
都建材工業株式会社

フェンスウォールのさらに詳しい情報はホームページで  http: //www.miyako-cm.biz /

組立図 柱

小 大
 H（地上高さ） h1（全長） h2（柵板部分） 柵板組み合わせ

　小 ～300 800 400 H400×1

　大 ～700 1200 805 H400×2

※柵板と柵板の間は目地5㎜　※地上高500㎜用の中柱も特注にてご用意

c
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寸法表（単位：㎜）

フェンスウォール 組立図・寸法表

問い合わせ先

フェンスウォール　Ｋタイプ

全高（地上高） a b c d

　～1500 260 400 350 50

　～1800 310 400 350 50

※全高とは設置するフェンスを含めた高さです。

根固めコンクリート寸法表（単位：㎜）

〒183-0014  東京都府中市是政4-31
TEL：042-362-4521　FAX：042-361-1385

フェンス用の組立基礎

fencewall 意匠登録済み

トータル地上高さ２ｍ以上の
フェンスや、太いフェンス支柱
にも対応する「フェンスウォー
ル Ｋタイプ」もあります。詳細
は都建材工業株式会社ホーム
ページをご覧下さい。

d

2000mm 根固めコンクリート

2000mmスパンの施工をするには、
柵板が入る箇所の長さは1895mmです

柵板 柵板柵板柱 柱

1895mm

水抜き管 φ16

板止め 板止め

水抜き管 φ16



施 工 手 順JIS認証取得工場製だから高品質

補修工事まで簡単

様々な場所に対応

フェンスウォールは職人を選びません。独自構造の柱と柵板を組み合わ
せるだけで、丈夫で美しいフェンス用基礎を設置することが可能です。

フェンスウォールの部材は、日本工業規格（JIS）表示認証を取得した工場で製造されているため、精度や耐久性など、品質につ
いては安心してご利用いただけます。フェンスウォールは、鉄筋コンクリート組立塀（万年塀JIS A5409）の製造技術を活かし
て製造されています。

フェンスウォールなら、破損した柱と柵板だけを交換すれば済むため、いざという時の補修工事も簡単に行うことができます。

一直線のフェンスはもちろん、L字型や十
字型にフェンスを設置することも簡単で
す。さらに傾斜地にも設置可能です。
独自の形状をしたフェンスウォールの柱と
柵板を自由に組み合わせることで、様々な
形でのフェンス設置を実現します。

フェンスウォールの設置場所によっては
段差のある場合もあるかと思います。
フェンスウォールなら「土圧補強板」を据
付けて、土留めとしての利用も可能です。
（設計計算書はホームページよりダウン
ロードしてご覧頂けます。）

フェンスウォール

土留めとしての利用も可能

フェンスウォールの柱を
立てるための穴を掘ります。

柱を立てます。柱と柱の
間隔を正確に測ります。

コンクリートを流し込んで
柱を固定します。

必要な数の柱を全て
設置します。

柵板を柱に差込み
板目地を打ちます。

柱と柵板の継ぎ目を
埋めていきます。

フェンスウォールの
施工完了です。

フェンスウォールの上に
フェンスを設置して完成。

1 2 3 4

5 6 7 8

掘削作業 柱設置 生コン打設 柱設置完了

柵板設置 目地打ち 施工完了 フェンス設置

柵板を柱に差込むだけ！

少人数 短工期

だから低コスト

今までにない
　　 まったく新しいフェンス用基礎
フェンスウォールはコンクリート製の柱と柵板と

を組み合わせて設置する、まったく新しい発想の
フェンス

用基礎です。既存の工法の基礎と比べ、驚くほど少人数・短工
期での設置工事が可能です。

熟練の技術や特別な機械なども必要がなく、工
期短縮・人件費抑制による設置

コストの大幅削減を実現します。

ココが
  違う！

フェンスウォールはいろいろなケースに施工可能
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