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オーニングは光と陰、そして風をコン ト□―ルしてライフスタイルをおしゃれに遊ぶ装置です。

たとえば、庭の木々を渡る爽やかな風を感じながら愉しむまどろみの午後。

たとえば、小鳥たちのさえずりを BGMに 味わうサンデープランチ ・・・。

オーニングには、イマジネーションを刺激する暮らしのヒン トが秘められています。
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ニングとは、英語で 「日除け」「雨おおいJを 意味する言

もともとは、かつて七つの海を支配していたイギリスの

南の国から亜麻を運ぶ航海で、暑さとスコールをしのぐ

に予備の亜麻で作つた帆布 (ダック)を デッキに張つた

始まりと言われています。デッキオーニングとしヽう船舶

が語源ですが、いつしか住宅の窓などに日除けとして使

れるようになり、オーニングという言葉が単独で使われ

うになつたのです。

オーニングの材料であるキャンバスは、丈夫でしかも日除け

効果も高い特性があることから、古くから∃一ロッパで住宅

や店舗などの日除けとして広く愛用されてきました。最初は

着脱式でしたが、いつしか工夫と改良がなされ、キャンバス

を巻き取ることで自在に日差しをコン トロールできるという

大進化を遂げたのです。そしてそれが、現在私たちが使つて

いるオーニングの原形となつたのです。
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【エリレパティオ】

一　

一

●住宅にフィッ トするコンパク トな

デザイン。

●フレーム色はホワイ ト、ブラック

の 2種 類をこ用意。

●組込式のため、取付工事の省略化、

簡易化を実現。

●新開発のアームブラケ ッ トにより、

アーム角度調整がさらに簡単に。
(15°～35°)

【シエスタ】

●コス トパフォーマンスにすぐれた

汎用タイプ。

●フレーム色はアルミ色(シルバー)。

●アームの角度が 15°～90°まで調

整可能。

【プチシェイド】

●窓辺を色鮮やかに演出するコンパ

ク トな窓用オーニング。

●アームを深く張り出せば、プライ

バシー保護、日かくし効果に最適。
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●パーゴラ上部の日除けキヤンバス

として最適。

●形状 サイズ .開閉方向など、状

況に合わせた設計が可能。

鸞濃よ:す(繁ダぶ線ルット)

瘍薦よ|す(雨の震の達気|こ)

玲豊富なキヤンバス寿ラー

(オシや移な建物鐵イメープアップ)

瘍趨孟率魏業 ・浩霧病予鋳

玲国か<じ 蟻難 ブライバシー保護

隋ニューライジスデイル働ど提案

蟷手動 鶯竃魏 崚竃手動 鶴ワ七爵ν

瘍崚ンサー(オプシ磯ン)でさらは1喪邁
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東京湾はもちろん、房総半島、三浦半島までを望む絶好のロケーシ∃ン。「大きな窓のある開放感いつぱいの家が夢でした。

でも、そうすると室温のコントロールが大変なんですよね」 そんな時に目にとまつたのがテンパルのオーニングとおつしゃ

る 1氏。海を望むリビングとガラスドアを一枚隔てて広がる広々としたテラス。 リゾートテイストいっぱしヽのくつろぎの空

間、そして優れた省エネ効果。「真夏でも朝夕は、オーニングを広げて窓を開けておけば、爽やかな風が吹き込んでくるので

快適そのもの。気温が上がる日中でも直射日光を遮つてくれるので、エアコンをつけっぱなしにしなくても平気ですよ。

それにエアコンの効きも良いですね」さらに 「光や風を感知して自動開閉してくれるセンサー機能や、部屋の中からリモコ

ンで操作できるなど、安心 便利な機能にも満足しています」とのこと。

エコロジーとエコノミー。オーニングには、これからのライフスタイルに求められる時代のキーワードが機能として息づいて

いることを実感させられたお話でした。
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オーニングは窓の外で日差しをコン トロールできるため

に、夏場のエアコン稼働率を大幅に抑制することができ

ます。直射日光が射 し込む部屋でのエアコン使用度を

1000/0とすると、オーニングで直射日光を遮へいすると、

その使用度は僅か 330/0。ブライン ドやカーテンをした

場合と比べても半分以下の使用度で済み大きな省エネ効

〔
ξ

果が実証されてしヽます。また、エアコンのかけすぎによる

冷房病や夏風邪などのリスクも大幅に軽減することがで

きます。さらにデリケー トなお肌の大敵である紫外線も力

ットしてくれますから、ベランダでの外気浴も安心して楽

しめます。また家具やカーテンの退色も防いでくねるなど、

快適効果とともに優ねたフェミニン効果も発揮します。
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×早稲田大学理工学部木村教授研究室「オーニングの日射遮へい効果に関する研究報告Jより抜粋
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Case
千葉県 ・T邸

可憐な花々や八一ブが四季折々に目を楽しませてくねる 丁邸。展示場で

オーニングを見て欲 しくなり取り付けたそうです。当初はリビングだけ

を予定されてしヽたそうですが、急速ダイニングにも設置。その開放感と

使い勝手の良さにこ家族全員大満足と語つてくださしヽました。

家の雰囲気が全く変わつたと家族はもちろん知人や友人にも大好評をい

ただしヽているそうです。親 ししヽ友人が多く訪ねる 丁邸。

「一年中お客様が大勢来るので、オー

ニングのあるオープンスペースは、力

ジュアルなおもてなしの場としては最

適ですね。

会話もlillむし、食欲も増すみたいです

よ」と、その効用を語つてくださいま

した。

家族が、そして親しい友が集しヽ、語ら

うナチュラルな空間。オーニングはラ

イフスタイルを楽しむためのアイデア

の宝庫なのかも知れません。

千葉県 OK邸オープ瘍揚辟了グなξ琲瘍藁笞辟予筈―餃釉躊す。

リビングからつながるウッドデッキ。ここにオーニングを設置

することで開放感あふねるコミュニケーションスペースを創出

した K tt。休日にはオープンカフェ感覚でブランチを楽しまね

ていると語つてくださいました。開放感とともにオーニングを

取り付けたことで得られたメリットとして実感さねているのが

プライバシーの保護効果。オーニングを張り出すことでできる

陰で、外から家の中が見えにくくなり外部からの視線が気にな

らなくなったそうです。逆に直射日光の眩しさが無いので、家

の中からは外がよく見えるようになリー層の開放感を得ること

ができるようになつたと大満足のこ様子。「オープンエアという

のは、人の心までオープンにしてくれるものですね。お天気の

良い日には食事もここで楽しんだりしてしヽます」と笑顔で語つ

てくださいました。プラ

イベー ト空間とオープン

空間の絶妙なバランスが

暮らし心地の良さに表れ

ている K邸 。

オーニングの開放感は、住

まいに心のパリアフリ…

空間を演出します。 irnage photo



【エルバティオ】
そ眸鰊鍍感が彗診Ъtt。

五ルバラぞ者が休繹鷺震.

戸建てはもちろんマンションなどの集合住宅にもジャス トフィット。

コンパク トに収納できますから美観を損なうこともありません。

また、ユニット化さねた音6材により、短期間での施工を実現 しています。
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【シェスタ】
轟歎鍮華だ彗牢島I琳藝蒙。そ轟鍾シニ員夕を

【エルバーネ】 ～集合住宅・施工事例～
髪暮盲と強さを再主させ亀、世界嚢強経クオ奮ティーオーニング.

ホームオーニングの設置範囲を

越える建物に関しては、弊社の

最上位機種である【エルバーネ】
で、対応可能です。
*ホ ームオーニングは、地上 2Fま での範囲で設置
可能です。

*【エルバーネlは、lF～5F(地上 ]5m程 度)ま で
設置可能。集合住宅の低層階にも対応できます。



【プチシェイド】
鏡彗邊馨詈懇、i塞懇諺l蓼こ暮家を製うプチンニイ 籍.

【キャンバス・ルーフ】
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議鑢式ルーフならで|よの空凸遷層術。
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【エルバティオ】
LIF面図 規格月1重量表 最小間|□寸法表 ‐|   (単 位 :kg)

問口規格
(外形寸法)

機能区分
アーム規格 オフション

.Om 1.5m 2.Om ニケー

1940mm

(10間 )

手  動
_電___動_
雷 二 勧

72 82

52 24∩
）
Ｒ

〔^̈）̈）一　一　（一〕「̈

200

208

2850mm

(15間 )

手  動
電  動
雷 羊 重カ

220

238

つZL R

23ど ど4/

73 36250

つRR

265

3760mm

(20間 )

271 284 0∪ ど

320

328

96 47289

297

302

310

4670mm
(25間 )

31U

117 58337
345

343 37]
379351

最小間口 ]355mnn ]835mm 2 325mm

*上 記はキャンバス重量、440g/面 時で算出したものです。

勾配寸法表 (単位 :mm)

出巾

Ю
鰹

アーム

角度

1.Om 1.5m 2.Om

出巾 1 高さ 出 巾 高 さ 出 巾 高 さ

]5° 12051 415 67011855 540(585 225316651690)

20° ]]801 505 163L‐18151670(730 3518351870)

25° ]]451 595 5BCI 1755117951870

30・ 11001 675 151511635119]511005) 035120351]1601210

35° 10451 755 44C116001 0001l i 351183511985,13101365

*キ ャンバス勾配 ま必引 5・以上確保して下さい。15・未満の場合は雨がたまることがあり
ます。

*この図表は目安としてこ使用下さい。設置状況等により誤差の生じる場合があります。
*間 □規格4,670mm(25間 用)時では使用するアームが異なる為、( )寸法とIcrります。

断面図

【プチシェイド】
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間口寸法

手  動 (W)600～ 2830mm

電  動 (W)800～ 2830n3m

アーム角度

キャンバスは、アーム角度 130° ぐらいま

でを目安に張り出して使用して下さい。垂

直になるまで張り出しますと、アームが伸

び切つた状態になり巻き取れなくなる恐れ

があります。

10

勾配寸法表     (単 位 :mm)

角度

アーム規格

600 900 1200

(D) (H, (D) (H) (D) (H)

45° 490 1 330 680 4]0 8951  495

90・ 645 1 フ45 91511015 12151 13]5

130° 490 1 ]]20 695 1]560 9251 2055

＼

規格別重量表    (単 位 :kg)

間口規格
(外形寸法)

機構
アーム規格

600 900 1200

05間
(1010m商

手動
雷 重カ

98 02
＾̈）^
）̈　一　一一一一一）一一一一一

∩
∪
一
つ
′118 Pρ

]0問
(1920mm

手 期

雷 旨カ

b∪ り 0 ]74

]9479 86

15間
(2830mm

手 動

雷 霞カ

221
24]

P4()

P49 ρ∩ ∩

*上 記はキ ャンバス重量、420g/面 時で算出 したものです。



【シェスタ】
断面図

*電 動タイプの場合 ]8kg、 電子動タイプでは 2 6kg 重量が増えます。

*上 記はキ ャンバス重量、440g/而 時で算出 したものです。
F型
ベースプレート納まり図

A型
壁付納まり図

A型
ベースプレート天丼付
納まり図

*コーチねじでの天丼付
はできません。
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間口規格

アーム規格
上ケース

(オプション)1.Om 1.5m 2.Om

A型 F型 A型 F型 A型 F型

920mm O lal用150 146 50

2830mm ]95 ]89 205 199 223 217 72

3740mm(20問 月 241 232 252 244 272 264 95

4650mm(25問 月) 285 275 299 289 321 3]] 1]フ

最小間□寸法 l,425mm ],905mm 2,395mm

勾配寸法表 (単位 mm

笏
~       ~盤義

アーム 1.Om 1.5m 2.Om

タイプ A型 F型 A型 F型 A型 F型

角 度 D H D H D H D H D H D H

15° 1,085 1,100 413 531 1562 538 657 2034 664

キ ャンバス勾配は必ず 15°以上確保 して下さい。

15・未満の場合は雨がたまることがあ ります。

この図表は目安と してこ使用下さしヽ。設置状況等によ り誤差の生 じ

る場合が371ります。

20・ 1067 494 1,083 658 1532 662 1,976 824 829

25. 1042 579 1058 57⊆ 1476 1,490 784 1,918 987 1933 989

30・ 1009 662 1,023 1,424 ]438 901 l,846 l,145 ],860 ]]44

35' 968 742 982 738 ],360 ],016 1374 1.013 l,760 ],295 ],773 1292

40・ 818 934 8]] 1286 1 124 1299 1119 1660 1438 1672 1432

45. 863 889 877 879 1202 1226 1214 1218 ]547 1571 1559 1562

50° 954 813 942 1 108 1320 ]]19 ]309 ]42] 1693 1432 1.682

55° 731 ]013 743 100C 1,005 1404 1015 1391 1285 1295 ]79C

60° 656 1,066 666 1054 895 1479 903 ]469 ]138 1 147

65° 577 1,110 583 1 10C 777 l,543 784 1539 983 1984 990

70° 489 1 148 496 1149 652 1597 658 1598 2054 826 2,05∈

75° 399 ]]78 404 1 185 523 l,639 528 1,646 649 10 654 2,]17

80° 306 1201 31] 1,211 389 l,671 392 1,681 474 5] 477 2,161

85° 211 1,216 214 1,229 253 l,691 254 1,704 295 77 297 2,19⊂

90. 114 1223 ]15 1237 114 l,700 115 ]714 ]]4 114 2,201

【オプション・電装品】
|||||●||口着秦ン内蔵モ■夕■■111■:|ltl
FM受信機内蔵型オペレータ:アルタス

‐卜|

●オペレータ結線はアースを含め 3本 。

配線工事が簡単 |スイッチ施工も不要です。

●通常の開閉操作のみならず、上限 下限リミット位置、

中間停上位置、オペレータ回転方向の変更など、すべ

ての設定操作もリモコンで行えます。

●シンプルな配線工事とリモコン簡単設定で施工時間を

大幅に短縮しました。

●特定小電力電波の採用で、室内又は離れた場所からも

らくらく操作できます。

テンパル「ホ中ムオー塁ング」シリ中ズまま、
リモコン在はじめ、女性に優しもヽオプシ轟ンをご用意してもヽます。

SMlシ ス テ ム

センサー機能により、

自動コントロールする

システムです。風カセ

ンサーが強風を感矢□す

ると、自動的に巻き取

る保護機能。また、日

差しを感知して自動的に張出し、巻戻しを行

う陽光センサー機能。人の手を煩わせること

なく、快適な空間を保つことができます。開

閉スイッチで、マニユアル操作も可能です。

*風カセンサーが感知中は、陽光センサー、開開スイッチの

機能 よ働きません。
*オプションで、無線装置システムの使用も可能です。



カラフーィンで1まなヽア=トフル。そねがァンパソンの美観テクノロジーの■ィャプトですO

その発裔『警こ竃
こ
:筆見事[基異総曇11曇1519翠写:露筆FttΞ3兵呈91[i
人が集い1‐楽しむためのあらゆるシニンで高い評価を得ています。

選ば栓て、実績 No l。

美しく、楽しく進化する街、その最先端が、テンパルのポジションです。

△ お取扱い上の注意事項

1開 閉操作は、必ず周辺に障害物のないことを確認してから行つてください。

2次 の場合は、必ずオーニングを閉じてください。

強風の時、または強風、突風が予想される場合。 降雪の時、または降雪が予想される場合。 夜間及び留守などで管理できない場合。

3雨 や雪、結露等によリキャンバスに付着した水分が凍結 している場合は、溶解するまで操作はしないでください。

4ア ームにものをぶら下げるなどして、荷重をかけないでください。

5電 動式はモーターの保護のため上ケース等で雨水等がかからぬ様にしてください。

●オーニングのl~検討に関しましては、お気軽にお問い合わせください。

ル r‐εηttSだ α顔んがpttιι・̀1懸
は美しく進化する。そ

―
の最前線に、テンノヾル。

躙 〕 郎
●表示内容は 2006年 3月 現在のものです。

●改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、

あらかじめこ了承ください。

●製品の色は、印昴J特性上実際と多少差が出ます。こ了承ください。

●発行/05年 3月 4版 06年 3月
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