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屋根に求められる性能を全て実現!

横 葺 き ・ 縦 葺 き ・ 平 滑 葺 き 屋 根

折 板 屋 根

■材質・板厚・働き幅（天井化粧材）

材　質

板　厚（mm）

働き幅（mm）

PASTEM-Z　Mタイプ PASTEM-Z　Cタイプ

カラーガルバリウム鋼板
フッ素ガルバリウム鋼板
カラーステンレス
フッ素ステンレス

カラーガルバリウム鋼板
フッ素ガルバリウム鋼板
カラーステンレス
フッ素ステンレス

0.8
～＠750可変 ～＠750可変

0.5・0.6・0.8

■材質・板厚・働き幅（天井化粧材）
材　質

板　厚（mm）

働き幅（mm）

リブ

カラーガルバリウム鋼板・フッ素ガルバリウム鋼板
0.6
＠500

有・無選択可能

母屋兼用 吸音断熱直天井システム

建物用途に合わせて
選べる仕様
建物用途に合わせて
選べる仕様

天井化粧材が
母屋を兼ねる
天井化粧材が
母屋を兼ねる

屋根上から
天井まで仕上げる
屋根上から
天井まで仕上げる

本体

キャップ

タイトフレーム

天井受け金具

断熱材

500

（
78
）

（
20
0）

 天井化粧材
（パンチング加工なし） 460 （40）（40）

天井化粧材
（パンチング加工あり・なし可）

タイトフレーム

キャップ
本体上弦材

断熱材

本体下弦材

天井受け金具

断熱材

断熱金具

20
0 

10
0

(6
8)

500

(40) 460 (40)

マッタラールーフ７型 元旦ボード

断熱材

C型母屋

天井化粧材

元旦ボードマッタラールーフ７型

断熱材

天井化粧材目地キャップ※オプション下地用吊子

シングル折板仕様
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天井化粧材

遮音吸音断熱
PASTEM-Z　S4 
二重折板／グラスウール100mm＋元旦TRX4型
グラスウールボード50mm＋元旦ボード40mm仕様　パンチング有

断熱性能  0.257W/（㎡・K）［0.221kcal/（㎡ h℃）］
吸 音 率 500Hz:0.95 1000Hz:0.8
遮音性能 500Hz:60.2dB 1000Hz:70.3dB  ※社外試験値

断熱PASTEM-Z　S3 
二重折板／グラスウール100mm+グラスウールボード50mm仕様　パンチング無

断熱性能  0.331W/（㎡・K）［0.284kcal/（㎡ h℃）］

吸音断熱PASTEM-Z　S2 
二重折板／グラスウール100mm＋グラスウールボード50mm仕様　パンチング有

断熱性能  0.331W/（㎡・K）［0.284kcal/（㎡ h℃）］
遮音性能 500Hz:42.9dB 1000Hz:44.7dB  ※社外試験値

断熱PASTEM-Z　S1 
シングル折板＋グラスウールボード50mm仕様　パンチング無

断熱性能  0.791W/（㎡・K）［0.680kcal/（㎡ h℃）］

遮音PASTEM-Z　M4・C4 元旦ボード25mm仕様　パンチング有
断熱性能  0.728W/（㎡・K）［0.626kcal/（㎡ h℃）］

遮音PASTEM-Z　M3・C3 元旦ボード25mm仕様　パンチング無
断熱性能  0.728W/（㎡・K）［0.626kcal/（㎡ h℃）］

吸音断熱PASTEM-Z　M2・C2 グラスウールボード25mm仕様　パンチング有
断熱性能  0.537W/（㎡・K）［0.462kcal/（㎡ h℃）］

断熱PASTEM-Z　M1・C1 グラスウールボード25mm仕様　パンチング無
断熱性能  0.537W/（㎡・K）［0.462kcal/（㎡ h℃）］

二重折板仕様

母屋兼用仕様 C型母屋仕様

二重折板+縦葺き仕様

高断熱仕様

遮 音 性 能

吸 音 性 能

PASTEM-Z　Sタイプ

S1 S2 S3

S4

PASTEM-Z　Mタイプ PASTEM-Z　Cタイプ

500 ＠500＠500
50089

455 ＠455＠455
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断熱材天井受材

本体上弦材

本体下弦材

天井化粧材

元旦TRX4型吊子元旦ボード

断熱材

L系折板用取付金具

断熱金具

※吸音・断熱・遮音の数値は参考値です。仕様により異なるため、詳しくはご相談ください。
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折板屋根用の天井化粧材 リブの有・無も選べる

屋根に求められる性能を全て実現！　機能性オプションをトータルでご提案

横・縦・平滑葺き屋根

PASTEM-Zの特長

天井化粧材が母屋を兼ねる 高性能な仕様 屋根上から天井を作れる

折 板 屋 根 折板屋根用母 屋 兼 用
C型母屋用

天井を室内側からではなく屋根上か
ら施工。天井施工用の内部足場な
しでも効率的な施工が可能なため、
コスト削減につながる。

天井化粧材が母屋の役割も果たすため、従来の鉄骨母屋不要 効率的な施工で
工期短縮・コスト削減

フラットな意匠

●用途に合わせてカラー・パンチング孔の有無・孔サイズを自由に選択可能
●折板屋根用のSタイプはリブの有・無も選べる

天井化粧材のバリエーションが選べる

元旦のソーラー自然の風力で優れた換気性能

ＱＲコードを読み取ってください。
詳しくはホームページへ
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●天井化粧材を先行して施工できるため、落下養生になり、安全
性・施工性が向上
●屋根材の現場成形の間に断熱材を敷きこめるため、工期短縮に
つながる

ＱＲコードを
読み取ってください。

システム
排煙棟を
動画でご紹介

強靭にして美しい ハイグレード横葺屋根 完全嵌合式 定尺平滑葺き 金属屋根

ＱＲコードを読み取ってください。

強度と防水性を動画でご紹介

防水性強度

ＱＲコードを読み取ってください。

水密性能を動画でご紹介

屋根一体型

風速90m/秒にも耐えうる高強度 完全嵌合式高強度折板屋根

折板山部に設置す
ることで 汚れが堆
積しにくく、採光部
を長期間きれいに
保つ ＱＲコードを

読み取ってください。

詳しくは
WEBカタログへ

万が一雨水が浸入して
も屋根外部へ排出する
２重防水構造
太陽光パネル設置屋根
のメンテナンスに最適

屋根面と同一面に納まる

先端わずか60mm  雪・台風に強い

シャープな

ＱＲコードを読み取ってください。

急勾配でも雨水を取り込む
「元旦内樋」を動画でご紹介 パンチング孔の

有無が選べる

目地キャップ

天井化粧材内部にグラスウールボードを敷 き込んでいる。屋根内部にも断熱材を入れられるため、高断熱仕様が
実現。

天井化粧材のパンチング加工と内部のグラス ウールにより吸音断熱仕様の天井ができる。天井化粧材と屋根との間に
背面空気層を設けているため、低音域の音も 吸音。

目地キャップ（※オプション）を付けることで、梁と
天井化粧材の隙間がなくなり、梁上にほこり
が溜まることを防ぐ。
折板屋根のタイトフレームも天井内部に隠
れ、衛生的で美しい天井に。給食センターや
食品加工工場にも最適。
※屋内温水プール仕様もあります

天井化粧材が
母屋代わりに

※Mタイプの場合

衛生的

吸音性

断熱性

Sタイプ
Mタイプ

Cタイプ

均一な黒の天井色
プロスポーツ、音楽イベント開催が
求められる施設にも最適

災害時も安心な直天井
広域避難場の施設等にも最適

落ち葉除け・孔無し
軒先化粧としても
使用可能

縦葺き横葺き 平滑葺き


