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種類 外寸法 ガラス寸法
幅×高さA B

GN-2 840 640 345×496
GN-3 1260 890 555×746
GN-4 1680 890 765×746
※障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は
　4㎜です。

㊟乗車をしながらの入出庫は危険ですのでお止め
　ください。

㊟乗車をしながらの入出庫は危険ですのでお止め
　ください。

オプション品
記号説明

記号 タイプ 壁パネル高さ寸法
S スタンダード 1800㎜
H ハイルーフ 2100㎜
J ジャンボ 2400㎜

防盗バー1

ワイヤーロックバー2

バイク保管庫用リモコンシャッター3

バイク用スロープ4

アルミスロープ（バイク重量：300kgまで）5

ガラス窓・アミ戸6

（組立工事費別）
価格 梱包番号

¥11,400 H9-3958

アミ戸の種類 該当ガラス窓 価格 梱包番号
AW-2P GN-2用 ¥4,900 F9-9926
AW-3P GN-3用 ¥5,900 F9-9927
AW-4P GN-4用 ¥6,300 F9-9928

種類 壁枚数 本体同時注文 納入後追加注文
（ガラス付き）ガラス付き ガラス無し

GN-2S 壁パネル
2枚分 ¥26,100 ¥24,300

¥33,300
GN-2H ¥35,300
GN-3S

壁パネル
3枚分

¥31,600 ¥28,800
¥42,400

GN-3H ¥45,400
GN-3J ¥34,600 ¥31,800 ¥50,800
GN-4S

壁パネル
4枚分

¥40,900 ¥36,900
¥55,300

GN-4H ¥59,300
GN-4J ¥44,400 ¥40,400 ¥66,000

㊟1 ガラス窓の前には棚板の取付けはできません。
㊟2 ガラスなしセットも用意しております。ガラスなしセットの付属グレチャンは板厚3㎜用です。

3㎜を超えるガラスを使う場合は現地で手配してください。
㊟3 現地手配する場合のガラスは有効板厚3〜6.8㎜です。
㊟4 柱前の隣りには取付けできません。またJ（ジャンボ）タイプのコーナー部分にも取付けできません。

（組立工事費別）

庫内後面に車輌と本体を連結するバー
でより効果的な防犯対策としてご利用
ください。

種類 価格
間口 1370㎜用 ¥3,400
間口 1790㎜用 ¥3,600
間口 2210㎜用 ¥3,800
間口 2630㎜用 ¥4,900

㊟1 本体組立後の取付けはできません。
㊟2 バーと後面壁との隙間は85㎜です。
㊟3 内部奥行寸法が−45㎜となります。
㊟4 他のオプションが取付けできない場合があります。

ご相談ください。

夜間・早朝の入出庫に、開閉音が静かなリモ
コンシャッターで、バイクから降りずに開閉で
きる便利なオプションです。（送信機2個付）

※本体価格に追加される金額で、取付工事費込みと
なっています。現在使用のシャッターにモーターを取
付ける仕様となりますので、必ず機種名をご確認く
ださい。
㊟1 停電時は庫内で「手動切換」をする必要があり

ますので、必ずオプションの「壁面扉」を取付け
てください。

㊟2 本体までの電気配線工事は別途です。
㊟3 明かり窓付スラットは付いていません。

万が一シャッターが壊されても、頑丈な
バーが愛車を守ります。入出庫の時は
縮めて、柱に引っ掛けられます。（錠付・
板厚1.6㎜）
㊟1 内部奥行寸法が−60㎜となります。
㊟2 間口1370〜2210㎜まで対応可能。
㊟3 シャッター補強金具との併用はできません。

床付タイプでの入出庫時にご利用くだ
さい。何個でも連結可能です。
カラー：ミストグレー

軽量で出し入れ簡単なのでスロープが常
設できない場所での利用に大変便利で
す。アジャスター付なのでレベル調整も簡
単に行えます。

高さ
調整範囲
150〜180㎜

650600

900

400

価格 梱包番号
¥16,000 H9-9911

本体同時注文 納入後追加注文
¥210,000 ¥229,000

価格 梱包番号
¥19,500 H9-9940

※参照

FXN

FXN

FXN

FXN

FXN

壁面扉7

種類 壁枚数 開口寸法（㎜) 本体同時注文 納入後追加注文幅 高さ
SRN-3S

壁パネル
3枚分 674

1725
¥19,300

¥30,100
SRN-3H

2025
¥33,100

SRN-3J ¥22,500 ¥38,700
SRN-4S

壁パネル
4枚分 950

1725
¥19,900

¥34,300
SRN-4H

2025
¥38,300

SRN-4J ¥24,900 ¥46,500
SRN-5S

壁パネル
5枚分 1266

1725
¥23,700

¥41,700
SRN-5H

2025
¥46,700

SRN-5J ¥27,600 ¥54,600

内部から開錠・施錠が可能な錠前
で、リモコンシャッターと併せてご
利用ください。

※開き方は左右どちらかに設定できます。

内部

㊟1 開口部を柱前寄りに取付けないでください。（S・Hタイプのみ）
　　※開口部にシャッターが重なります。
㊟2 バイク保管庫床付タイプは柱前隣りに取付けできません。
㊟3 バイク保管庫の後面に取付ける場合は、オプションの雨といを取付けてください。

扉カラーはPG色とMG色の2色選択となり
ます。ご注文の際は色番をご指定ください。

PG プレミアム
グレー MG ミスト

グレー

（組立工事費別）

150

B

A

（組立工事費別）
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オプション品
取付けの
注意事項

❶壁パネル1枚分の幅は420㎜です。
❷オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
❸本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり
　割高になりますので本体購入時にご検討ください。

リモコンシャッター8 KR

高基礎仕様（傾斜地用）9
傾斜地での設置のほか、車高
の高い自動車の収容など、ガ
レージの設置場所の利用範
囲をワイドに広げます。

「高基礎仕様」とご指定くだ
さい。
○価格については各機種欄
参照
㊟1 施工後の仕様変更はできません。
㊟2  水切りの都合上、基礎（A寸法部）は
　　50㎜以上立ち上げてください。

手もとのリモコン操作で、離れたと
ころからでもシャッターの開閉は自
由自在。雨の日などには、濡れるこ
となく車庫入れができ、大きな威力
を発揮するオプションパーツです。

300

75

アルミ製框ドアです。（リバーシブルキー3枚付）
開口寸法：Sタイプ  W753×H1740
　　　　　　　　：H・Jタイプ  W753×H2040
材　　質：上部 型板ガラス（t4.0）
　　　　　下部 アルリーダー（t3.0）
サ イ ズ：Sタイプ  W722×H756.5
　　　　　　　　：H・Jタイプ  W722×H906.5

㊟1 現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。
㊟2  柱前寄りには取付けできません。またJ（ジャンボ ）タイプのコーナー部分にも取付けできません。
㊟3 バイク保管庫の後面に取付ける場合は、オプションの雨といを取付けてください。

●扉吊り元の逆仕様（左吊り元）を注文の場合は、
種類（型番）の末尾にLを明記してご注意ください。

(組立工事費別)

写真は庫内側

框（かまち）ドア（ドアクローザー付）10

型板ガラス

A寸法（㎜）
KR・FXN

標準品 50〜200
高基礎仕様 200〜500

追加送信機（1個） 本体同時注文 納入後追加注文
¥13,500 別途

●リモコンシャッターの仕様について

障害物感知装置
負荷感知装置は、開閉機に内蔵されており、障害物を感知
すると瞬時停止後、わずかに反転上昇し停止する方式です。

感知荷重：約 200N（20kgf）以下

開閉方式 通常時：リモコンによる電動操作
停電時：クラッチ解放による手動操作

リミット調整 全開、全閉位置の停止位置（リミット）調整が必要です。

電動機
電源：AC100V
定格出力：40W（ブレーカーは10Aとしてください。）
全負荷電流：1.79A〜1.9A

注意事項

1. 寒冷地などでは、氷結の影響や凍結により、開閉中に
停止（または、負荷感知・反転上昇後停止）したり、開
閉できない場合があります。

2. 強風の影響で、開閉中に停止したり、開閉できない場
合があります。

3. テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域や熱反射
ガラスを採用した車両内でのリモコン操作では、到
達距離が短くなったり、誤作動する場合があります。

4. スプリングでバランスを取りながら電動機で開閉す
る構造のためバランスの状態によっては、開閉作動
中にシャッターが小刻みに動く場合があります。

電気工事店に依頼していただくガレージまでの一次側電源は、外部から見て
左側手前の壁パネル上部にコンセント「100V・1口用」を取付けてください。 
※一次側の電源工事は電気工事士の免許を有する人以外できません。

㊟1 各機種（シャッター1ヵ所当り）の標準価格に追加される価格です。
㊟2  本体設置後の追加注文の場合は、必ず機種名をご確認ください。なお、価格にはシャッター

スラットの金額は含まれておりません。
㊟3  停電の時、手動で使用するためには、内部側で「手動切換」をする必要がありますので、オ

プションの「壁面扉」または「框ドア」を必ず取付けてください。
　　手動に切り替えた際、シャッターが全閉しない場合があります。
㊟4 ガレージ本体までの電気配線工事は別途です。
㊟5 離島地域への取付工事費は別途ご相談ください。
㊟6 落雷の影響により電気部品が破損することがあります。

◯リモコンシャッター《施工》に関する注意事項

送信機：2個付、明かり窓なし仕様

本体同時注文 納入後追加注文

¥210,000
¥229,000

（取付工事費込み）
○注2参照

種類 壁枚数 本体同時注文 納入後追加注文
DR-S

壁2枚分
￥58,600

￥65,800
DR-H ￥67,800
DR-J ￥61,000 ￥71,800

20㎝換気扇取付用パネル・換気扇フード12

小窓パネル11

（組立工事費別）
種類 本体同時注文 納入後追加注文

KNX-S
¥4,600

¥  8,200
KNX-H ¥  9,200
KNX-J ¥10,000

市販品の換気扇（20㎝用）が取付けられる
樹脂製枠付の穴あきパネルです。
㊟1 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付けて

ください。
㊟2 写真の換気扇本体は装備されていません。

（組立工事費別）

種類 本体同時
注文

納入後
追加注文 梱包番号

KM-S
¥3,300

¥6,900 H9-0140
KM-H ¥7,900 H9-0141
KM-J ¥8,700 H9-0142

換気良好な小窓の取付けが可能です。
Ⓐは90㎜・120㎜・150㎜の3段階で調節
できます。
㊟ 後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付け

てください。

Ⓐ

318

297

フード

屋外 庫内

壁パネル180

換気扇

本体と同色のスリム
な換気扇フードです。

（組立工事費別）

種類 価格 梱包番号
FK ¥2,700 B9-5309

343

180

㊟ 埋め込み部＋シャッター
　 部が180㎜以下（フード内
　 有効寸法）の換気扇にご
　 使用ください。

345

20㎝換気扇（市販品）取付用イメージ

採光壁13

（組立工事費別）

ポリカーボネート製のはめ殺し採光壁です。
窓部：ポリカーボネート製（無色・マット調）

種類 本体同時
注文

納入後
追加注文 梱包番号

KS-S
¥4,000

¥7,600 H9-0151
KS-H ¥8,600 H9-1151
KS-J ¥9,400 H9-2151
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OPTION

㊟後面に取付ける場合はオプションの雨といを取付
　けてください。

オプション品
記号説明

記号 タイプ 壁パネル高さ寸法
S スタンダード 1800㎜
H ハイルーフ 2100㎜
J ジャンボ 2400㎜

棚下引き出し21

フード付メッシュパネル16

壁補強セット（ハイルーフタイプ専用）17

通気パネル15

大型採光壁14

工具等の小物の収納に適してい
ます。

㊟ ワイド棚への取付けはできません。

583

354

54

窓部：ポリカーボネート製
　　  グレースモーク色

（組立工事費別）

（組立工事費別）

大型採光壁の種類 本体同時注文 納入後追加注文 梱包番号
KOS-S ¥  9,000 ¥12,600 H9-0159
KOS-H ¥  9,000 ¥13,600 H9-1159
KOS-J ¥12,000 ¥17,400 H9-2159

ポリカーボネート製（グレースモ
ーク色）のはめ殺し採光壁です。
庫内への採光はもちろん、出庫
時に横切る車輌や通行人を判別
できる機能も兼ねています。
㊟ 写真はJタイプ用です。S・Hタイプ用には

壁上部75×300（2ヶ所）がありません。

300

550

550

75

強風地や多雪地域で壁面に雪の圧
力がかかる恐れがある場合に壁の
強度を増す補強材（支柱NH）です。

㊟1 強風地域では転倒防止工事にも十分ご
配慮ください。

㊟2 オプション取付け場所によっては所要数
が変わりますのでご相談ください。

◯価格については各機種欄参照

上部

下部

庫内の換気に役立つ通
気ガラリが４個付いてい
ます。換気時にも虫の侵
入を防ぐ安心設計です。
庫内側のカバーを上下す
ることで換気量が調整で
き、ほこりや雨水の浸入も
低減できます。

583

354

54

FXN

シャッター補強金具19

シャッターケース20

雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちら
にもできます。たてといは角型50採用。

㊟1 エルボの出口は、外径φ53です。壁面扉枠・框ドア枠脇
　　に雨といを取付ける場合はP.126■14の壁面扉用雨とい金
　　具セットが必要となります。
㊟2  積雪地では凍結により破損する恐れがあります。

（組立工事費別）

◯価格については各機種欄参照

◯価格については各機種欄参照

FXN・KR用たてとい延長パーツ〈U50〉
たてといを50㎝延長できます。高基礎仕様等にご利用くだ
さい。

価格 梱包番号
¥900 H9-1815

価格 梱包番号
¥4,300 H9-5099

台風等強風時のシャッター外れ
防止用としてご利用ください。
㊟1 シャッター補強金具付の時はオプション
　　の「壁面扉」または「框ドア」をおすすめ
　　します。
㊟2  強風地では転倒防止工事にも十分ご
      配慮ください。
㊟3 FXNのSタイプには取付けできません。
㊟4 間口2210㎜以下の設定はありません。

（組立工事費別）

シャッターの巻き上げによる雨水
の浸入防止用にご利用ください。

間口 価格 梱包番号
1370㎜ ¥  8,100 H9-3982
1790㎜ ¥  9,200 H9-3983
2210㎜ ¥10,400 H9-3984
2630㎜

¥11,500 H9-3985
2650㎜
3070㎜ ¥12,700 H9-3986

（組立工事費別）

雨とい18 FXN

間口 価格
2630㎜

¥7,5002650㎜
3070㎜種類 本体同時注文 納入後追加注文 梱包番号

KT-S
¥5,700

¥  9,300 H9-0056
KT-H ¥10,300 H9-1056
KT-J ¥11,100 H9-2056

庫内上部

㊟後面に取付ける場合はオプシ
ョンの雨といを取付けてくだ
さい。

通気ガラリ

カバー

315

100

後面棚22
棚板の高さ調節は、100㎜ピッチで
Hタイプ：14段階調節 
J タイプ：17段階調節
㊟棚板を段違いに並べる場合は、棚支持金
　具Fが追加で必要となります。

KR

（組立工事費別）

（組立工事費別）

上部は鋼板製メッシュパネル（φ8穴）、
下部は庫内からカバーを上下すること
で換気量が調節できる樹脂製のガラリ
です。

種類 本体同時注文 納入後追加注文
KFM-S

¥8,800

¥12,400

KFM-H ¥13,400

KFM-J ¥14,200

（組立工事費別）

366

345
80

180
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オプション品
取付けの
注意事項

❶壁パネル1枚分の幅は420㎜です。
❷オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
❸本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり
　割高になりますので本体購入時にご検討ください。

後面ワイド棚23

幅 A B タイプ 価格

① 2650 84 84
H ¥33,000
J ¥34,800

② 3070 86 86
H ¥35,000
J ¥36,800

後面

後面配置例（価格は２段です。） （組立工事費別）

棚板の高さ調節は、100㎜ピッチで
Hタイプ：15段階調節　
J タイプ：18段階調節
㊟ 高基礎仕様の場合は、棚支柱用ベース
　 が各支柱ごとに1個￥700（H8-3989） 
　 必要となります。

KR

側面棚24

34 34

42 42 4242

34 34 34

42 42

34 34 34

42 42

34

42 4242

34 34 34

42 42

34
F

奥行 A B C D E F タイプ 価格
① 5430㎜ 24 23 22 23 22 - H ¥38,700

② 5850㎜ 21 22 23 22 23 22
H ¥44,700
J ¥46,100

 ①

 ①②

 ②
（組立工事費別）側面配置例（価格は1 段の場合です。）

棚板の高さ調節は、100㎜ピッチで
Hタイプ：14段階調節 
J タイプ：17段階調節
㊟1  車のサイズによっては棚が車に接触する 場合がありま
 すのでご確認ください。
㊟2  棚板の高さ（上面）は土台下より
  　  最高 Hタイプ：約1800㎜
  　  最高 J タイプ：約2100㎜
㊟3  側面棚は後面棚と交差しての使用はできません。
㊟4  棚板を段違いに並べる場合は、棚支持金具Fが追
　　加で必要となります。

KR

A B

43 43 43

側面ワイド棚25

奥行 A B C D E F タイプ 価格
① 5430㎜ 84 73 72 73 72 - H ¥66,200

② 5850㎜ 81 72 73 72 73 72
H ¥75,400
J ¥79,600

棚板の高さ調節は、100㎜ピッチで
Hタイプ：15段階調節　
J タイプ：18段階調節
㊟ 高基礎仕様の場合は、棚支柱用ベース
　 が各支柱ごとに1個￥700（H8-3989） 
　 必要となります。

側面

43 43 4343 43 43 43 4343 4343 43 43 ①  ②
（組立工事費別）側面配置例（価格は2段の場合です。）

KR

L型配置ワイド棚26

棚板・棚支柱価格表27

幅（㎜） 棚板 棚支柱 タイプ Ⓐ 価格

2650 84
43

H -¥14,000
J -¥14,600

3070 86
H -¥15,000
J -¥15,600

  L型配置価格 ＝ 側面配置価格 ＋  後面配置価格 ー Ⓐ 価　格
　　㊟ ワイド棚板は、交差しての使用はできません。

ワイド棚板を L 型に配置する場合（価格は2段の場合です。）

（組立工事費別）

※1 制限重量は2000〜2500N/m2で計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
※2 棚支持金具ご使用の場合の制限重量は1枚当り50kgです。

棚板の種類 数 価格 梱包番号 厚さ×奥行×幅（㎜） 制限重量
（1枚当り）

F
X
N
用

01-1 1枚1組 ¥  2,600 H1-0171 30×450×853

※2参照

01-2 2枚1組 ¥  5,200 H1-0172 　　〃  ×853
02-1 1枚1組 ¥  3,400 H1-0271 　　〃  ×1273
02-2 2枚1組 ¥  6,800 H1-0272 　　〃  ×1273
08-1 1枚1組 ¥  3,400 H1-0871 　　〃  ×1312
08-2 2枚1組 ¥  6,800 H1-0872 　　〃  ×1312
28-1 1枚1組 ¥  3,400 H1-2871 　　〃  ×1231
28-2 2枚1組 ¥  6,800 H1-2872 　　〃  ×1231

227-1 1枚1組 ¥  2,600 H2-2771 　　〃  ×811
227-2 2枚1組 ¥  5,200 H2-2772 　　〃  ×811

K
R
用

21-1 1枚1組 ¥  2,600 H1-2171 　　〃  ×761
21-2 2枚1組 ¥  5,200 H1-2172 　　〃  ×761
22-1 1枚1組 ¥  2,600 H1-2271 　　〃  ×806
22-2 2枚1組 ¥  5,200 H1-2272 　　〃  ×806
23-1 1枚1組 ¥  2,800 H1-2371 　　〃  ×936
23-2 2枚1組 ¥  5,600 H1-2372 　　〃  ×936
24-1 1枚1組 ¥  3,300 H1-2471 　　〃  ×1181
24-2 2枚1組 ¥  6,600 H1-2472 　　〃  ×1181
25-1 1枚1組 ¥  3,400 H1-2571 　　〃  ×1226
25-2 2枚1組 ¥  6,800 H1-2572 　　〃  ×1226
26-1 1枚1組 ¥  3,500 H1-2671 　　〃  ×1391
26-2 2枚1組 ¥  7,000 H1-2672 　　〃  ×1391

ワ
イ
ド
棚
板

72 2枚1組 ¥  6,600 H1-7272 30×642×806 105kg
73 2枚1組 ¥  7,000 H1-7372 　　〃  ×936 125kg
75 2枚1組 ¥  9,000 H1-7572 　　〃  ×1226 160kg
81 2枚1組 ¥  6,600 H1-8172 　　〃  ×736 95kg
84 2枚1組 ¥  9,000 H1-8472 　　〃  ×1156 150kg
86 2枚1組 ¥10,000 H1-8672 　　〃  ×1366 180kg

（組立工事費別）

（組立工事費別）

略番 タイプ 棚支柱・棚支持金具の種類 価格 梱包番号

F
X
N
用

ー ー 棚支持金具 AN（1 個） ¥1,200 H9-0177
21×1 ー 棚支持金具 UJ（1 個） ¥1,100 H9-0277
21×2 ー 棚支持金具 UJ（2 個） ¥2,200 H9-0278

13
Sタイプ 棚支柱 JSD ¥1,300 H9-3875
Hタイプ 棚支柱 JHD ¥1,400 H9-3975

K
R
用

34×1 共通 棚支持金具 F （1 個） ¥1,600 B9-7094
34×2 〃 棚支持金具 F （2 個） ¥3,200 B9-7095

42
Hタイプ 棚支柱セット WH ¥2,500 H8-3975
J タイプ 　　 〃  　WJ ¥2,700 H8-3987

43
Hタイプ 倉庫用棚支柱セット WSH ¥5,000 H8-3976
J タイプ 　　 〃 　　　 WSJ ¥5,600 H8-3988

ー 棚支持金具 E（1個） ¥2,600 H9-0377

ー 棚支柱用ベース ¥  700 H8-3989

KR

自由に配置ができる物品棚（P.163■18 参照）も
ご利用ください。
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