半数の
柱で OK）。アルミ形材：2㎜と木樹脂：4㎜の頑丈な
作りで、板厚の薄いアルミ形材フェンスのようにビス
打ちで凹む心配もなく、作業性にも優れています。

（打ち込みが強すぎると変形する場合があります。）

素材安定性

意匠性 拡張性

作業効率

強さが もたらすもの、プラド/ plus。
[ プラス ]

実寸

12 13商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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クローズ時オープン時

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

※ 板の左右は隙間を 2.0㎜以上必ず開けて下さい。
※ ビス固定前にφ 5.0 の下穴を開けて下さい。
※ 裏面は補強アルミを取り付けて下さい。

※ デッキ上への設置は、必ず笠木を取り付けてください。

 STYLE 

表面からは柱が見えません

横方向にはアルミ形材が
ありません

裏面柱

横桟なし

板幅は105㎜。プラド/oneの約2/3なので、より繊細なイメー
ジに。端部の断面は専用キャップで隠します。

埋込柱は 2000㎜間隔で、表面からは目立ちません。
裏は 1000㎜ 間隔で柱と補強アルミ材を使用します。

フェンス

デッキフェンス

ジョイントなし

樹脂製デッキにフェン
スを追加。専用固定プ
レートを 1000㎜ピッ
チで設置し、柱を支え
ます。笠木として、天
面に板材を渡すことも
可能。

プラド /plus で広がる選択肢 可動ルーバーフェンス

専用扉

PLAD/plus and More　さらに便利に

表面からは柱が見えます

表裏両面からアルミ形材が
見えます

間　柱

横桟あり

頑丈なプラド/plus なら、自由に開け閉めできる可動ルー
バーにすることができます。柱を 1000㎜ピッチで設置し、
５枚単位で連動する部品を柱に取り付けるだけの簡単施工で、
デッキフェンスにも設置可能。

アルミ形材の採用で、樹脂単独の板材よりも格段に強度が増した結果、様々なアレンジが
可能に。フェンスに直接プランターを吊り下げたり、追加の補強なしで表札や照明器具な
ど、エクステリアの定番アイテムを取り付けられます。

プラド /plus の板材（全 4 色）を使った扉が新登場。フェンスと同
じデザインと素材だから、見た目の印象を
変えることなく、便利さだけをプラスできます。

「強さ」で広がるアイデア

▽ＧＬ

地中に埋め込む柱が少なく作業負
担が減ります。

裏面のポイント

表面からは柱が見えません

横方向にはアルミ形材が
ありません

裏面柱

横桟なし

横貼横貼

P.38

P.36

P.39

14 15商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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H2000：17 段　
スペーサー 10mm

H1400：11 段　
スペーサー 20mm

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

最新の施工事例を随時ホームページ上で公開

しています。ぜひご覧ください。

# プラドフェンス
# グローベン・プラド
＠ globen_plad

PLAD/plus 
4 Colors

サンド
Sand

スモーク
Smoke

カーボン
Carbon

Ｈ 1800：15 段　
スペーサー 10mm

Ｈ 1400：12 段　
スペーサー 10mm

Ｈ 2000：17 段　
スペーサー 10mm

コーヒー
Coffee

16 17商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

Oak Black
オークブラック

重厚感のある色調が、モダンな印象に仕上げます。
和風テイストの庭にも溶け込みます。

Antique Grey 
アンティークグレイ

シックな雰囲気にするのに最適。
主張しすぎない淡い色調が、建物や庭を引き立てます。

Silk Ivory シルクアイボリー

淡く黄色がかった白色が、庭全体を明るくします。
カントリーテイストな庭にも相性の良い色調です。

Walnut Brown 
ウォルナットブラウン

木質感が印象深い、
和洋のどちらにもコーディネートしやすい

ベーシックカラーです。
プラド /one

（複層合成木材）

天然木：
ハードウッド 

プラド /one の優れているポイント
[ワ  ン]

実寸

芯材
高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合。
樹脂素材の欠点である「気温による伸縮
や経年変化」を緩和します。

表層構造
高密度ポリエチレン樹脂で、表層をコーティングすることで耐候性が向上。
さらに成型後のサンディング加工により、木目のような筋模様を再現しています。

天然木のような、リアルな風合い。

扱いやすくて、加工しやすい。

低伸縮性、高耐候性、高強度

高品質なのに、リーズナブル。

コーティングした表層を丁寧にサンディング加工し、
木目に近い筋模様を再現。天然木のように一枚一枚が
異なる風合いとなり、工業製品ならではの光沢を抑え
ました。また天然木にありがちなペンキやニスでメン
テナンスする必要もありません。

天然木 ( ハードウッド ) は、頑丈で耐久性が高くデッ
キによく使われる一方で、薄くするなどの加工が困難
です。プラドなら若干の伸縮はありますが木質感を持
ちつつ、樹脂フェンス感覚で加工が可能です。

樹脂素材は気温差で伸縮したり、経年劣化による硬化
で割れ易くなる性質があります。プラドは芯材の高密
度ポリエチレン樹脂に木粉を混合する事で伸縮率を低
減。さらに表層を高密度ポリエチレンでコーティング
することで耐候性が向上しました。

リアルな木肌感を持ちながら、天然木 ( ハードウッド )
よりも加工がしやすい。樹脂フェンス材と比べ、割れに
くく、溶けにくい。さらに高価なアルミ形材フェンスと
比べ、リーズナブルな価格を実現しました。高品質であ
りながら、コストパフォーマンスの高い板材です。

意匠性

施工性

素材特性

経済性

18 19商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

　P.42 〜 43 もご参照下さい。
プラド /one 本体価格・施工費・仕様の比較 ジョイント仕様を標準とした場合

表面からは柱が見えません

横方向にはアルミ形材が
ありません

裏面柱

横桟なし

板材上下のすき間を少し空け、プライバシーと開放感をほ
ど良く両立。左右のすき間はジョイント部材で隠すことで
施工性もアップします。

表面からは柱が見えません

裏面に横方向のアルミ形材が
あります

裏面柱

横桟あり

切断加工しやすい特性を生かし、板材の先端を剣先状にし
てオールドアメリカンスタイルに。天然木をペンキ塗装し
たような印象のシルクアイボリーは、芝生のグリーンとも
相性抜群です。

※ ビス固定前にφ 6.5 の下穴を開けて下さい
※ 先端を尖らせるカットは現場加工作業です

PLAD/one  OPTION　追加オプション

表面からは柱が見えます

表裏両面からアルミ形材が
見えます

間　柱

横桟あり

杉などの板材を交互に貼った「大和塀」も再現できます。
天然木と違って板厚が薄いので、重い印象にはならず、しっ
かりと目隠し機能を果たします。オススメは和モダンな印
象のオークブラック。

※ ビス固定前にφ 6.5 の下穴を開けて下さい

 STYLE プラド /one のバリエーション

貼面 イメージ
イラスト タイプ 価格 設置工事 

手間 板材固定 備考　

横貼 片面：横板仕様 100％ 100％
・立子ジョイントを使用 
・支柱へ直接ビス打ち

樹脂板塀のオードックスなスタイルで
す。価格、設置工事のバランスが良い
人気商品。他と比べて採寸、設置がと
ても簡単。

縦貼 片面：立板仕様 110 〜150％ 130％

支柱に取り付けした 
骨組部材へ直接ビス打ち

板板材と支柱の固定に、骨組み部材
が必要となり、その分横貼タイプより
も割高に。部材や工事の手間は増え
ますが、横貼タイプとは異なる美しさ
になります。

縦貼 両面：大和仕様 130 〜180％ 140％

※ 板材は水平もしくは垂直に貼って下さい。斜め貼り施工は板材がたわむ原因になります。 
※ 横貼りタイプは一番下段の板材を地面と必ず隙間を開けて設置して下さい。板材がたわむ原因になります。 ＊当社積算基準による

片面：横板仕様 片面：立板仕様

両 面 貼りの 場 合 H1800W2000
で表裏合わせて、板材 18 枚以内
となる様にして下さい。

両面：大和仕様

プラド /one 専用扉：完成品

プラド /one 板材専用塗料

フェンスと同じデザインの打ち掛け錠タイプの扉です。外側から
は専用鍵を差し込み、内側からはサムターンでの施錠ができます。
デザインは横貼り、縦貼りの 2 種類。寸法特注も承ります。

切断面用の塗料を用意しました。細かな作業で手間が掛かりますが、
より良い仕上がりを約束します。

P.39

P.34

横貼
縦貼 縦貼

20 21商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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H1200：7 段　
スペーサー 10mm

H1800：11 段　
スペーサー 10mm

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

アンティークグレイ
Antigue Grey

PLAD/one
4 Colors

最新の施工事例を随時ホームページ上で公開

しています。ぜひご覧ください。

# プラドフェンス
# グローベン・プラド
＠ globen_plad

Ｈ 2000：12 段　
スペーサー 10mm

Ｈ 1500：9 段　
スペーサー 10mm

Ｈ 1200：7 段　
スペーサー 20mm

ウォルナットブラウン
WalnutBrown

オークブラック
Oak Blak

シルクアイボリー
Silk Ivory

22 23商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

ここがイチオシ 

他社製品に比べ、表面のテカリや
凹凸がないので、南向きでも直射
日光の反射が気になりません。自
然な木質感は、木目を好むお客様
に好評です。また、板幅が少し大
きめなので、高尺（H1200㎜以上）
の場合、面積を稼ぎつつリーズナ
ブルに仕上げられます。

新しい商品は常に注視しています
が、プラドは同業者からの薦めが
きっかけでした。最初は板が薄い
かなと思いましたが、実際は樹脂
板としての強度はしっかりありま
す。カラーバリエーションは多く
ないけど、使い易い定番色ばかり
で、あまり気にならないですね。

板一枚ずつのバラツキが気になる
という人もいますが、私は天然木
のようで味わい深いと思っていま
す。実際、気にするお客さんもほ
とんどいません。プラド /plus に
関しては、特長を活かした使い方
の事例をもっと紹介してほしいで
すね。

①プラド /one について  ②きっかけ ③ひとこと

陽が当たっても
不自然にテカらないのが
いいですね。

私がオススメします
K.T　（19** 年生まれ）　
岡山県在住
エクステリアデザイナー

PLAD USER’S
VOICE  vol.2 エクステリア

デザイナー：T様

木目調の杉板コンクリートと重厚なブラックのフェンスで
シンプルモダンなエクステリアに

フェンスと庭のつながりが、空間の広がりを感じさせる
デザイン

24 25商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。

Topics

子供の頃から、何かを作ったり絵を描く
のが大好きでした。現在のエクステリア
の仕事はその延長で、「趣味＝仕事」と
いう感じです。



FAQ よくある質問

P.34

柱の通り芯 連結コーナーの納まり

上から見た図

直角
出隅（でずみ）

直角
入隅（いりずみ）

良い例

悪い例

ゆがみ ズレ

鈍角

上から見た図

柱の通り芯 連結コーナーの納まり

上から見た図

直角
出隅（でずみ）

直角
入隅（いりずみ）

良い例

悪い例

ゆがみ ズレ

鈍角

上から見た図

ハネ出し   最大 100mm

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

色の変化

色の個体差

雨シミ

6 ヶ月経過

落ち着いた後

設置直後
初期の雨シミ

同じ模様が連続する工業製品とは異なり、プラドには同じ柄はありません。天然の木材が木肌や木目が個々に違うように、プラドにも
色調の違いなど１枚ずつ個性があります。そのため、色調などをご指定いただくことはできませんので、ご注意下さい。

フェンスをキレイに設置するには柱を真っ直ぐにするのが、 重要なポ
イントです。また、コーナー部分は柱を 2 本並べて下さい。

板材の伸縮による柱の反りを緩和するため、補強材を追加して下さい。
板材のハネ出しは出過ぎると破損の原因となります。基準値内で設置
して下さい。

板同士や柱色との組み合わせに決まりはありません。自由にアレンジ
して、オリジナルの仕様で組み合わせていただくこともできます。

板材に個体差があるのはなぜ？
柱設置のポイントはありますか 

全高が高い場合や、板のハネ出しはどう
しますか 

色の組み合わせは決まっていますか 

個体差はありますが、ぜひ製品サンプルを取り寄せてプラドの質
感をご確認下さい。

コーナー部分の柱収まりは、下図を参考にして下さい。樹脂製の板材は
伸縮するため密着させず、すき間を 10 ｍｍあけて下さい。

プラド /plus、プラド /one ともに柱から板材が飛び出ているハネ出し
は最大 100mm となるようにして下さい。

アルミ材の色は住宅サッシに合わせると全体の雰囲気に馴染みます。

一枚ずつ異なる模様の芯材が薄く透けることで、天然木のよ
うなランダムな筋模様に。

柱は通り芯を出し、垂直に立てます。ゆがみやズレがない様に上
や横から見て、板貼り面が直線になるようにして下さい。

プラド /one で H1800 以上の場合、別売の柱開き止め補強材を取
り付けて下さい。H1800 以下でも扉を連結する場合、吊元柱に取
り付けて下さい。アルミ入のプラド /plus は不要です。

板材の色を組み合わせてアクセントにすることも可能です。

クリーナーパッド

板材を研磨し、雨シミ、毛羽立ち、キズ
を目立ちにくく出来ます

表層素材に含有されている木粉成分は、天然木材と変わりません。そのため、水を吸ったり、時間の経過で、以下のような事象が起こ
りえますが、製品不良ではありません。次第に落ち着きますが、気になる場合は、別売のクリーナーパッドで研磨するか、高圧洗浄機
で洗浄して下さい。

プラド /plus に雨シミができてしまいます

柱の通り芯 連結コーナーの始まり

H1800 以上の場合

板材の色替え

端部のハネ出し

柱の色替え

柱開き止め補強材

Q

Q

Q

Q

Q
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画像はイメージです

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

部材と施工（人工）の
合計イメージ

施工に必要な
人数と日数

設置する
柱の本数

下穴加工

現場組立
プラド/plus

パネル
ユニット

パネル
ユニット

現場組立
プラド/one

＝30個

H1800　直線 10mの場合

部材

100％

施工
（人工）

部材

95％

施工
（人工）

部材

80％

施工
（人工）

部材

75％

施工
（人工）

2人　×　3日

2人　×　3日

１人　×　２日

１人　×　２日 11本

6本

450個

120個

94個

0個

※　当社独自の積算基準より算出しています、実際とは差異が生じる場合があります。
※　プラド /plus パネル用柱の金具はすべてブロンズ色です。
※　プラド /plus パネルの小口キャップ、専用穴加工治具は別売りとなります。
※　プラド /one パネルは 2 種類の柱を使用します。付属のパネル固定柱と別の柱が必要です。
※　プラド /one パネルの表面からジョイントキャップは見えません。　

プラド /plus パネル プラド /one パネル

表　面：パネル下部に金具が少し見えます。
連結部：ジョイント金具で上下連結します。

表　面：固定ビスの見た目が若干異なります。
裏　面：パネルの接続部はジョイントキャップが見えます。

表面

表面 裏面

連結部

28 29商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。

施工の手間を短縮

1 人でも設置可能に

ほぼ同じ外観

数枚の板材が一つに固定されたパネルを上下に積み、ビス固定します。事前の下穴
加工や板材固定された状態なので、作業工程が減り、総延長が長いほどメリットが
増します。

従来の現場組立は、柱に板材を固定すること、2000㎜の板を支えることに二人必
要でした。ユニット商品は柱を固定した後、パネルの荷重を柱に掛けて固定でき、
一人で手早く仕上げられます。

プラド /plus とプラド /one の 2 種類、各 4 色がラインナップ。組立後は現場組
立したフェンスと、ほとんど変わらない外観となります。シンプルな構造で、幅詰
めカットすれば、現地でのサイズ変更できます。

施工の手間を省いて、効率化

現場組立とパネルユニットの比較

ユニットの特徴（細部の違い）





設置の手順

実用新案取得済

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

60 角柱 (a) とパネル固定柱 (b) を交互に固定します。両端部は
900㎜、それ以外は 1000㎜を基本とします。

パネル固定柱にキャップを取り付けます。60 角柱にスペーサーを
貼り付けて、板の継ぎ目とスペーサーを隠すように連結ジョイン
トをビス固定します。

パネル固定柱にジョイントキャップを差し込んで、パネルを
取り付けます。パネルに付いている短いビスを２本外し、付
属の長いビスでパネルとパネル固定柱を固定します。下から
順番に固定しながら積み上げます。

外観はバラ組み立てとほぼ同じです。一人で組立作業が可能です。

■プラド /one パネル：パネル固定柱付
H1500：9 段（1440） H1800：11 段（1760） H2400：14 段（2240）

オークブラック G20HN115DB ¥71,000 G20HN118DB ¥78,000 G20HN124DB ¥98,000
ウォルナットブラウン G20HN115LB ¥71,000 G20HN118LB ¥78,000 G20HN124LB ¥98,000
アンティークグレイ G20HN115GY ¥71,000 G20HN118GY ¥78,000 G20HN124GY ¥98,000
シルクアイボリー G20HN115WH ¥71,000 G20HN118WH ¥78,000 G20HN124WH ¥98,000

梱包内容 パネル＝フェンスパネル一式 + ジョイントキャップ一式 + パネル固定柱 + 柱キャップ、取付用ビス
フェンスパネル　H1500 ＝ 3 段パネル：3 枚、H1800 ＝ 3 段パネル：2 枚 +5 段パネル：1 枚、H2400 ＝ 3 段パネル：3 枚 +5 段パネル：1 枚

■プラド /one パネル用柱セット
柱セット H1500 ⽤

60 x 60 x L2040(mm)
柱セット H1800 ⽤

60 x 60 x L2360(mm)
柱セット H2400 ⽤

75 x 75 x L2840(mm)
オークブラック G20HN215DB ¥16,000 G20HN218DB ¥16,000 G20HN224DB ¥22,000
ウォルナットブラウン G20HN215LB ¥16,000 G20HN218LB ¥16,000 G20HN224LB ¥22,000
アンティークグレイ G20HN215GY ¥16,000 G20HN218GY ¥16,000 G20HN224GY ¥22,000
シルクアイボリー G20HN215WH ¥16,000 G20HN218WH ¥16,000 G20HN224WH ¥22,000

梱包内容 柱セット = 柱：1 本 + 柱キャップ：1 個 + 連結ジョイント：1 本 + ビス一式 + スペーサー一式（柱 1 本分）

900
100

1760

240
500

▽GL

1000 1000 1000 1000 900
100

200020002000

①

②

11 段 3スパン：
H1800 L6000

参考価格
 ¥ 298,000

No. 部品 商品コード 数量 合計金額

① プラド /one パネル :
パネル固定柱付 G20HN118GY 3 ¥234,000

② プラド /one パネル用柱セット G20HN218GY 4 ¥64,000

拾い出し例

※ 取り付け用のビスは付属で、板同士の上下すき間はすべて 10㎜です。
※ 各パネルを現場で上下に連結して柱に固定します、各パネルの数量、板枚数は H 寸法に

より異なります。
※ 特注対応は不可です、必要に応じて現場での切り詰め加工を行って下さい。
※ 柱は必要に応じてカットして下さい。
※ 納期は都度ご確認下さい。

プラド /one パネル注意事項

オークブラック

アンティークグレー

ウォルナットブラウン

シルクアイボリー

■ プラド /one 板材専用塗料
内容量：100ml

オークブラック G30HLC001DB ¥3,600
ウォルナットブラウン G30HLC001LB ¥3,600
アンティークグレイ G30HLC001GY ¥3,600
シルクアイボリー G30HLC001WH ¥3,600

※ 板材約 20 枚分。（W150 板断面：両端二度塗りの場合）
※ アルミ形材には使用出来ません。

  ❷パネルの固定 (1) 　❸パネルの固定 (2) 　❹完成   ❶柱の固定

プラド/one パネル：ユニット 横貼り

プラド /one フェンスの組立が一人でも簡単に行えるパネルセットです。外観はバラ組立のフェンスとほぼ同じです。

(b) パネル固定柱
ジョイントキャップ

(a)60 角柱

１：柱の固定

３：仕上げ 4：完成

2：パネルの固定

連結ジョイント

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)

900

900

1000
1000

1000
1000

(b) パネル固定柱
ジョイントキャップ

(a)60 角柱

１：柱の固定

３：仕上げ 4：完成

2：パネルの固定

連結ジョイント

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)

900

900

1000
1000

1000
1000

(b) パネル固定柱
ジョイントキャップ

(a)60 角柱

１：柱の固定

３：仕上げ 4：完成

2：パネルの固定

連結ジョイント

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)

900

900

1000
1000

1000
1000

(b) パネル固定柱
ジョイントキャップ

(a)60 角柱

１：柱の固定

３：仕上げ 4：完成

2：パネルの固定

連結ジョイント

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)
(b)

(a)

900

900

1000
1000

1000
1000
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

※ プラド/oneには使用出来ません。プラド/plus板材、アルミ支柱などが別途必要になります。
※ ストッパー部品セットは2021年冬発売予定です。
※ ストッパー部品セットは１スパンに１セット必要です、設置後の追加取付も出来ます。
※ ２スパンで部品を３つずつ積んだ場合、ストッパーは２セット必要です。取付位置は選べます。
※ ストッパーがない場合でも、暴風などの強い風でなければ、開閉することはありません。
※ 暴風時はルーバーの板材を地面と水平にして下さい。
※ 設置は火気の近くや高熱を発する場所を避け、お子様が手を挟まないようにご注意下さい。
※ デッキ上のように柱埋込が充分に確保できない場合には、笠木を取り付ける必要があります。

■プラド /plus：
専用ルーバー固定セット

ルーバー部品 G30HLE050 ¥16,000

梱包内容
・専用部品：１セット（左右一対）
・連結用クリップ：2 個
・ビス：10 本

ストッパー
部品セット G30HLE051 ¥13,500

梱包内容
・ストッパー部品：１セット
・連結用クリップ：2 個
・ストッパー金具：1 個
・金具用ビス：2 本

時間や状況に応じて目隠し機能と通風機能を使い分けることが出来ます。

プラド / plus ルーバー

ルーバーの開け閉めを
動画でご覧いただけます

▲クローズ時

柱と柱の間に専用部品を付けて、板をはめ込むだけの
簡単施工です。現場の寸法に合わせて、板材を切り詰
めすることで、自由にワイド寸法を変えられます。

小さいお子様の力でもルーバーが開閉します。
ケガ防止のため、小さいお子様がいる場合など、ストッ
パー部品セットをご使用下さい。

木目調樹脂で可動式

自由自在にカスタマイズ

連動した開閉を実現

可動式ルーバーの板材には、強度が必要となります。プラド /plus は、芯材にア
アルミ形材を採用し、可動にも耐えれる強度と自然な温もりを感じさせる質感が
両立しています。

従来の可動ルーバー製品は、現場でのサイズ加工が困難でした。プラド /plus ルー
バーは W 寸法は柱芯々 1060㎜以内、Ｈ寸法は専用部品を切り詰めて、現場で
簡単に調整可能です。

ルーバーの板材は 1 スパン内、同じ角度で連動します。部品加工することで。
角度を個別に調整することも出来ます。間柱納まりの専用部材を左右一対で固
定するので、専用柱以外でも取付可能です。

セットを３つ積んだ立面図です。部品は切断カッ
トが簡単な樹脂製で、板の枚数は変えられます。
60 角柱使用時、柱芯々最大 1060㎜です。

ストッパーは裏面に取り付けます。
裏側から見て右側の柱に金具を取り付けます。
ラッチ部品は上から数えて 3 段目と 4 段目の間
にあります。

NEW

プラド/  plus 用オプション部材
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商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。

サイズも見た目も自由自在



平面図

プラド/  plus 用オプション部材 プラドフェンス用扉

固定金具

裏板

固定
　ビス
※別途

取付例：Ａ
大引の内側

取付例：B
大引の上側

取付例：C
大引の外側

大引 幕板 デッキ材 固定プレート

補強材

デッキ材にボルト用の穴をあけて固定プ
レートと裏板でデッキ材を挟み込み固定
します。
大引の位置がどこに来ても取り付けでき
ます。

取付例：C はウッドデッキ製造元の専用
補強材を別途、ご用意下さい。

フェンスの延長で使える便利なプラドの扉

プラドフェンスと同じ板材を使用した門扉です。フェンスと門扉を同じ板材で揃えることで、外周や庭周りをトータルで提案できます。
丁番形状や扉吊元柱の補強を変更したことで、扉上部の上桟が不要になり通行しやすくなります。
扉本体は完成品で、柱を固定し吊元丁番を取り付けるだけの簡単施工です。

断面図

プラドフェンス用扉の特長
プラド /one は W990 タイプを追加し、間口 1000mm 以上を実現。丁番の部材を変更して、使い易くなりました。
寸法特注も可能です。 

横貼 縦貼

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm表記です。※板材サイズは製品の特性上、±3mm個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

デッキ用 固定プレート / 笠木用金具セット

※ ウッドデッキ、フェンス板材、柱は別売りです

ボルト

注：本製品は、手摺、防護柵、転落
防止の機能はありません。

柱に笠木用金具をビスで固定してから、
プラド /plus 板材を付属のビスで固定
します。鈍角やハネ出しになる場合に
は、裏板として、笠木コーナー固定金
具を取り付ます。

■デッキ用固定プレートセット：
    60 角柱用

G30HLC005 ¥9,900

梱包内容

・固定プレート：1
・裏板：2 
・45㎜ボルト：4 
・70㎜ボルト：4 　　
・ワッシャー類一式

金具と板材を固定するビスは付属しています。柱と金具を固
定するビス、小口キャップは板材や柱色に合わせて、別途ご
用意下さい。

■笠木用金具セット：60 角柱用

G30HLC006 ¥3,300

梱包内容 ・金具：1 個　　・ビス：4 本

■笠木コーナー固定金具セット
G30HLC007 ¥1,500

梱包内容 ・金具：1 個　　・ビス：4 本

ワッシャー

笠木コーナー
固定金具

笠木用金具

笠木用金具

笠木コーナー固定金具
デッキ用固定プレート

ウッドデッキ用固定プレートの注意事項
※柱スパンは芯々 900 以内にて設置して下さい。ウッドデッキ上に設置する場合は H1200 以下として下さい。
※ウッドデッキ上でフェンスが H1200 以上必要な場合は、GL からの埋め込みを確保した柱をデッキ下から立ち上げて下さい。
※柱と固定プレートは当社指定品をご使用下さい。固定プレートや金具は、すべて防錆加工をしています。
※既存アルミ大引にステンレスビスで固定をすると、腐食が生じる場合があります、大引に固定プレートを直接固定しないで下さい。
※大引の真上に固定プレートを設置する場合は、固定プレートが必ず大引の中心になるようにして下さい。（取付例：B）
※デッキ床材が大引から張出している部分に固定プレートを設置する場合、ウッドデッキ各メーカーの補強材を入れて下さい。（取付例：C） 
※設置するウッドデッキが天然木製で腐敗等の恐れのある場合は、設置しないで下さい。
※デッキ床板の下に手が回らない場合、固定プレートの取り付けは出来ませんので、ご注意下さい。
※各社ウッドデッキとプラド /plus 板材・柱は色が異なります。事前にサンプル等でご確認下さい。

プラド /plus フェンスを樹脂製デッキ上に取り付けたり、笠木付にしたりする部品です。

丁番：表面

表面

開き止め金具 柱開き止め用補強材

丁番：裏面

裏面

取っ手レバーが柱に掛かる打掛レバー錠。
表面は専用ディンプルキーで施錠可能です。裏面は鍵がなくてもハンドルロック施錠できるサムターン錠です。

抜き差しタイプの丁番は、柱側は現場取
り付け、扉側は取付済みで差し込むだけ
です。
付属のストッパーリング（任意）を使用
すると、扉が抜けなくなります。

付属の開き止め金具（戸当たり）は、強
風時に反対側に開いて破損するのを防ぎ
ます。支柱の吊元柱は、別売の柱開き止
め用補強材で重量のある扉を支えます。

両面鍵付のレバーハンドル

耐久性の高い扉丁番を採用

取り付け時のポイント

❶
① ❷

❷
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商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。



プラド  オプション部材

プラドフェンス用扉の注意事項
※ 扉は完成品で、丁番、レバーハンドルが付属しています。柱、補強部材は現場での取り付けが必要です。（すべて別売）
※ 扉は内開き専用で、クリアランスは+22㎜必要です。注文時には開き指定、扉吊元（P.40）をご指定下さい。　
※ GL より 50㎜程度のすき間を空けて、吊元柱には各補強部材（別売）を追加して下さい。
※ 扉は規格よりもサイズを大きくする対応はできませんので、ご了承下さい。
※ 扉単独設置の場合は、吊元柱補強用中芯柱をご使用下さい。吊元柱補強用中芯柱（A50AW218：¥7,500 ）　
※ 片面の場合、かぎ側に板材を取り付けします。扉本体の端部キャップはすべて黒色です。　
※ プラド /on e 用ウォルナットブラウンは、扉枠はダークブロンズです。※ 設置後は取り外しもできます。付属の丁番には簡易抜け防止機能がありますが、　
　  扉の脱落を完全に防ぐものではありません。

※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm 表記です。※板材サイズは製品の特性上、± 3mm 個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

プラドフェンス用扉

扉本体：横貼り　H1700 x Ｗ 750

オークブラック G60HCY072DB ¥128 ,00 0
ウォルナットブラウン G60HCY072LB ¥128 ,00 0
アンティークグレイ G60HCY072GY ¥128 ,00 0
シルクアイボリー G60HCY072WH ¥128 ,00 0

扉本体：縦貼片面 H1700×W750

オークブラック G60HCT272DB ¥120,00 0
ウォルナットブラウン G60HCT272LB ¥120,00 0
アンティークグレイ G60HCT272GY ¥120,00 0
シルクアイボリー G60HCT272WH ¥120,00 0

扉本体：縦貼両面 H1700×W750

オークブラック G60HCT472DB ¥120,00 0
ウォルナットブラウン G60HCT472LB ¥120,00 0
アンティークグレイ G60HCT472GY ¥120,00 0
シルクアイボリー G60HCT472WH ¥120,00 0

扉本体：横貼り　H1700 x Ｗ 990

オークブラック G60HCY112DB ¥135,00 0
ウォルナットブラウン G60HCY112LB ¥135,00 0
アンティークグレイ G60HCY112GY ¥135,00 0
シルクアイボリー G60HCY112WH ¥135,00 0

■ プラドフェンス用扉関連部材
 柱開き止め用補強財セット
40 x 40 x L940(mm)

60 角柱
L2500   60 x 60 x L2500(mm)

60 角柱用
キャップ

補強用中芯柱
（40角スチール）

ダークブロンズ G50HLT603K ¥7,700 A50LB0625K ¥10 ,00 0 A50LKA060K ¥420

A50AW218 ¥7,500
ダークシルバー G50HLT603H ¥7,700 A50LB0625H ¥10,00 0 G50HLK060GY ¥420
アイボリー G50HLT603W ¥7,700 A50LB0625W ¥10,00 0 G50HLK060WH ¥420
ウォルナットブラウン G50HLT603LB ¥7,700 G50HLA0625LB ¥15,00 0 G50HLK060LB ¥420

梱包内容
・40 角アルミ材：1 本　
・L 金具：2 個　　
・ビス：20 本

※扉単独設置の場合、吊元柱の内側
に追加で取り付けて下さい。

■プラド /on e 縦貼片面W75 0
      内開き扉 (H1800 フェンス用）

■プラド /on e 縦貼両面W75 0
      内開き扉 (H1800 フェンス用）　

扉本体W 寸法（横幅）にプラス 22㎜を扉を取り付ける柱の内々寸法とし
て、柱を設置して下さい。※ 扉本体寸法と柱寸法をご確認下さい。　

 例 : 扉本体W75 0 で 60 角柱の場合
  　柱芯々寸法 =832㎜
   =750 : 扉本体＋ 22 : クリアランス +60 : 柱太さ

扉の吊元柱と隣の柱を柱開き
止め用補強材で固定します。
板材裏面でなるべく高い位置
に取り付けて下さい。

柱開き止め用補強材が取り付
け出来ない場合は、左図のよ
うに吊元柱に補強用中芯柱を
入れて扉を設置して下さい。

プラド用扉は全て内開き仕様の受注生産です。
ご注文の際は下記より、扉開き①か②をご指定ください。

＜クリアランス寸法：扉設置時＞

クリアランス寸法

+22mm 丁番側：
扉本体と柱のすき間

レバーハンドル側：
扉本体と柱のすき間

mm mm157
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0
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■プラド /plu s 横貼W75 0
      内開き扉 (H1800 フェンス用）

■プラド /on e 横貼W75 0
      内開き扉 (H1800 フェンス用）

■プラド /on e 横貼W99 0
     内開き扉 (H1800 フェンス用）

別途、扉開き止め用
補強材が必要です

別途、扉開き止め用
補強材が必要です

ご注文時のご注意

扉の取り付けについて ＜参考立面図：柱開き止め用補強材＞

＜参考断面図：補強用中芯柱＞

＜参考平面図：扉開き＞

補強用中芯柱
アルミ形材柱

ターンナット
丁番

▽GL

扉本体

扉本体 柱開き止め用補強材

ビス：別途

吊元柱

②右吊元：内開き①左吊元：内開き

≒30mm

60 607 15

≒30mm

＜サムターン側＞

＜かぎ側＞60 6015 7外側 外側
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※表示はすべて設計価格です。消費税、施工費などは含まれておりません。※寸法はすべてmm 表記です。※板材サイズは製品の特性上、± 3mm 個体差が出る場合があります。
※製品特性上、板の色調が板ごとに異なります。ご指定の色調に合わせて納入することは出来ませんのでご注意下さい。

No. 部品 商品コード 数量 合計金額

① プラド/one 板材 G30HLC1520GY 15 ¥44, 250
② 連結ジョイント G30HLC0520GY 2 ¥2 ,200
③ スペーサー（１０入 / 袋） G30HLC010K 4 ¥3,200
④ 柱（40 角）L1250 A50LB0412H 7 ¥25,900
⑤ キャップ（40 角) G50HLK040GY 7 ¥2 ,520
⑥ ビス短（20 本 / 袋） G50HLB219GY 2 ¥1,800
⑦ ビス長（20 本 / 袋） G50HLB230GY 2 ¥2 ,200
⑧ 板材用クリーナーパッド G30HLC003 1 ¥450

　5段：H800　L6020 　11段：H1800　L6020
参考価格

 ¥82,520
参考価格

 ¥186,840

No. 部品 商品コード 数量 合計金額

① プラド/one 板材 G30HLC1520GY 33 ¥97,350
② 連結ジョイント G30HLC0520GY 4 ¥4 ,40 0
③ スペーサー（１０入 / 袋） G30HLC010K 6 ¥4 ,800
④ 柱（60 角）L2500 A50LB0625H 7 ¥70,00 0
⑤ キャップ（60 角) G50HLK060GY 7 ¥2 ,940
⑥ ビス短（20 本 / 袋） G50HLB219GY 4 ¥3,600
⑦ ビス長（20 本 / 袋） G50HLB230GY 3 ¥3,300
⑧ 板材用クリーナーパッド G30HLC003 1 ¥450

 片面立板仕様：H1800　L6000   両面大和仕様：H1800　L6000
参考価格

 ¥326,880
参考価格

 ¥365,980

使用する柱のサイズ（地面からの高さ） 
40 角柱：～H1200　6 0 角柱：H120 1 ～ H2000 　7 5 角柱：H200 1 ～ H240 0

使用する柱のサイズ（地面からの高さ） 
40 角柱：～H1200　6 0 角柱：H120 1 ～ H2000 　7 5 角柱：H200 1 ～ H240 0

※ ハネ出し：最大 10 0 ｍｍ以内※ ハネ出し：最大 10 0 ｍｍ以内

※  電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱にし、締め付けすぎないようにして下さい。板が変形する場合があります。
※  板材は個体や気温によって長さが異なります。施工前に必ず切り揃えて下さい。
※  サイズには多少の個体差があり、設置時は板材（± 1～ 3㎜程度）の誤差を考慮して下さい。
※  板を柱に固定するビス穴は 5. 0 φ以上の下穴を空けて下さい。
※  スペーサーは施工時の位置出し用の養生です。
※  商品コードはサンドの仕様です。
※  板材は水平もしくは垂直に張って下さい。斜め貼り施工は板材がたわむ原因になります。
※  横貼りタイプは一番下段の板材を地面と必ず 間を開けて設置して下さい。板材がたわむ原因になります。

プラド /one  片面：横板仕 様
使用する柱のサイズ（地面からの高さ）  
60 角柱：～H1800　　7 5 角柱：H180 1 ～ H220 0
※ ブロック上施工は 40 角スチール柱を合わせてご使用下さい。

プラド /plus  直貼仕 様 ( ジョイントなし )

拾い出し例

プラド /one  縦貼り仕 様

骨組：柱前面に横桟胴縁を合わせ、Ｌ金具で固定します
板材：柱前面から均等に板材を貼ります
外観：表面は柱が見えない仕上がりです

骨組：柱芯（=中心）に横桟胴縁を合わせ、Ｌ金具で固定します
板材：横桟胴縁へ交互に板材を貼ります
外観：柱が表裏共に見えます

拡大平面図 拡大平面図

画面イメージ 明細と図面
プラドフェンス自動積算ソフト
スマホでもパソコンでも簡単操作

※  プラド /plus とプラ ド /one 対応
※  無料で利用可能、ユーザー登録でデータ保存可能に
※  ブラウザタイプでインストール不要
※  算出後は明細と図面を PDF 出力

ww w.globen-webtool .com/star t/

スペーサー：10m m 幅 スペーサー：10m m 幅
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商品の色は印刷の性質上、実物とは多少異なる場合があります。各製品の仕様、価格などは予告なしに変更することがあります。
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