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野地面

T・ルーフ取付ビス
取付ビス

台風は毎年やってきます。

屋根の台風対策はお考えですか？
これまでの日本の屋根材は、美しさや趣向性が重要視されていましたが、昨今の台風や地震
などの災害により屋根の耐久性が一層注目されています。

住宅の屋根を選ぶ時のポイントは、
●大切な屋根の災害対策を考える。
●屋根材の素材を吟味する。
●平板スレートの約1/３の軽さ。
●遮音・断熱が重要。
●雪害について対処をする。
T・ルーフならさらに、「基材保証」と
「美観保証」がついてくる。

天然石付き鋼板屋根材

T・ルーフシリーズ

台風は毎年やってきます。

※イメージ画像

独自のインターロッキング工法で
屋根面と一体化！



設計・性能・素材そのすべてが、
エコな住まい、暮らしのために。
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塗り替え不要で経費節減
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■ 耐用年数を伸ばす。
耐久性・耐食性に優れた
天然石＋ガルバリウム鋼板を基材に使用。

■ すぐれた静寂性。
表面の天然石が、雨音を吸収・拡散し、静かさを実現。

T・ルーフの
特長動画はこちら

■ 天然石が美しい。
天然石をチップにしてコーティング。
豊富なカラーが魅力です。

※掲載している画像と実際の仕様は異なる場合があります。

※瓦など下地の状況により既存屋根材の撤去が必要になる場合があります。

■ リフォームにもぴったり。
リフォームに理想的な、
カバー工法に適しています。

■ 長期の安心保証。
美観保証

10年
基材保証

30年

■ 震災に強い軽量設計。
1㎡あたりわずか7kg。
軽量なので、
建物への負担を軽減。

製造直後 施工後20年経過

▶
重心
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美観保証
10年

基材保証
30年

T・ルーフシリーズ
クラシック／ヴェルウッド／モダン形状タイプ

T-R
O

O
F

 S
eries

鋼板屋根材

表面に天然石の粒子を
贅沢にコーティング。

屋根材本体の基材には、耐食性に
優れたガルバリウム鋼板を採用。

施工後さらに、
表面材の定着力がアップします。

天然石の質感をそのまま活かしました。
直射日光や急激な温度変化などから基板を守ります。
また、経年による退色の不安も軽減できます。

ガルバリウム鋼板は、1970年代に開発されて普及した、
30年来の実績を持つ耐食性に優れた素材です。

直射日光によりアクリルベースコートの硬化がさらに
進み、石粒がしっかりと定着します。美観保証10年が
その証です。

※表面のアクリル仕上げコートは、運搬や施工時の保護のためのものです。時間
経過とともに雨水などで流れ落ちます。
※グリーン系は天然石にセラミックコーティングを施してあります。

■断面構造図（クラシック）
アクリル仕上コート※

天然石チップ※

アクリルベースコート
アクリルプライマリーコート

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板

天然石コーティング

アクリルプライマリーコート

約2.4mm※役物は一部樹脂製がございます。くわしくは「部材一覧」をご覧ください。
※表面の天然石が僅かに落ちることがありますが、品質には問題ありません。

万一の時こそ、人と家を守る屋根であること。
鋼板と天然石の融合から生まれた、テクノルーフ。

構造
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クラシック／カラー：チャコールグレー

455mm

1,320mm

厚さはわずか0.39mm。 ※ヴェルウッドは0.4mm
一般的な瓦の約1/7の軽さを実現。 ※和瓦との比較
1㎡あたり約6～7kg、スレートと比較しても約1/3の軽さです。
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T-ROOF Series

T・ルーフには3つのタイプがあります。

瓦の立体感を継承した　クラシック 特徴的な波型が印象を深める　ヴェルウッド

立体的にデザインした　モダン

表面の石の凹凸が、光や熱を拡散。
真夏には、直射日光を受ける
ことから、70℃を超えること
もある屋根。表面の石粒の
効果により、屋根表面の熱を
伝えにくくします。

光・熱

拡散反射

パネル断面（拡大）イメージ

「ヤマ」の裏側には、通風ラインを設計。
「クラシック」タイプの、「ヤマ」の最頂部を活かして
設計された屋根の下から上へと空気が抜ける「通風
ライン」。湿気や熱を外へ逃すことで、屋根材はもち
ろん躯体の状態も良好に保ちます。
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強度に優れた、コルゲート形状。
裏面の細かな凹凸が野地板との間に空気層をつく
り、熱や音の伝わりを軽減するだけでなく、衝撃を吸
収して強度を発揮します。

雨水や強風に強い、インターロッキング工法。雨音をシャットアウト。
屋根材を野地面に留め、さらに上部の屋根材をかぶせて、直接雨水がかかるの
を防ぎます。上下の屋根材をしっかりと連結し、屋根面全体を一体化させるの
で、強風時の屋根材の剥がれ落ちや雨水の浸入防止に高い効果を発揮します。

表面の石粒と、野地板と屋根材の間の空気
層により、雨音を拡散、吸収。瓦と同程度の
静けさを保ちます。

■瓦の場合 ■T・ルーフ

丈夫で長持ち、高い耐久性

表面の天然石とともに、基材のガルバリウム鋼板も長期耐食性に優れています。
耐久性が高く、永くお使いいただけます。

野地面
瓦桟木

瓦
釘屋根断面

イメージ
屋根断面
イメージ

連結

野地面

T・ルーフ取付ビス

取付ビス

耐久性比較イメージ

T・ルーフシリーズ

住宅屋根用化粧スレート

耐用年数30年以上

施工後

施工後

塗替え 塗替え

10年 20年

製造直後 施工後20年経過

▶

塗り替えよりも葺き替え
長い目で見れば、断然おトクです。
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T・ルーフ クラシック

T-ルーフ クラシック

チャコールグレー
T-ルーフ クラシック

ライトグレー

Classic

カラーバリエーション
T-ROOF Series

陶器瓦を思わせる立体デザインの「クラシック」。
重厚感があり、天然石※ならではの
質感が際立ちます。画像カラー：チャコールグレー

画像：T・ルーフ クラシック／カラー：ペッパー

※グリーン系は天然石にセラミックコーティングを施してあります。
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T-ルーフ クラシック

ペッパー

T-ルーフ クラシック

ダークブラウン

T-ルーフ クラシック

ディープグリーン

T-ルーフ クラシック

シナモン

※T・ルーフシリーズは、天然石をふんだんに使用しているため、ロットごとの色差が生じることがございます。施工後数ヶ月もしくは数年経つと自然の風化でなじみ、色差を感じなくなることがあります。
※掲載している画像と実際の仕様は異なる場合があります。 7



カラーバリエーション
T-ROOF Series

写真：T・ルーフ ヴェルウッド／カラー：チャコール

画像カラー：ブラウン

T-ルーフ ヴェルウッド

チャコール
T-ルーフ ヴェルウッド

ブラウン

Vellwood

T・ルーフ ヴェルウッド
フラットスタイルでありながら、
特徴的な波型の模様が印象を深める「ヴェルウッド」。
シックな色合いが住まいの存在感を引き立てます。

写真：T・ルーフ ヴェルウッド／カラー：ブラウン
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※役物はオプション品を使用しています。

画像カラー：ブラウン

T-ルーフ モダン

グリーン
T-ルーフ モダン

チャコール
T-ルーフ モダン

ブラウン

濃淡のある天然石によって陰影ができる「モダン」。
石の色の配置にグラデーションを付けた、
立体的で魅力的なデザインです。

Modern

T・ルーフ モダン

写真：T・ルーフ モダン／カラー：チャコール

色のグラデーション

9



屋根を変えると、
家がさらに「長生き」します。

住みながら、
スピード施工！

重ね置き可能な
省スペース性！

通気性アップで
躯体の寿命もアップ！

工事中のお施主さまの負担も少な
くて済みます。 

家一棟分でも2畳分ほどのスペース
があれば、保管可能。狭い場所でも
スムーズです。

葺き替えの場合、通気性も向上す
るなど、住まい全体が快適になり
ます。

Reform

T･ルーフは、
元の屋根材を選ばず、幅広い屋根リフォームに対応できます。

リフォーム

After

色落ち・基材の劣化 瓦のヒビ・ズレ 表面のカビ 苔

瓦屋根

スレート屋根

金属屋根

T・ルーフ

クラシック

ヴェルウッド

モダン

Before

10



※掲載している画像と実際の仕様は異なる場合があります。

T･ルーフは超軽量のため、
カバー工法の場合でも総重量は瓦屋根よりも軽くなります。

■リフォームによる重さの比較

㎡当たり重量 1棟分の重量（100㎡）

約7kg 0.7t金属屋根

一般的な瓦 約50kg

約20kg化粧スレート

5.0t

2.0t

㎡当たり重量 1棟分の重量（100㎡）

約27kg 約2.7t
カバー工法での
リフォーム
  化粧スレートに
  金属屋根を施工（ ）

一般的な瓦 約50kg 5.0t

金属屋根は、カバー工法をしても瓦の約半分の重さです。

※ヴェルウッドは約6kg

スレート屋根、シングル屋根、金属屋根からのリフォームには
カバー工法がおすすめです。

カバー工法は、既存の屋根の上から新しい屋根をかぶせるように施工する工法。
元の屋根材を残したまま施工するので、屋根部が二重に守られて強度がアップします。
また、廃材などが出ないため環境への負荷も少なく、スピーディな作業が可能になります。

T・ルーフクラシック
ルーフィング 軒先スターター120住宅屋根用化粧スレート

ケラバ用水切

ケラバ用
スペーサー

角型
ケラバ
／棟包み

既存ケラバ役物
※撤去する場合もあります。
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［ T・ルーフ ］［ 瓦屋根 ］
■地震による「ねじれ」のイメージ

耐震リフォームに適した外壁材もご用意しています。

金属サイディング Danサイディング
表面材と裏面材の間に断熱材をサンドイッチして作られる金属サイ
ディングは、高い性能を持った外壁材です。軽量なのでリフォーム重
ね張りに適しており、住まいながらの工事が可能です。多彩なデザイ
ンバリエーションに加え、塗膜15年保証やセルフクリーニング機能
付き商品も充実しています。

「耐震」を、屋根リフォームで。
愛着のある家を、家族の安心の場所にするために。

住宅全体の重量バランスは、
「屋根材」でコントロールできます。

家のねじれを抑える「ギブス効果」。

瓦の落下による危険も防げます。

同じ壁量で比較した場合、住宅の重心が低い
ほど構造は安定し、揺れに強い家になります。
住宅の重心を下げるためには、「頭」部、つまり
屋根部を軽くする必要があります。

タテ揺れとヨコ揺れの影響を受けた場合、住宅全体にねじ
れるような力が加わります。T・ルーフは、専用ビスでしっか
りと固定するため、屋根全体をギブスのように固定。住宅の
構造を支える効果があります。

同様に、躯体にしっかりと固定されているため、落下などの
心配もありません。

T・ルーフで軽量化することにより、揺れに強い家になります。
■地震による「揺れ」のイメージ

→詳しくは｢Danサイディング総合カタログ｣でご紹介しております。

［ T・ルーフ ］［ 従来の重い屋根 ］

大きい揺れ 小さい揺れ

7t 1t

重心

重心

屋根が
軽い

重心が
低い

屋根が
重い

重心が
高い

例えば…
158㎡の屋根を
瓦からT・ルーフへ
替えた場合

マイナス
6.8t

1.1t
T・ルーフ

7.9t

従来の重い屋根

12



※掲載している画像と実際の仕様は異なる場合があります。

設置基準（カバー工法）※1
「T・ルーフ」設置時の太陽光設置応対表

※1 新設用（新築・葺き替え）は従来のソーラーラックと同じ設置基準（積雪：99cm以下）になります。
※2 築年数は問いませんが、小屋裏換気がされており野地板、垂木に結露や漏水によるシミや腐り膨れ等が無いこと。外から屋根上を歩いてみて沈み等が無いこと。
※3 古いスレート材の飛散防止策として、粘着付改質アスファルトルーフィングを推奨いたします。 現状設置されているスレート屋根材の下葺き材の材質は問いません。
※4 垂直積雪量：特定行政庁の定める垂直積雪量を示します。
※5 屋根材の対応勾配に準じます。

注意！ 既設でＴ・ルーフがカバー工法で設置されている物件に後から太陽光を設置する場合は、一度現状の屋根材を外していただき、新しい改質アスファルトルーフィングを施工しなおしていただければ設置可能となります。

新設
葺き替え

カバー工法

モダン

ヴェルウッド

クラシック

Ｔ・ルーフ クラシック、 ヴェルウッド、モダン

木造 幅38mm × 高さ40mm以上
構造用合板：12mm以上※2

化粧スレート、アスファルトシングル

改質アスファルトルーフィング ※3

40m/s以下
99cm以下 ※4

13ｍ以下
ⅢまたはⅣ

2.5寸から10寸 ※5

対象屋根材

垂木
野地板（材質・厚み）

下葺き材
基準風速
垂直積雪量
設置高さ
地表面粗度区分
適応屋根勾配

設置可能屋根材

太陽光発電システム ソーラーラック「T・ルーフ」用 固定金具のご案内

T・ルーフカバー工法なら太陽光発電も設置できます。

※ローン支払いの場合、条件によってはT・ルーフのみの場合よ
りも負担が少ない場合もあります。

▶

システム導入シミュレーションはコチラまで 

▶

http://sv2.lixil.co.jp/simulation/

太陽光発電システム「ソーラーラック」

LIXILが保証
安心

電気代が削減できます。

売電収入が期待できます※。

太陽光発電システム設置メリット

T・ルーフカバー工法

T・ルーフ用固定金具

屋根材も
太陽光発電も
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