
冬の落雪対策はお済みですか？
雪庇の落下による近隣トラブル、人身・物損事故を防ぎます。

雪庇防止装置
雪庇とは 屋根の風下側の軒先部分にせり出し、

垂れ下がる雪のことです。

屋根融雪ではありませんので、
ランニングコストは掛かりません。
屋根融雪ではありませんので、
ランニングコストは掛かりません。 ［蟻掛タイプ施工例］
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お買い求め・ご相談は…

■留意事項

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-622-115

●受注生産品のため納期をいただきます。
●印刷による色は実際の色とは若干異なることがあります。
ご了承ください。

■注意事項

●商品は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●運賃は地域により異なります。

●雪庇の発生は建物周辺の状況や気象条件により異なります。
　本製品は完全に雪庇を防止できるものではなく、軽減する目
的でご検討ください。
●冬季間の雪庇発生状況を確認されてからの設置をお勧めし
ます。

●お見積り、設置には現地での事前調査が必要となり適切な設
置位置と形状の決定を行います。
●屋根形状や地域の気象条件により、取り付けできない場合や
特注品対応となる場合があります。
●屋根形状により取付部の板金加工が必要となる場合があります。

■製品保証

保証期間
　●施工業者よりの引き渡し日から1年間

保証内容
　●本製品は雪庇を完全に防止することを保証するものではあ
りません。

　●本製品に不具合が発生した場合には下記に例示する免責
事項に該当する場合を除き交換修理をいたします。

　●保証期間内に製品が正常に製作され、正常に取り付けされ
たにも関わらず、自然環境等に起因するものは協議により
交換修理費用を有償にていただく場合があります。

免責事項
（以下事項に関しましては製品、性能上免責となりますのでご留意願います。）

　●天災その他の不可抗力による不具合、又はこれらによって
製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

　●製品又は部品の経年変化や経年劣化又はこれらに伴う錆、
かび又はその他の不具合

　●製品周辺の自然環境、住環境の変化などに起因する不具合
　●自然現象や使用環境に起因する不具合

　●規格寸法の性能を超えた性能（特注寸法）を必要とする場
所に規格寸法を取り付けられた場合の不具合

　●建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
　●本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又
は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

　●当社の施工によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナ
ンスなどに起因する不具合

　●お客様自身の組立て、取り付け、修理、改造に起因する不具合
　●引き渡し後の改善又は適切な維持管理を行わなかったこ
とによる不具合

　●使用に伴う接触部分の摩擦・傷・塗装の剥がれや時間経過
による塗装の退色、樹脂部分の変質・変色、めっきの劣化又
はこれらに伴う錆などの不具合

　●施工当時、実用化されていた化学や技術、知識では予測す
ることが不可能な現象、又はこれが原因で生じた不具合

　●鳥・動物・昆虫・植物に起因する不具合
　●機能上支障のない音、振動など感覚的現象
　●犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換につきましては有償となります。ご不明な点は、当社
へお問い合わせください。 

人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が、想定される内容を示しています。

近隣に高層の建物がある場合は風向きが変化し、雪庇が発生して落下するおそれがあります。

下屋に設置する場合は建物の影響で風向きが変化し、雪庇が発生して落下するおそれがあります。

大量の積雪がある場合は雪下しをしてください。製品本体や屋根が破損するおそれがあります。

！
！
！

安全上のご注意 ！ 注意

冬 が 快 適  ヒ ル コ の 融 雪



セッピストッパー設置例

コントロールトップ ：
ZAM鋼板 t=0.7

コントロールトップ ：
ZAM鋼板 t=0.7

本体 ：
ZAM鋼板 t=0.7

本体 ：
ZAM鋼板 t=0.7

屋根（笠木） 本体取付役物 ：
ZAM鋼板 t=0.7

本体取付役物 ：
ZAM鋼板 t=0.7
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いろんな屋根に取り付け可能 !! セッピストッパー商品

■耐食性に優れたZAM®
※材を使用

■更に密着性、耐久性に優れたポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ!
■豊富なカラーバリエーションが特徴!!
カラーバリエーションの中から屋根色にマッチした色をご自由にお選びください。
※カラーサンプルは印刷物につき、実際の色とは異なることがあります。

簡単スピード工事で仕上がりがきれい。
一切釘を使用していませんので雨漏りの心配がありません。
■セッピストッパー取り付け効果 ■図面　600mm タイプ（700mm タイプ）

※一部取り付け出来ない屋根が
　ありますのでご相談ください。 ※左右は屋根側から向って表わしています。

笠木・蟻掛タイプ（受注生産品）

規格品（高さ600mm）

イメージ図①

イメージ図②

雪を含んだ風が下に巻込む渦となり軒先
附近に雪が付着して発生・成長。

風が弱い状態で降雪が続くと雪に埋もれ
る状態になり、小さな雪庇が出来ます。

巻込む渦を軒先附近から離し、雪庇を
防止します。

セッピストッパーの傾斜方向に沿って
雪の沈降現象が発生し、小さな雪庇は
切れて落下。大きな雪庇を防止します。

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミめっき鋼板の商品名です。

ブラック ダークブラウン ブラウン グレー

◆特注色　別途御見積り
お客様の希望に合わせて特注色の生産をいたします。
【日本塗装工業会の色票番号でご指定ください。】
注1：メタリック色は出来ませんのでご了承ください。
注2：塗装には万全を期しておりますが、多少の色の差

が生じますのでご了承ください。
注3：特注色はアクリル樹脂溶剤塗装仕上です。
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■設置例　屋根側から見た内観左前図

仕　様 ZAM®
材　質 ZAM®0.7mm／0.8m

塗　装
�ポリエステル樹脂粉体塗装仕上
（4色）

高　さ 規格品600mm　特注品700mm

［未設置　施工比較・セッピストッパー700mm設置済］

未設置 設置済
［笠木タイプ施工例］

※上記価格には消費税は含まれておりません。　　※特注品（高さ700mm）・特注色は上記価格と異なるため別途御見積りとなります。
※笠木タイプの標準取り付け幅（220mm～320mm）以外の笠木幅の場合は別途延長部材の料金が発生します。
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ジョイントカバー
笠木・蟻掛タイプ
定価　22,700円

ふさぎ板　右
笠木・蟻掛タイプ
定価　3,700円

ふさぎ板　左
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定価　3,700円
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定価　24,200円
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笠木・蟻掛タイプ
定価　24,200円


