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Kultalahden 
Saha ja 

Huvilaveistämö 
Ky on valmistanut hirsirakennuksia 
vuodesta 1967 alkaen, Pohjanmaan 
kuuluisalla hirrenveistotaidon 
kokemuksella ja perinteellä. 

Yrityksen hirsirakennusosaaminen 
perustuu toisen sukupolven vankkaan 
osaamiseen. 

Yrityksen toimialueena on koko 
Suomi, ja hirsirakennuksia 
valmistetaan myös vientiin kuten Iso-
Britanniaan ja Japaniin. 

Olemme erikoistuneet 
höylähirsirakennuksiin, mutta 
valmistamme myös 
pyöröhirsirakennuksia. 

Malliston lisäksi valmistamme myös 
asiakkaan omien piirustusten ja 
toiveiden mukaan. 

Eristyksenä käytämme aitoa pellavaa 
malleissa, johon eristys tulee mukaan 
toimitukseen. 

Toivomme, että onnistutte 
hirsitalovalinnassanne ! 

z ログハウスキット組み立てマニュアル z 
当社のログハウスキットの組み立てマニュアルです。よく
お読みになって素晴らしいログハウスを完成させて下さ
い。

 kultalahden
the

1.荷下ろし。フィンランドkultalahden社から送られてく
るLoghouse kitはきっちりと養生された梱包 で出荷さ
れます。 
日本の港に到着されたコンテナーは通関終了後に運送
会社によってトレラーで現場まで運ばれます。トレラーは
コンテナーごと現場へ配送できますがデバンニングと
言って平ボデーの大型車に積み変えて輸送することも
出来ます。現場までの道幅や道路事情が悪い場合はこ
れらをお勧めします。 これらは港で積み変えます。その
際、生じる経費はショートドレー船会社から通観業者
ヤードまでの 運賃、積み変え作業費、そして平ボデー
の 大型車の運賃が別途 かかります。これらは現場での
荷下ろし作業が安全かつスピー ディに行なえます。  
よって顧客の皆様は事前に運送会社との搬送の日時の
打ち合わせが必要になります。  また大型クレーン車の
手配も必要です。そしてある程度の補佐の人員も必要
です。  搬送日まえにバタ角材などの梱包を下ろす下地
が必要になります。また、大きな養生シートも必要 にな
ります。 

搬送日は出来るだけ天候の良い日を選んで下さい。荷
下ろしはクレーンのオペレーターと段取りよ く安全に
行って下さい。  また下ろす場所もその後のログ組み立
てに支障のないよう、またスムーズに作業できるように
下ろ して下さい。  おそらくこの作業に1日はかかります
ので、あとは部材にシートをきっちりとかけて養生してく
ださ い。
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Self Build
搬送日は出来るだけ天候の良い日を選んで下さい。荷下ろしはクレーンのオペレーターと段取りよ 
く安全に行って下さい。  また下ろす場所もその後のログ組み立てに支障のないよう、またスムーズ
に作業できるように下ろ して下さい。  おそらくこの作業に1日はかかりますので、あとは部材にシート
をきっちりとかけて養生してくださ い。 
コンテナーは清掃返却が基本です。汚れたまま返却するとペナルティが科せられます。 下記にコン
テナー車のサイズがありますので建築予定地まで搬入可能かどうかを事前に調べておきましょう。 

Kultlahden Saha
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コンテナーが到着しますと 
解放する際にコンテナーに 
プタスチック（中はワイヤー） 
のロックがかけられて封印され
ています。 
これらを解除するにはワイヤー
カッター（大）またはグライン
ダー�で切ってください。 

解放しますと、建具類は一番手
前に配置されています。
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コンテナーから部材を引き出す時に仮置きする台（馬）の
件ですが図のような物をあらかじめ作成しておくと便利で
す。幅1400位高さ1200位。 
10.5角材か12cm角材が良いと思います。一度きりしか
使わないので現場などであまった木材か古材でも良いで
す。しかし、出来るだけ頑丈に作って下さい。

Documents
荷下ろしの際に必要な書類はマテリアルリストとパッキングリストです。マテリアルリストには部材

のサイズや数量などが記載されています。パッキングリストにはそれらの部材がコンテナーのどの

位置に積載されているかが記載されています。段取りよく部材を配置しながら荷下ろしして下さ

い。組み立て時にはフィンランドから送られてくる壁展開図が必要になります。 

コンテナーから荷物をクレーンで引き出す場合はワイヤーに設置する頑丈な滑車が必要に
なりますのでクレーンオペレターと事前に相談してください。 

KULTALAHDEN SAHA JA  MATERIAL LISTHUVILAVEISTÄMÖ KY  Päiväys/DateFIN-62500  EVIJÄRVI  FINLAND  17th of February, 2010
TEL. +358-6-765 1604   Asiakas/Distributor
FAX  +358-6-765 1603   Mr Suzuki    Hirsikoko/Log size  
“Suzuki house”   113  mm laminated log 
       
Suomeksi In English Koko/Size Kpl/

Pcs
m2 jm/rmSisäkattopaneeli Ceiling Panel 13x95   mm

1700
Peitelistat Mouldings 13x35   mm

190 + 190

Räystäslaudat Eave Boards 18x145 mm
75

Karmilaudat Frame Boards 15x95   mm
240

Lattialaudat Floor Boards 28x95   mm
1475

Lattialaudat
(painekyllästetty)
2 m2 ulkoportaisiin

Floor Boards
(pressure treated)

28x95   mm

Lattialaudat
(painekyllästetty)

Floor boards
(pressure treated)

28x95   mm
380Välilattiavasat Floor Beams 45x160 mm 30  length 3,6 m

Lattiavasat
(painekyllästetty)

Floor Beams
(pressure treated)

45x145 mm
45x145 mm 294

125

Pohjalaudat Bottom Boards 22x100 mm
760

Kannatusrimat Bottom Boards 22x100 mmLaudelaudat Timber for Sauna 28x90   mmTukipuu Timber for Sauna 28x90   mmKararimat Battens
28x45   mm included

Karalankut Battens
28x       mm included

Tapit
Pegs

22x25   mm included
Vesikattolaudat Roof Boards 20x95   mm

2070
Kattotuolit Rafters 660 cm 45x145 mm 22  length 6,8 m
Kattotuolit ja 
tarvepuut

Rafters and timber 45x145 mm
45x145 mm
45x45   mm

42
12

 length
 length

4,8 m
2,5 m
150

Tolpat Pillars

6
Portaat Stairs

1
Hirsipaneeli Log Panels 18x160 mm

220
Koolauspuut Battens

45x75   mm
60

Ulko-ovet External Door
Double External Door 1

1
Sisäovet Internal Doors

4
Ikkunat Windows 

Roof Windows 9
2

Saumavillat Flax Insulation 3 cm
1,5 cm 1500

3000

Pultit
Steel Rods

20
Naulat Nails

70 kg
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ログ部材の保管について

ログ以外の部材の保管について、室内床材や天井材・見切り・額縁材等は雨に濡らさない
ように 
管理してください。床材や天井材など1束ごとにビニールパッキングしてある製品に雨水が
侵入しますと黒カビの原因になってしまいます。 
また長期の保管も汚れの原因にもなりますので、なるべく早く施工するようにしましょう。 

デッキ部材やその根太などの加圧注入したある部材は雨に濡らしても大丈夫と思います。 

次に、窓やドアの建具ですが、これらは梱包パレットで養生されての入荷になると思いま
す。 
それら梱包パレットは複数枚の建具を大きいビニールで覆いかぶせてパッキングされてい
る 
と思います。�梱包パレットですが長い期間の保管ですと、例えば夏の暑い時など、梱包パ
レット内も非常に暑くなり（温室状態）ますので早めに梱包パレットをばらし、中の木製建て
具を建築内に入れて保管してください。長期の梱包パレット内での建て具保管は松ヤニな
どが発生し、建て具を汚してしまう可能性もあります。
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ログと基礎の設置
ここでは92mmx160mmの無垢ログを例にして説明します。本
書は主に木工事についての解説です。基礎や電気や給排水や
設備工事などについては解説はありませんのでご理解下さい。 
それら工事は資格を必要とするものもあります。ご自身で出来
ない場合は業者さんに依頼して下さい。 
下図が平面図です。

アルファベットで記載されているのがログの通りです。このログハウスの場合は 
A〜Gまであります。このログハウスは妻側が半ログではじまりますのでA.E.F.G
のNO1の半ログを探しましょう。そしてフルログのNO1も探しておきましょう。 

Kultlahden Saha
Kultalahden Saha

ja Huvilaveist¥U+00E4m¥U+00F6 Ky

FIN-62500 EVIJ¥U+00C4RVI

tel. +358 6 7651604,                fax. +358 6 7651603

Mr. Mizoi House

Japan
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黒いアスファルトシートを基礎と土台の間に敷きます。

Kultlahden Saha
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120x120注入土台を入れる場合は下記の安価ボルトの出に
120mmを加算して長さを決めてください。

120x120注入土台と同一の大引は支給外ですのでご自身で調達し
てください。�また設置はログの到着前に施工しておくと良いでしょう。
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Kultlahden Saha

1

そして設置したファーストログの対角（矢印）を測定し問題がなければ
全てのアンカーボルトを増締めして完全に基礎と締結します。
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ハーフログのアンカーボルトの出はこの
場合70mmです。 
ハーフログにアンカー用 
の穴を開けていきますがボルトの 
径より大きめ穴を開けましょう。

桁側のアンカーボルトの
出は150mmです。

基礎のアンカーボルトは芯からずれている場合もあります。また垂直に設置されていない場合もあるで
しょう。ログのアンカーボルト用の穴あけはログの裏から墨を出して行ってください。 一般のユーザーは
垂直に穴を開けるのが難しいと思いますので 上記内容から少し大きめの径の方が良いと思います。そし
て設置する前にナットと座がね用の座堀りをして下さい。座堀りカッターがない場合はノミで掘ります。
ハーフログを設置しましたらまだ仮止め程度のゆるいナット締めにしておいてください。

座堀り用ビット
Kultlahden Saha

通しボルト穴
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ログとログの間にはウールのシーリング材をタッ
カーで止めながら1段毎に積んでいきます。

木口はウールがはみでないように敷きます。
Kultlahden Saha
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ログの上端まで打ち込みます。

Kultlahden Saha

Kultlahden Saha

ダボは長いままですので現場で丸鋸などでカットして使用して下さい。
長さはログの働き高さの1本半以上ぐらいの長さが良いでしょう。この
92mmx160mmのログの場合は260mm〜270mmぐらいです。

2段目まで積みましたら、これから先は
ダボでログをとめていきます。 
だぼ穴は図のように対になっていま
す。交互にダボを打ち込みます。

この時点で仮床を組んでおくと 
積み上げが楽で早く進みます。 
床組みに関しては床のページをご覧下さい。
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ダボは下図のように交互に入れます。（ちどり） 
電気穴にはダボを入れないように 
あらかじめ印をしておきましょう。

Kultlahden Saha

受注後に上図のような壁展開図がフィンランドより送られて来ます。この建物ですと 
A・B・C・D・E・F・Gのログ壁があり、おのおのの壁図があります。 
それらにはアルファベットの記載があります。 

Dはダボ位置を示します。Eは電気穴を示します。�Bは通しボルト位置を示します。 
Kはキーゥエイの溝を示します。キーウェイとは窓やドアの開口部にはめ込むT字形の 
木材です。

セトリングスペース

キーウェイ

電気穴には絶対ダボを打ち込
まないで下さい。
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ログはナンバー通りに打ち込みます。

掛けやは大と小の2種類
あると便利です。

Kultlahden Saha
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チェーンブロックです。

ログが全部積み終わりましたら、キーウェイを入
れていきましょう。そして通しボルトも設置しま
しょう。棟木ログや母屋ログのボルトはディスク
サンダーでカットして設置して下さい。

キーウェイ

通しボルト�3m 規格
キーゥエイを溝に入れます。キー
ウェイははめ込むだけで固定はし
ません。 Kultlahden Saha

大きなのログハウスの場合で桁高さが3m以上 
ある場合はボルトを繋ぎナットを用いて長くしま
す。

全ての窓やドアの建具が入る開口部にはキー
ウェイ（Tバー）を入れる為の溝が加工されて
います。

番号通りにログを積んで行きましょう。ログはセトリングで沈みますが、ログの隙間等が気にな
る場合はチェーンブロックなどを使って布ベルトを桁側の突出部分などに掛けて使用し強制
的にログを沈めるのも良いでしょう。
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垂木を設置していきます。垂木の間隔はお使いになる断熱材に合わせて割り振りして下
さい。場所によっては等間隔にならない箇所もあります。その場合は断熱材をカットして
設置して下さい。妻壁のある部分は垂木2枚ではさんで下さい。

この部分の遊びががセトリングスペースになります。

棟止金物
妻壁を挟むように。

セトリング金物

棟止め金物
セトリング金物

Kultlahden Saha

通しボルト
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Kultlahden Saha

野地板は本ザネ加工されています。プレーナー仕上げの面を下にして貼っていきます。

垂木と金物の設置が全て終わりましたら垂木の長さを揃え
ます。 

700m

次に鼻隠しを設置していきます。15x95と
18x145の2重張りになります。大きなログ
ハウスの場合はもう少し幅広の材料を供給
します。 野地板 20x95 本ザネ加工

15x95

18x145
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Kultlahden Saha

次に鼻隠し板と同じように15x95を下に18x145を上に破風板を
取り付けます。フィンランド式は野地板より少し高めに取り付けまが 
日本では下図のように野地板が上になります。

野地板を全て張り終える前に頂上に棟換気用の 
空間を確保しておきましょう。その後ルーフィングを 
設置してください。

棟換気用金物

ルーフィング
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野地板を張り終えましたら出来るだけ早くルーフィングを貼って下さい。野地板は雨にあたると
膨張してしまいます。もちろんその後は屋根工事もすばやく行って下さい。 
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Kultlahden Saha

面戸板

面戸板は下図のように取り付けます。log�panel材を使用します。スライド金物
の分だけ欠き込みを入れます。また上部分に余白を設け空気が入り棟で熱気
を逃す工夫が必要です。 

スライド金物

軒天材を張る場合は面戸板の設置は必要ありません。

軒天材施工中

軒天換気金物

軒天換気金物
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木口に張ってあるナンバータグを全てきれいに取り去って下さい。

Kultlahden Saha

野地板を張り終えましたら出来るだけ早くルーフィングを貼って下さい。野地板は雨にあたると
膨張してしまいます。もちろんその後の屋根工事もすばやく行って下さい。 
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Kultlahden Saha

窓・ドアの取り付けに関して キーウェイ

窓やドアの開口にはキーウェイ
を入れる為にあらかじめ溝加工
してあります。

キーウェイを入れる前に開口部木口の溝の外側部分に2x4テープ
を折り曲げて貼ってください。この事によって横から走ってくる雨水
の窓への侵入を防ぎます。�2x4テープは支給外です。 
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Kultlahden Saha

キーウェイを入れていきま
す。

若干のクリアランスがありますので 
木片クサビなどで固定してくださ

大きな窓や大きなドアでなければ窓やドアは 
枠から外さずそのままの状態で設置したほうが 
良いと思います。

ログの下端にウール
を敷きましょう

左右の枠をビスで固定する際にあま
り強く締めますと枠が歪む可能性が
ありますので注意して取り付けてく
ださい。
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まず下枠と横枠にコースレット用の穴（9mm)を深さ10mmぐらいをドリルで座掘ります。キーゥエイに枠をビ
ス70mm〜90mmで止めて行きます。この時左右の枠をあまり強く締め付けないで下さい。枠が歪みます。 
上枠はまったく固定しません。（セトリングの為） 
コースレットはキットには含まれていませんのでご自身でご用意下さい。 
コースレット止めしたあとに9mm木栓でビスの頭を隠すために木栓を入れますがボンドなどで固定しないで
下さい。（建具調整時にこの木栓を外すためです。） 
最近ではコースレットビスの頭を隠すキャップなどがあるようですのでそちらを使えばコースレット用の座掘り
は必要ないでしょう。

ドアも窓も全てこの方法で取り付けていきます。

注意：2x4テープ／9mm木栓／70〜90mmコースレットは支給外です。

窓枠の外周に2x4テープを貼り
ます。額縁寸法は120x28です
ので、2x4テープは120mm以
下にしてください。

注意； 
額縁はの取り付けはログにでな
く枠材やキーウェイにビス止めし
て下さい。セトリングに考慮する
為です。経年後にセトリングが
収まればログにビス止めしても
かまいません。
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スイッチやコンセントの穴を開けて下さい。外部まで穴を貫通して開けてしまわないよう気をつ
けて下さい。また電線も通しておきましょう。

全ての窓・ドアの取付が終わりましたら1回目の塗装をお勧めします。ログのパイン材は放置日数が
長いと日焼けします。日焼けにより薄黒くボヤけてしまい生地仕上げの塗料の場合、発色があまり良
くありません。�塗装にあたっては他の部分に塗料がかからないよう充分に養生してください。 
そして丁寧に仕上げて下さい。 

Kultlahden Saha
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次は床組に取りかかります。

根太掛け45x45を設置しま
す。土台の上端に合わせて下さ
い。

図のように根太の下端に根太掛けの欠き
込みを入れて根太を設置していきます。

根太間隔はご使用になる断
熱材に合わせて下さい。

設置にはコースレットなどで
固定して下さい。（ナナメ）

次に断熱材受け材を 
仕掛けていきます。 
22x100 

スタイロフォームなどの
断熱材を利用する場合は 
この木材でなく断熱材受
け金物を使用します。

ログの突出部分には床材受け
用に45x45を設置します。
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Kultlahden Saha

2階の根太は図のような根太受け
金物で根太を取り付けます。 
これらは標準支給品です。

断熱材および断熱材受
け金物は支給外です。 
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Kultlahden Saha

床板を張ります。

床板28x95はホンザネ加工してあります。 
オスの部分から根太にナナメクギまたはコース
レットで固定して下さい。 
床板が入りずらい時は当て木などを使ってはめ
込んでください。水道やガスなどの配管がある
場合はその箇所にきましたら配管用の穴を開け
ておきましよう。
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Kultlahden Saha

必要な場合は防湿シートを敷き詰めてください。

床下点検口を設けてください。

当て木

床材受けに45x45を設置してください。
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Kultlahden Saha

点検口のふたです。取っ手をつけます。

2階の根太は根太かけ金物を使用します。床張り方は
1階と同様です。
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床板を全て張り終えましたら、床板を養生して今度は天井板の取り付けにかかります。 
まず写真のように断熱材を設置していきます。あらかじめ電気の配線をしておきます。 

天井板13x95を桁側下から張っていきます。フィニッシャーネイルを使うときれいに 
仕上がります。 

Kultlahden Saha

フィニッシャー釘は針の形状で
すので、抜ける要素もあります
ので垂木下端に木工用ボンド
（支給外）を塗りながらフィニッ
シャー釘をエアーガンで打ち付
けていく事をお勧めします。

この辺りに打ちます。
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天井板13x95を張り終えたら天井見切りを取り付けていきます。

完成です。

Kultlahden Saha

あらかじめログの突出部分には
天井板材受け用に45x45を設
置します。
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ログ以外で間仕切り壁を作る方法です。

間柱45x70または45x95を設置します。間柱のサイズはプランによって異なります。ログ壁に
取り付ける時にはスライド金物を使用します。間柱上部には他のスライド金物を使用します。断
熱材を入れて 

ログパネル下見板
です。

Kultlahden Saha

Kultlahden Saha

間柱用スライド金物　天井用
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ログにログパネルを挿し込む為に溝を作ります。丸ノコ
とノミで作成しますが、一般の方には少し難しいかもし
れません。

Kultlahden Saha

間柱用L形スライド金物 壁用

収まり詳細は特に決まりはありませんのでセトリングに留意
した方法（現場あわせ）で行ってください。
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ログパネル

間柱の設置ですが、セト
リング金物を使用せずに 
間柱の中央に図のように 
丸ノコで７～８cmぐらい
の切れ目をいれて 
ビス・ワッシャで固定す
る方法もあります。 
これらもセトリングに考
慮していますのでOKで
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内階段は塗装済みのラッピポラス社製です。全てがプレカットされており現場で
組み立てます。梱包中に説明書が添付されています。�詳しくはラッピポラス社
のサイトをご覧下さい。http://www.lappiporras.fi/

Kultlahden Saha

http://www.lappiporras.fi
http://www.lappiporras.fi


! ページ36



ページ !37

ベランダやバルコニーの作成方法は室内の床とほぼ 
同じです。部材は注入材のデッキ材28x90を少し隙
間（5〜6mm程度）を開けて張っていきます。

外階段はベランダ部材で作成していきます。作成方
法に決まりはありません。

Kultlahden Saha
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ベランダ等で柱の設置がある場合はセトリング
ジャッキ金具を使用して設置します。 
その際にはセトリングスペースを確保してください。

• ジャッキは柱の上でも下でもよ
ろしいかと思いますが後で高さ
を調節することを考えますと
下の方が便利かと思います。 

セトリングスペース

柱に穴をドリルで掘る時は 
ドリルの反動に 
気をつけて穴を開けて下さ
い。



ページ !39

Painting
塗装は地域にもよりますが最低2回はして下さい。な
るべく日焼けする前に。また最初の年から数年間は毎
年行いましょう。塗料もよく吟味して良い塗料を選択

外壁塗装2回目

塗料は他の所に落とさないようしっかり養生シートをし
てから行いましょう。

Kultlahden Saha
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ドアに関して。　ドアには鍵と取っ手は取り付けていません。 
現場での取り付けになります。図解入りの説明書に従い取り付けていただきます。 

玄関ドア用

室内ドア用
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Painting

Kultlahden Saha

Kultlahden Saha

ログハウスはカラーリングでイメージが変
わってきます。経年経過後は色をつけるの
も良いかもしれません。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。 
皆様のログハウスの完成が素晴らしいものになるようお祈り申し上げます。また
工事中のお怪我などには充分に気をつけて工事していただきたいと思います。 
ログハウスは部分詳細図などはあまりありませんので現場で対応する 
場面が多々あるかもしれません。その際には創意工夫なさっていただく 
場合もあるかと思われます。�以上よろしくお願い申し上げます。 

本書の無断複写・複製・転載は固くお断りいたします。クルタラーデン社�
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PRIVAT TUOTEOPAS

2011
Lisätietoja tuotteistamme löydätte sivuilta www.abloy.fi

玄関ドアの鍵の取り付け方追加資料
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Ohessa CY001 sylinterin pakkauksessa olevat osat. CY002 sylinterissä 
vääntönupin korvaa tupla-avainpesä, tällöin lukko avataan avaimella 
sekä sisä- että ulkopuolelta.

HUOM! Osa jatkolevyistä ja kiinnitystarvikkeista jää ylimääräiseksi 
asennuksessa.

Avain ja avainpesä

Vääntöraudat, vääntöraudan
tukipala ja ohjain

Jatkolevyt M5 kiinnitysruuvit

Poraussuoja1,5 mm jatkolevy Liitinkappaleen levy

Avainpesän suojarengas ja vääntönuppi

AVAINPESÄ- SEKÄ KIINNITYSTARVIKKEET
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VÄÄNTÖRAUDAN KIINNITTÄMINEN
AVAINPESÄÄN

r�*1�QBLLBVLTFTTB�OFMKÅ�FSJMBJTUB�WÅÅOUÕSBVUBB������������������������������
   joista lyhyet vääntöraudat ovat tarkoitettu                         
   vain 4260-lukkorungolle.
r�7ÅÅOUÕSBVUB�LJJOOJUFUÅÅO�BWBJOQFTÅÅO�QBJOB�������� ����
   malla se avainpesän päähän. Oikein asennettuna 
   rauta lukittuu avainpesään.

 

AVAINPESÄN PITUUDEN JATKAMINEN

r�"WBJOQFTÅO�QJUVVUUB�WPJEBBO�KPVUVB�KBULBNBBO�� ����
���PWFO�WBIWVVEFO�LBTWBFTTB��1JUVVUUB�KBULFUBBO�
   paksuuden mukaan pakkauksesta löytyvillä 
   jatkolevyillä ja katkaistavalla vääntöraudalla. 
   Jatkolevyjen tarve määritellään mittaamalla lukko-          
   rungon etäisyys oven ulkopinnasta. Tarkemmat 
   ohjeet jatkolevyjen määrästä löytyvät asennusohjeista.

r�&TJNFSLLJ��,VWBO�BWBJOQFTÅÅO�PO�BTFOOFUUV��� ����
   neljä jatkolevyä.

���"WBJOQFTÅÅO�LJJOOJUFUUÅWÅ�WÅÅOUÕSBVUB�
    katkaistaan numeron neljä kohdalta.
2. Muovinen ohjain pujotetaan vääntörautaan.
3. Neljä jatkolevyä asennetaan avainpesän 
    jatkoksi.
���7ÅÅOUÕSBVUB�QBJOFUBBO�BWBJOQFTÅO�QÅÅIÅO�
    Rauta lukittuu paikoilleen pesään.
5. Tarkistetaan avaimella, että avainpesä toimii.       
    Tarkemmat ohjeet löytyvät asennusohjeesta.

Vääntörauta

Jatkolevyt

AVAINPESÄ- SEKÄ KIINNITYSTARVIKKEET CY001 -AVAINPESÄN ASENTAMINEN
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Kuva 1.
"TFOOB�WÅÅOUÕSBVEBO�UVLJQBMB�MVLLPSVOLPPO�
Kuva 2. ja 3.
*1�QBLLBVLTFTTB�PMFWBU�MZIZFNNÅU�.���SVVWJU�QV-
jotetaan hammasaluslevyjen läpi. Ruuvit katkaistaan 
sopivaan mittaan ja työnnetään liitinkappaleen levyn 
MÅQJ��&OOFOLVJO�WÅÅOUÕSBVEBO�WPJ�QVKPUUBB�MJJUJO-
kappaleen levyn läpi, se pitää katkaista. Tarkemmat 
ohjeet vääntöraudan katkaisemisesta ja asentamisesta 
lukkorunkoon löytyvät asennusohjeista. Liitinkap-
paleen levyssä olevat ruuvit työnnetään lukkorungon 
läpi. Ruuvit ruuvataan oven toiselle puolelle asennet-
tavaan avainpesään kiinni.
Kuva 4.
*1�QBLLBVLTFTTB�PMFWBU�QJEFNNÅU�.���SVVWJU�LBU-
kaistaan sopivaan mittaan ja työnnetään vääntönupin 
kiinnitysreikien läpi. Ruuvit työnnetään lukkorungon 
läpi ja samalla asetetaan edellisessä työvaiheessa kat-
kaistu vääntörauta nupissa olevaan reikään.
Kuva 5.
"WBJOQFTÅO�TVPKBSFOLBBO�TJTÅMMF�BTFUFUBBO�QPSBVTTVPKB��
4VPKBSFOHBT�BTFUFUBBO�BWBJOQFTÅO�QÅÅMMF��7ÅÅOUÕOVQJO�
ruuvit ruuvataan suojarenkaaseen kiinni.

ASENNUS

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 4.

Kuva 5.

CY001 -AVAINPESÄN ASENTAMINEN

4190
LC204

LC-100

VÄÄNTÖRAUTA

Vääntöraudan pää asetetaan lukkorungolle -rungosta 
riippuen seuraavasti:

A

B

A= LC-100
B= 4190, LC204
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4VPSJUB�LBJLLJFO�MVLLPKFO�UFMLJFO�KB�BWBJOQFTJFO�	LÅZUUÕMVLPU�WBSNVVTMVLPU�QJULÅTBMWBU
�WPJUFMV�LFSSBO�WVPEFTTB��5BS-
kista myös, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnollisesti kiinni. Muista, että lukot toimivat vain, kun ovi on huolelli-
TFTUJ�TVMKFUUV��0WFO�MVLLJVUVNJOFO�PO�BJOB�TZZUÅ�WBSNJTUBB�UZÕOUÅNÅMMÅ�PWFB�m�FUFOLJO�KPT�PWFTTBTJ�PO�UJVLBU�UJJWJTUFFU��
,ÅZUUÕMVLPO�UBLBMVLLJVUVFTTB�LVVMVV�QJFOJ�NVUUB�NFSLJUUÅWÅ�OBQTBIEVT��TF�PO�NFSLLJ�TJJUÅ�FUUÅ�PWJ�PO�WBSNBTUJ�
lukossa. ABLOY® PRIVAT -käyttölukon lukitustilan voit varmistaa helposti myös painikkeesta kokeilemalla.

Muista aina, että jos avaimesi katoaa tai muutat uuteen asuntoon, sinun on syytä sarjoituttaa asuntosi lukot uudelleen. 
Uudelleensarjoituksella varmistat, ettei edellisillä asukkailla ole asuntosi avainta.

Tekniset laitteet tarvitsevat moitteettoman toiminnan varmistamiseksi säännöllistä huolenpitoa. Niin myös ko-
tiovesi  ABLOY®��MVLPU��-VLLPKFO�PNBUPJNJOFO�IVPMUP�PO�WBSTJO�WBJWBUPO�UPJNFOQJEF��5JQQB�MVLLPÕMKZÅ�MVLLPKFO�
LSJJUUJTJJO�LPIUJJO�FMJ�

Tarkista painikkeen, lukon ja avainpesän 
ruuvien kireys määräajoin, vähintään
kerran vuodessa.

Vääntönupin
juureen

Teljille

Avainpesään

NÄIN HUOLLAT ABLOY® LUKKOJASI

88
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An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.  

www.abloy.fi

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
������+0&/466
puh. 020 599 2501
GBY�� ������������

Etelä-Suomi
Abloy Oy
-BST�4PODLJO�LBBSJ���
������&4100
puh. 020 599 4200
GBY�� ������������ SERTIFIOITU

ORGANISAATIO

ISO 9001    ISO 14001
OHSAS 18001
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