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シンプルホーム木造ガレージ 組立説明書

Square

スクエア

株式会社

ジェンテックス

シンプルホーム
北海道札幌市東区北47条東1丁目1-30-602
℡:０１１－７８８－９４６４
info@simplehome.co.jp

組立前の確認事項チェックリスト
■組立をはじめる前に。。。
●組立をはじめる前に、組立説明書（本
書）をよく読み、内容を理解してから、
組立を開始してください。それがスムー
ズに作業を進めるコツでもあり、簡単に
きれいに組み立てるポイントです。
●使用している木材はツーバイ材ですが、
天然の木なので、割れやそり、ヤニ、さ
さくれなどが発生する場合があります。
木の特性を十分理解した上で、組み立て
てください。また、木肌がきれいな面を
外側にするときれいに仕上がります。

■水平・垂直が一番大切です。
●コーナーは90°直角、床などは水平・
垂直が大事です。常に水平・垂直を確認
して組み立てると、簡単に完成します。
水平器とサシガネによるチェックを常に
心がけましょう。

■設置場所の確認
●以下のところへの設置は避けましょう。

■パーツの形状、数量を確認してください。
●３ページのパーツリストを参考に、数
量がすべてそろっているかどうか、確認
してください。万が一、不足している場
合はお電話ください。（TEL:011-7889464）すぐに発送いたします。
●釘や金物は十分な数量を用意していま
すが、万一足りなくなった場合は、最寄
の金物店等でお買い求めください。また、
当社で販売もいたしておりますので、お
気軽にご用命ください。

●建物の屋上など、
不安定な場所には
設置できません。

●崖のふち、風当たり
の強い場所など、安全
の確認ができない場所
には、設置しないでくだ
さい。

●大屋根から雨水や雪
が、直接屋根に落ちる
場所には、設置しないで
ください。

■道具を使うときは、周囲に注意し、安全を
心がけましょう。
■さあ、あなただけのシンプルホームキット
の組み立てをはじめましょう！

■お手伝いが必要なときは。。。
●組み立て方がわからない場合は、お気
軽にお電話ください（TEL:011-788-9464)
また、自分で組立ができない場合は、当
社大工の派遣も行っております。（作業
料、出張費は別途）
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組立に必要な道具リスト
■基本的な道具
●シンプルホーム組立に必要な道具類です。

金槌（ハンマー）

スケールメジャー、
および３０ｍ巻尺

ハンマータッカー、
またはタッカーステープル

手のこ

バール

電動インパクトドライバー
水平器

カッターナイフ

脚立
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土 台 の 組 立
【ポイント】
●予め、コンクリート基礎工事、または束石工事を行い、
寸法があっているかどうか、対角はとれているかの確認
を行ってください。

ステップ１

【ステップ１】

対角A

対角B

【ステップ２】
■基礎の『対角A』と『対角B』の距離を測ります。
『対角A』＝『対角B』

■束石の場合は上
の写真のようにしま
す。

となっていることを確認します。
また、アンカーボルトの立ち上がり位置も確認してください。
ステップ２

【ステップ３】

商品名：ザボール

■上図のように
土台を重ねます

■予め立ち上げたアンカー
ボルトの位置に穴を開け、土
台を取り付けます。

■コンクリート、または
束石と、土台が上図の
ように筋結されます。

土台を取付ける際、通常は「座掘り」を
するとり、穴をあけて、ノミで一箇所ず
つ削らなければなりませんが、ザボール
なら、一発解消！インパクトレンチがあ
れば、穴あけをしてしめれば、一発で土
台と金具がゾロになります！！これは優
れもの！！！
メーカー：株式会社カネシン
http://www.kaneshin.co.jp/

後

左-1
左-2

右-1

左-3
【ステップ５】
前
前

右-2
図面参照
■奥から手前に向かって、土台をならべ、取付けていきます。
４
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水切りの取付
【ポイント】
●次は水切板金を取り付けます。水が外部から入らない
ようにするため、重なりをしっかりと確保しましょう。

■土台の上に、「水切り板金」を取り付けます。土台の外側に被せてゆきます。

ステップ３

１０ｃｍ程度水切りを重ねながら、付属の「板金釘」で固定します。

【ステップ２】

コーキン
グ

ポイント
後ろから順番に取り付けていきましょう！
土台のつなぎ目もできるだ
け覆うように被せましょう。

■基礎、土台、板金が
まっすぐ上の図のよう
に揃います。

１０ｃｍ程
度重ねる

■コーナーは、板金は
さみで上図のように三
角に切り落とし。。。
▲上の写真のよ
うに折り曲げてく
ださい。
■木などをあてて
折り曲げます。

土台と水切り
完成！！
５
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壁の立ち上げ
【ポイント】
●パネルを組み立てます。あらかじめ作っておいた土台にあわせて壁パ
ネルを立てていきます。
●壁と壁とが直角になるようにしっかり合わせてください。
●外壁がねじれないように、上枠同士をきちんと合わせてから止めます
●下枠より出ていた外壁が、床の土台に止まるようになります。

【ステップ１】

【ステップ３】

【ステップ2]】

内側からリアパネル下枠
に７５ミリビスを数カ所止め
ます。

コーナーは直角になるようにします。この段
階では、調整ができるように仮留めとします。

奥のリアパネルを立てます。左右均等に
なるように、土台にぴったりあわせます。
【ステップ６】

最後にフロントパネルを起こします。

後ろから手前に向かって順番にパネルを起
こしてゆきます。

【ステップ５】

【ステップ４】

リアパネルを立て、サイドパネル
のコーナーとしっかり合わせます。

どんどん組み立てていきましょう

【ステップ７】
パネルは下記のようにナンバリングをしております。

重 要

左-2

左-1

手前入り口

後-2
後-1

前-1
コーナー部分の上枠同士をしっかり合わせ、リア
パネルからサイドパネルに向かって斜めに、７５ミ
リビスを打ちます。

右-2

右-1
６
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壁の立ち上げ
ポイント

【ステップ８】
【ステップ２】

外壁がずれた
時には、バー
ルを図のよう
に使って直し
ましょう。！

内側から、余暇・壁・天井のスタッドに１５センチ間隔で７５ミリビスを打ちます。

【ステップ１０】

【ステップ９】

外壁と基礎を１５センチ間隔でモエン釘を打ちます。

①② ③

【ステップ１１】

④

①②③④

■頭つなぎを取り付けます。

サイドパネルの壁とリアパネ
ルのスタッド、サイドパネルと
フロントパネルのスタッドを１５
センチ間隔で、モエン釘で止
めます。

手前から奥に向かって取り
付けます。
■頭つなぎの『対角A』と『対角B』の
距離を測ります。

右と左、それぞれ形状が違
いますので、注意してくださ
い。

『対角A』＝『対角B』
となっていることを確認します。

パッケージでは、右と左をそ
れぞれまとめてあります。
このときに、頭つなぎの対角
を確認してください。

壁が
完成！！

対角B
対角A

７

おしゃれな木造物置＆ガレージ

Squar スクエア

シンプルホーム

屋 根 野 地 板 の 組 立
【ステップ１】

垂木の上から２本

妻壁パネルをフロントパネル・リ
アパネルにそれぞれ乗せ、妻パ
ネルの内側から７５ミリビスを１５
センチ間隔で打ちます。

垂木の角が上枠の端から出ない
ように印に合わせながら、７５ミリ
ビスを３本ずつ止めます。垂木パ
ネルの両サイドを止め、前の妻
パネルも 止めます。

【ステップ２】

×

○

直角

図面参照

『野地OSB合板』はちょうど２枚横
にならべて丁度よい大きさになっ
ております。互い違いにして貼りま
しょう。滑りやすいので、気をつけ
てください。屋根の角度が直角に
なるように角を合わせてから貼っ
ていきます

(Ｃ)

(D)

(A)

(B)

（A）と（C）は前方、（B）と(D)は後方に貼
ります。寸法も合わせてありますので、そ
のまま張ってください。
(A)＝910ｘ2900
(B)＝910x2800
(C)＝845x2900
(D)＝845x2800

【ステップ４】

出ない

【ステップ３】

上枠から『野地板A』
が出ないようにします。

『野地OSB合板』の先端を
頭つなぎのラインから出な
いようにします。

上から垂木に沿って、１５センチ間隔で４１ミリのビスを
打ちます。
８
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屋根野地板の
組
立

【ステップ６】

【ステップ７】

【ステップ５】
破風
印のところを直角にカット
します。
しっかり押さえ、７５ミリのビスで上下２
づつ１５センチ間隔に止めます。反対
側も同じように止めます。
軒に『破風』を当て、長い部分
に印を付けます。
【ステップ８】

垂木
屋根面

:

.

:

.

:

.

スリム40mm

:
野地板の継ぎ目及び破風・トリム
と野地板の隙間に『ブチルテー
プ』を貼ります。軒先は、特に丁寧
に貼りましょう。

破風

破風をスリムビス40mmで、垂木の位置に上下２ヶ所ずつ、そ
の間の下の位置に１ヶ所止めます。反対側の破風も同じように
取付ます。
破風(1800長)+破風(2440長)+破風(1800長)の順番で破風
板を取り付けます。破風2440を中心に破風1800を取り付け、
はみ出た部分はカットしてください。
上から見た図

野地板（C）

ブチルテープ
（両面）
野地板（D）
野地板

野地板（A）

野地板（B）

すきま
破風

断面図

９
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トリムと枠、屋根材の取付

コーナートリムをスリムビス
で止めます。
シャッター開口部枠の取付け

正面のシャッター開口部
の枠を三方取り付けま
す。
縦枠は開口の高さにあ
わせてカットしてください。

【アスファルトルーフィング】
野路OSB合板の上から、ア
スファルトルーフィングを貼り
ます。防水のために貼ります
が、左図のように、下から重
ねて貼ります。

重ねて貼り
ます。

ハンマータッカー

アスファルトルーフィングを
上の図のように重なるよう
に、野路OSB合板に貼りま
す。タッカーステープルまた
は、ハンマータッカーを使っ
て、アスファルトルーフィン
グを固定していきます。

１０

シンプルホームではじめよう。
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屋根の施工方法

アスファルトシングル（オークリッジプロ クラシック）【各部名称および寸法】
上
1000mm

表

接着剤

裏

143mm

上

337mm

下

※裏の接着剤を覆うビニールは絶対に
はがさないまま施工してください。
下

１

シングル
ネール

アスファルトシングルを貼り始めます。
最初の一列は、上下を逆にします。
左から右に貼っていき、妻側と軒先は
１５ミリくらい出るようにします。反対側
で余りが出るので、15mm妻側から出
たところをカットします。アスファルトシ
ングルはシングルネールで４か所打ち
ます。

２

１列目と同じ位置にもう一列アスファルトシングルを重ねま
す。１列目は定尺で貼り始めているので、今度は真半分に
カットした半物のアスファルトシングルを重ねはります。

同じ列位置
に重ねる

シングル
ネール

３

15mm出し
てカット

左

右
交互に重なるよ
うに貼る

基準
交互に重なるよ
うに貼る

妻側、軒先より１５㎜程
アスファルトシングルを出す。

２列目は真物のアスファル
トシングルで貼り始めます。
１列目は半物、２列目は真
物、３列目は半物という具
合に、交互にスタートし、ア
スファルトシングルのスリッ
ト（切れ目）が千鳥に貼りあ
がるようにします。

15mm出す

シングル
ネール

破風より１５㎜
程アスファルト
シングルを出
します。

このように下から上に貼っ
ていき、棟まで貼りあげて
いきます。

シンプルホームではじめよう。
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４

屋根の施工方法

アスファルトシングルを屋根の棟まで貼りあげます。接着剤のラ
インから棟まで１５ｃｍ以下になるまで貼りあげてください。

屋根の棟
１５ｃｍ以下

１５ｃｍ以下

１５ｃｍ以下

【三角屋根の場合】
１５ｃｍ以下

屋根の棟

【片流れ屋根の場合】

５

棟部分の屋根の取り付けを行います。片流れ屋根、丸屋根
の場合は、板金で覆います。三角屋根の場合は、アスファ
ルトシングルを三分割し、中央両側にかぶせるように一枚
ずつ貼り合わせていきます。

【片流れ屋根・丸屋根の場合】

スリットに合わせて
【三角屋根の場合】 三分割にカットする。

棟板金を取
り付け

スタートの釘頭は見えます。２列目以降は接着剤のところに釘を打ちます。
その次の列の端が接着剤のところにかぶさり、釘が見えなくなります。最
後は接着剤の部分を切り取り、釘４本で貼り合わせます。

棟に三分割した
シングルを一枚
ずつ貼り合わせ
る。

これで屋根の完成です！

