
JIS日本工業規格表示認定工場

http://www.sanshinkinzoku.co.jp
本社・福島工場・総合配送センターメンテナンス・修理に関するお問い合わせ

■ 東 京 支 社
■ 中 部 支 社
■ 大 阪 支 社
■ 九 州 支 社

TEL. 03-3669-0800
TEL. 0568-75-7811
TEL. 06-6121-7870
TEL. 092-925-4200

製品に関するお問い合わせ

□福島工場　〒９６３－８１１６  福島県石川郡平田村大字西山字煙石１０１
□本社・工場　〒５９５－０８１４  大阪府泉北郡忠岡町新浜１-３-１０

お客様サポートセンター

24時間受付

201907-030

クリーンで安全な未来のエネルギーを支えるソーラー架台や、
各種エクステリア材や補強材も充実。空間の生産性や意匠性を高めます。

HARDY × 3Brand

物流・書籍保管設備製品群

物流空間を最適化する

建築･構造物事業製品群

生産空間を形にする

植物工場・実験／研究設備製品群

研究空間を支援する

製販一体のサービス体制

設計・製造・販売・メンテナンスまで信頼の
技術・サービスを提供します。

	の製品は日本工業規格認証取得工場で製造されています。
	の製品は一級建築士事務所で設計されています。
	の製品は鋼構造物工事業許可工場で製造されています。

建築事業

▶立体駐車場	 ▶駐輪場
▶駐車場運営管理	 ▶水路用ネットカバー

橋梁恒久足場用

アルミ押出形材ルーバーパネル

構造物事業

▶鋼製床材　　▶配管支持金具　　▶ソーラー架台　　▶フォーミング部材　　▶積層棚・形鋼棚

（アルミノンスルーフロアー）
鋼製床材
（グレーチングフロアー）

フォーミング部材 配管支持金具 ソーラー架台

積層棚・形鋼棚
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通気

堅牢

採光

高速道路橋梁の恒久足場の作業環境を向上

ノンスルーPSは、高速道路などの橋梁に常設する恒久的な足場のために開発されたルーバーパネルです。
独自のアルミ形状により、落下物を防ぎ視線をさえぎります。一方で、通気性や採光性は確保され、作業
環境を大きく向上させます。
また、耐候性に優れたアルマイト処理を施しており洗練された美しい外観をいつまでも保ちます。

優れた採光性
独自のルーバー形状と、アル
ミ材の光沢により、外光を取
り入れることができます。

優れた通気性
平面開口率が75％と大きく、
通気性が優れており、常設足
場内の作業環境が向上します。

軽量にして堅牢
側面パネルは、床パネルより
平面開口率をアップ。強度を
確保しつつ、軽量になってい
ます。

安心・安全 洗練美
アルミにはアルマイト処理
を施しており、いつまでも
美しくさを保ちます。

快適
優れた通気性・採光性
により、足場内部の作
業環境を向上させます。

視線 通気落下物

視線M8ワッシャー
（1.6×17）

M8ナット
（6.5×13）

開口部からの落下物
を防ぐ形状
独自のルーバー形状により、隙間か
らの落下物の心配はありません。

あらゆる角度からの
視線をシャットアウト
視線を通さない形状なので、高所作
業での恐怖感はなく、また下から見
られる抵抗感もありません。

床面からの通気性を
確保するルーバー形状
床全面からの通気性を確保しつつ、
雨水が滞水しないルーバー形状です。

光と風を通す！

アルミ押出形材ルーバーパネル 独自のルーバー形状に
より強度に優れ、安心
して安全に作業が行え
ます。

視線を通さない！

落下物を防ぐ！
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優れた施工性

wall

f loor

品　名 材　料

アルミ横バー（本体） A6063S-T5

アルミタテ枠 A6063S-T5

ステンレス皿ボルト SUS※

ノンスルーPSは、アルミ素材の特長を
活かした、軽量で作業性に優れたパネル
です。
パネル取付けは、置いて専用金物で固
定する簡単な方法で、メンテナンスにも
配慮しています。

パネルを上げて
斜め上方へ移動

固定金具を外す

ノンスルーPS
側面パネル

下段見切材

ノンスルーPS床パネル 床パネル固定金物
落下防止ワイヤー
通し金具

仕様

メンテナンス
パネルに損傷が生じた場合、損傷箇所のみを作業員
1〜2名で容易に取替えられる構造になっています。

※ジオメット処理

B

A

C

A B

側面パネル取付け例

側面支柱

クリップナット

横梁

下段見切材

●側面パネルは、側面支柱にクリップナットで固定します。

ノンスルーPS
側面パネル

L

D

ノンスルーPS（床パネル）

●パネル自重　W=0.16kN/m2

落下防止ワイヤー通し金具

アルミ横バーアルミタテ枠

床パネル取付け例

●床パネルは梁上に置くだけで設置完了です。固定金具でパネルの固定と間隔の保持を同時
に簡単に行えます。

●防振と絶縁のため緩衝ゴムを取り付けています。

C

ノンスルーPS床パネル ノンスルーPS床パネル
緩衝ゴム

横梁

床パネル固定金物

床パネル固定金物

固定ボルト
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納入事例 首都高速3号渋谷線 性能
ノンスルーPSの耐荷重
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表面の電解アルマイト処理により、長期間
にわたり美しさを保ちます。

耐候性能耐衝撃載荷性能

点検作業者の飛び降りや、落下による衝撃荷重にも十分耐えうることを確認しました。
首都高速道路㈱の附属施設物設計施工要領（恒久足場編）の要求を満たしています。

40
0

重り

ノンスルーPS

架台

90kgφ300

試験体

使用材料は防火材料の認定を受けています。

防火材料認定	JIS	H	4100

防火認定

パネルは二重の安全対策が施せるよう、落下防止
ワイヤーで固定できる機構を設けています。

フェイルセーフ機構

サーモグラフィー

振動試験（30,000回加振）を行い、固有
周期相当の振動数（16Hz）に対して、組立
部品に緩みが生じないことを確認しました。

耐振動性能

アルミ材の熱伝導率と放熱性により熱が溜まりにくく、火災に対し十分な耐火性能を有するこ
とを確認しました。（大阪府消防学校にて燃焼試験実施）

耐火性能

ノンスルーPS
（床パネル）

L （mm） 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

W （kN/m2） 18.88 15.60 13.11 11.17 9.63 8.39 7.38

ノンスルーPS
（床パネル）

L （mm） 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

W （kN/m2） 20.97 15.75 12.13 9.54 7.64 6.24 5.12

曲げモーメント（等分布荷重）による許容荷重

たわみによる許容荷重

M=	 σ=	 より	 Wmax=
W・L2

8
M
Z

σa・8・Zy
L2

δ=	 δa=	 より	 Wmax=
5・W・L4

384・E・I
L
200

384・E・I
1000・L3

曲げ応力（σ）の計算式及び許容値　●等分布積載重量:単純梁

σa：59N/mm2（A6063S-T5）

たわみ（δ）の計算式及び許容値　●等分布積載重量:単純梁

※ノンスルーPS（壁パネル）は、設計風速40m/sを基本とした荷重に対しての安全性を有しています。


