
取付・取扱説明書

施工上の注意事項
１.軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。

２.付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。

   また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。

３.取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。

４.電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。

５.本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。

　 別途購入下さい。

設計図 UNポルト140

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。

　 シート等で養生をお願いいたします。
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お客様保存用

エントランスポール ＵＮ ポルト140
2019.10

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願
いします。

オプション品（照明・インターホン等）取付の為の穴明け加工の際、電動ドリルは振動機能の無いも
の、もしくは振動機能をＯＦＦにしてご使用ください。振動ドリルを使用しますと、キリ貫通裏部の
破損・剥離、本体のクラック発生原因となる可能性があります。

【unシック140の場合】
１．ネームプレートの取付位置を確認し、マーキングします。

２．ドリル（Φ4.5～5）にて深さ30mm以上の穴を100mmのピッチであ　      

　  けてください。

３．門柱本体の穴にボンドを注入し、ネームプレートのボルト部分を全て

　  挿入してください。この時、ボンドがはみ出さないように注意してくだ

　  さい。

４．ボンドが硬化するまでテープなどを利用して位置を固定してください。

※詳しくはネームプレートの取扱説明書をご覧ください。

オプション品（照明・インターホン等）取付の為の穴明け加工の際、電動ドリルは振動機能の無いもの、
もしくは振動機能をＯＦＦにしてご使用ください。振動ドリルを使用しますと、キリ貫通裏部の破損・剥
離、本体のクラック発生原因となる可能性があります。
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４ 門柱灯の取付

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

ネームプレートの取付

３ インターホンの取付

注意

※照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

１．コンクリートドリルで配線用の穴をあけてください。

２．配線穴の周りに水処理のシールをしてください。

３．取付用ＰＣプラグを打つ位置を決定し、コンクリート
　  ドリルで穴を開け、ＰＣプラグを打ち込んでください。

４．ＰＣプラグに、照明器具を取付けてください。

５．インターホンと照明器具を結線した後、本体に笠木
　 を取付けてください。 

　　

１．照明やネームプレートを取付けるスペースを考慮し、インターホン 
　  取付け位置を設定してください。

２．コンクリートドリルで配線用の穴をあけてください。

３．配線穴の周りに水処理のシールをしてください。

４．取付けビス位置にコンクリートドリルで穴を開け、市販のＰＣプ　
　  ラグ打ち込んでください。

５．インターホン台座、本体の順に取り付け、最後に子機の全周をシー 
　  ル処理してください。

※ インターホンは市販の露出型を別途ご購入ください。
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梱包内容

ネームプレート本体

施工の手順

1 門柱の設置

　 【門柱設置時における汚れ付着軽減方法】

（オプション品）
取説別紙参照

1

1

1

補 修 塗 料

取扱説明書
（門柱灯用PCプラグ・ビス同梱）

本　　　体

ポストの取付

●ルーチェの場合

●kit、MARCATOシリーズの場合（ログ用ポストプレートを使用）

（オプション品）

（オプション品）

ML-F14

un  マルク

un  シック140

門柱灯

60

１.ポストの取付け位置を決定してください。

　 このとき、取付穴の位置を確認してください。

２.ポストの取付穴と合うように、ポスト取付プレートの位

置を決定し、門柱本体に付属のプラグを４ヶ所打込んで

ください。

   (プレート取付穴：横ピッチ６０ｍｍ／穴径８ｍｍ)

３.プレートと門柱本体の間に付属のスペーサーを挟み込み

皿タッピングビスを使用してプレートをしっかり固定し

てください。

※ 上下のプレートのポスト取付用の穴が下側に

　 なるように取付けしてください。

 

４.ポストの取付穴とプレートの長穴の位置を合わせ、付属

のトラスネジ、ワッシャー、スプリングワッシャー、

　 ナットを使用して、ポストとプレートを仮固定して

　 ください。このとき、ポストの位置が門柱の中心

   になるようにスライドさせてから本締めしてください。

  

ログ用ポストプレート

スペーサー

皿タッピングビス

※ ポスト取付穴ピッチ(横)が201ｍｍ以上、または３点固定ポストの場合は、別途ご相談ください。

２-②

２-①

ポスト取付プレート
　　　(ネジ類付属)

照明用配線
インターホン用配線

ＣＤ管
（照明・インターフォン用各 1本）

貫通穴
（施工時に金属管などを
差込、柱の自立をたすけるものです。）

※ ポストを取付ける穴ピッチや、プラグを打込む穴の大きさは、

別売のポストに同梱されている取扱説明書を参考にしてください。

※上記のようなポスト取付プレートが必要
になる場合があります。詳しくは「施工手順
２ポストの取付」をご覧ください。　

注）・スライドさせる時にポスト本体にキズが付く場合がございますのでご注意ください。

　　・ポストプレートを取付の際は、ポスト付属の取付用の金具は不必要になります。

ポスト

門柱に付属しているビニールカバーを紙マスキング
テープなどで固定する事で基礎コンクリート施工時の
門柱表面への汚れ付着を軽減することができます。

保証期間　
お引渡し日より1年間
 
保証内容
保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、万一製造上に起因する故障が生じた場合には無償で修理を致します。
お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
（日本国内においてのみ有効です。また、離島及び離島に準ずる遠隔地への修理には出張に要する実費を申し受けることがあります。）
 
免責事項
次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
１）取扱説明書及び注意ラベルによらないご使用や維持管理を行わなかった事による故障及び損傷。
２）住宅や事務所、店舗など一般的な使用場所以外に設置した場合の不具合や、引渡し後の設置場所の移動などによる故障及び損傷。
３）施工説明書に基づかない施工、不当な修理（承認されていない業者による修理を含む）、また分解、改造による故障及び損傷。
  （施工中の養生不足によるキズ、変色、腐食など）
４）火災や地変などの天災、その他不可抗力による故障及び損傷。
５）建築躯体の強度不足やゆがみ、劣化、その他本製品以外の不具合に起因する故障及び損傷。
６）製品や部品の経年劣化、またこれらに伴う故障及び損傷。
  （塗装の退色や樹脂部分のひび割れ、摩耗などによる外観上の変化など）
７）空気環境や雨水に含まれる成分に起因する腐食やもらい錆、塗装の剥離などの損傷。
  （海岸付近の潮風や温泉地などの腐食性のガス、工場周辺の空気中の金属粉、塩分を含んだ雨水など）
８）鼠、昆虫などの動物及び植物の蔓、蔦、根などに起因する不具合や損傷。
 

2017.03

製品保証について

①Luce用スタンドを設置する穴を堀り、栗石を敷き十分突き
固めてください。垂直に埋め込み、コンクリートを詰め固定します。
②ポストの扉を開き内側背面の穴から六角穴付きボタンボルト
で固定します。

＊この設置手順は一般的な方法です｡条件に合わせ設計者の指示に従って下さい｡
本書は、お客様用ですので施工後は必ずボックスの中に入れておいて下さい｡
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※付属の六角レンチにて
締付けてください。

□Luce用スタンド設置

□壁面設置

ポスト本体

六角穴付き
ボタンボルト 

ブラケット
アンカーポイント図

コーワソニア株式会社
本社：〒373-0846　群馬県太田市中根町668-5
TEL:0276-32-3600 FAX:0276-32-3716
東京支店：〒101-0046　東京都千代田区神田多町2-3-1
TEL:03-5941-5521 FAX:03-3256-3033
E-mail kowa@sonia-g.co. jp http://www.sonia-g.co. jp/kowa

■施工は必ずこの説明書にしたがって正しく施工してください。
■屋外防滴仕様ですが、強い風雨などの場合、郵便物が濡れる恐れが
ございます。
■取付壁面はコンクリートなどの強度のある壁を前提としております。
取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。
■必ず平滑な壁面に取付けてください。壁面に凸凹があるとボックスが
ゆがみ、破損する恐れがあります。
■壁面の取付部にはコーキングで防水処理をしてください。

①図の取付ピッチに従い8φの穴をあけ、壁面にナイロンアンカーを打ち込みます。
（木部への取り付けの場合は②から始めてください。）
②ブラケットを丸木ネジで、壁面に本体を仮止めします。
③ブラケットの位置、水平、垂直に注意し確実にネジを締めます。
④ポストの扉を開き内側背面の穴から六角穴付きボタンボルトでブラケットに固定
します。

※付属の六角レンチにて
締付けてください。

ポスト本体

丸木ネジ

ナイロンアンカー

六角穴付き
ボタンボルト 
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コンクリート

栗石
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ブラケット
取付穴ピッチ

１.図の取付ピッチに従い 8φの穴をあけ、門柱本体にナイロン

　  アンカーを打ち込んで下さい。

２.ブラケットを付属の木ネジで門柱本体に固定して下さい。

３．ポストの扉を開き内側背面の穴から六角穴付きボタンボル

　 トでブラケットに固定して下さい。

門柱本体

ポスト取付穴

 縦ピッチと

  同じ寸法

ポストの取付

トラスネジ

ナット

ワッシャー

ポスト

スプリングワッシャー


