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正面図 側面図

倉庫本体

倉庫
本体
基礎

CBA

3062

2910 / 5910
有効開口間口

2612
有効開口奥行

3000×連棟数+250

G.L
倉庫本体
基礎天端

倉庫本体

固定柱固定柱 移動柱

下屋柱 下屋柱

下屋2面

倉庫本体

固定柱固定柱 移動柱

下屋柱

下屋1面

下屋柱

下屋1面

下屋柱

下屋基礎
B

A

C
▽G.L

▽基礎天端

倉庫本体
基礎

 スロープ
(布基礎・高基礎のみ)

オプション品
記号説明

記号 タイプ 壁パネル高さ寸法
M ミディアム 2400㎜
T トール 2700㎜
G ジャイアント 3000㎜

A寸法(㎜) B寸法(㎜) C寸法(㎜)
ベタ基礎 150 390 540
布基礎 300 240 540

高基礎（＋300㎜） 600 240 840

（組立工事費別）

㊟1 倉庫本体基礎天端を基準として
設定してください。

㊟2  基礎によって下屋柱の埋め込み
量が変わります。

㊟1 ーー部は強度及び組立上取付けができません。
㊟2  本体組立後の取付けは解体が発生するため、本体と同時に取付けてください。
㊟3   ⑨と⑪は強度上本体のブレースが増えます。
㊟4  ⑩と⑫は強度上本体に上胴縁追加補強が追加になります。

※倉庫本体基礎天端からの寸法です。

下屋1

A
下屋高さ

B
下屋有効開口

C
シャッター有効開口

M、M高基礎 2615 2287 2418
T 、T 高基礎 2915 2587 2718
G、G高基礎 3215 2887 3018

寸法(㎜)
本体高さ

SGN 型

※下屋3面を取付けることも可能です。

・下屋柱は埋め込み方式のみとなります。
・奥行寸法は1サイズのみで、サイズ変更はできません。
・一般型、多雪地型のみで、豪雪地型対応はできません。
・屋根耐荷重と積雪目安
　一 般 型：1200N/㎡（120kgf/㎡）積雪目安は約60cmまで
　多雪地型：3000N/㎡（300kgf/㎡）積雪目安は約100cmまで
・雨といは標準装備。下屋屋根に結露軽減材は付いていません。
・下屋屋根は不燃材（認定番号NM-8697）です。

・下屋柱は倉庫本体の固定柱位置にしか取付けできないため、下記のよう
な制限があります。

・前面壁・前面壁ハーフ部分には下屋の取付けができません。
  （詳しくはP.194参照）

例)倉庫本体一般型3連棟の場合

例1)一般型3連棟に下屋1面を取付
　　ける場合

例2)一般型3連棟に下屋2面を取付
　　ける場合

移動柱位置には、下屋柱は取付けで
きないため、固定柱位置への1面分
の取付けになります。

移動柱位置には、下屋柱は取付けで
きないため、移動柱を挟んだ2面分
の取付けになります。

倉庫前の仮置き場や雨天時等の荷物の積み下ろしに便利なオプションで
す。下屋を利用することで作業効率がアップします。

一般地型 本体連棟数
単体 ２連棟 3連棟 4連棟 5連棟

下
屋
取
付
面
数

1
面

M ① ¥218,300 ---------- ③ ¥218,300 ---------- ③ ¥218,300
M高基礎・T ① ¥221,100 ---------- ③ ¥221,100 ---------- ③ ¥221,100
T高基礎・G ① ¥223,900 ---------- ③ ¥223,900 ---------- ③ ¥223,900
G高基礎 ① ¥227,700 ---------- ③ ¥227,700 ---------- ③ ¥227,700

2
面

M ---------- ② ¥349,500 ④ ¥349,500 ④ ¥349,500 ----------
M高基礎・T ---------- ② ¥352,300 ④ ¥352,300 ④ ¥352,300 ----------
T高基礎・G ---------- ② ¥355,100 ④ ¥355,100 ④ ¥355,100 ----------
G高基礎 ---------- ② ¥358,900 ④ ¥358,900 ④ ¥358,900 ----------

3
面

M ---------- ---------- ⑤ ¥509,600 ---------- ----------
M高基礎・T ---------- ---------- ⑤ ¥513,800 ---------- ----------
T高基礎・G ---------- ---------- ⑤ ¥518,000 ---------- ----------
G高基礎 ---------- ---------- ⑤ ¥524,200 ---------- ----------

多雪地型 本体連棟数
単体 ２連棟 3連棟 4連棟 5連棟

下
屋
取
付
面
数

1
面

M ---------- ⑥ ¥231,800 ⑥ ¥231,800 ⑥ ¥231,800 ⑫ ¥246,800
M高基礎・T ---------- ⑥ ¥234,600 ⑥ ¥234,600 ⑥ ¥234,600 ⑫ ¥249,600
T高基礎・G ---------- ⑥ ¥237,400 ⑥ ¥237,400 ⑥ ¥237,400 ⑫ ¥252,400
G高基礎 ---------- ⑥ ¥241,200 ⑥ ¥241,200 ⑥ ¥241,200 ⑫ ¥256,200

2
面

M ---------- ⑦ ¥390,700 ⑪ ¥413,900 ⑧ ¥390,700 ----------
M高基礎 ----------

⑦ ¥394,900
⑪ ¥418,100

⑧ ¥394,900 ----------
T ---------- ⑪ ¥418,900 ----------

T高基礎 ---------- ⑦
¥399,100

⑪ ¥423,100 ⑧
¥399,100 ----------

G ---------- ⑦ ⑪ ¥423,900 ⑧ ----------
G高基礎 ---------- ⑦ ¥404,300 ⑪ ¥429,100 ⑧ ¥404,300 ----------

3
面

M ---------- ---------- ⑨ ¥587,500 ⑩ ¥579,300 ----------
M高基礎 ---------- ---------- ⑨ ¥593,100 ⑩

¥584,900 ----------
T ---------- ---------- ⑨ ¥593,900 ⑩ ----------

T高基礎 ---------- ---------- ⑨ ¥599,500 ⑩
¥590,500 ----------

G ---------- ---------- ⑨ ¥600,300 ⑩ ----------
G高基礎 ---------- ---------- ⑨ ¥607,900 ⑩ ¥598,100 ----------

●仕様について

●取付けについて

●基礎について

●SGN-358タイプ（奥行延長タイプに取付ける場合はお問い合わせください。）



※ 価格は全て税抜価格です。

オプション

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500㎜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。
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種類 壁枚数 本体同時注文 納入後追加注文
DNR-M

2枚分
￥68,100 ￥77,700

DNR-T
￥69,100 ￥79,900

DNR-G ￥81,100

壁面扉4

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
SNR-3M

3枚分 868 2025 ¥45,200
¥59,600

SNR-3T ¥61,400
SNR-3G ¥63,200
SNR-4M

4枚分 1201 2025 ¥49,200
¥68,400

SNR-4T ¥70,800
SNR-4G ¥73,200

もう一つの出入り口として、内部
から開錠・施錠が可能な扉です。

※1 開き方は左右どちらかに設定できます。
※2 扉色は本体同色のミスト グレーです。
※3 リモコンシャッターと併せてご利用く
　  ださい。

㊟1 開き方はどちらにも設定できます。
㊟2 扉カラーはミストグレーです。
㊟3 ブレース取付箇所には取付けできません。

（組立工事費別）

錠前外観

錠前内観

アルミ製框ドアです。（リバーシブルキー3枚付）
開口寸法：W753×H2040
パネル材質：上部 型板ガラス（t4.0）
　　　　　　  下部 アルリーダー（t3.0）
パネルサイズ（上下とも）：W722×H906.5

※リモコンシャッターと併せてご利用ください。

●扉吊り元の逆仕様（左吊り元）
　ミディアムタイプ：DNR-ML
　トールタイプ：DNR-TL
　ジャイアントタイプ：DNR-GL
㊟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  ブレース取付箇所には取付けできません。

型板ガラス

框（かまち）ドア（ドアクローザー付）5

(組立工事費別)

庫内側

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。

リモコンシャッター2

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

電気工事店に依頼していただく倉庫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及び梁中、小梁部（連棟時のみ）にコンセント
「100V・2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。
㊟4 倉庫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

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。開口が
高い倉庫のシャッターの上げ
下ろしの手間を解消します。

リモコンシャッター
（明かり窓無し仕様）
送信機：2個付き

本体同時注文
納入後追加注文

（取付工事費込み）
㊟2参照

固定柱部シャッター ￥210,000 ￥229,000
移動柱脇
シャッター

両面 ￥437,000 ￥481,000
片面 ￥227,000 ￥252,000

（組立工事費別）

◯使用数、種類については各機
　種欄参照

SC-1（一面用） ¥13,000
SC-2（移動柱脇二面用） ¥26,000

シャッターケース3
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。
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高基礎仕様（傾斜地用）10
傾斜地での設置のほか、車高
の高い自動車の収容など、倉
庫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 豪雪地型は受注生産。間仕切壁8

写真の壁面扉、ガラス窓はオプションです。

※布基礎・ベタ基礎をご指定くだ
さい。
※布基礎仕様の場合、間仕切壁に
も布基礎が必要となります。
※移動柱部分には取付けできません。

種類 Mタイプ用 Tタイプ用 Gタイプ用

間仕切壁 H壁を使用
（2100㎜）

M壁を使用
（2400㎜）

T 壁を使用
（2700㎜）

ガラス窓・壁面扉などの
オプション取付け

Hタイプ用
オプション

(P.160・161参照 )
Mタイプ用
オプション

Tタイプ用
オプション

㊟1 間仕切壁には壁面扉、ガラス窓の取付け
　　が可能です。M用、T用、G用をご指定くだ
　　さい。（詳細は下表参照）
㊟2 本体組立後の取付けは、トラブルの原
因になりますので、本体と同時に取付け
てください。

㊟3 豪雪地型には取付けできません。

（組立工事費別）

種類 外寸法 ガラス寸法
幅×高さA B

GNR-2 1000 890 425×746
GNR-3 1500 890 675×746
※障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は
　4㎜です。

オプション品
記号説明

記号 タイプ 壁パネル高さ寸法
M ミディアム 2400㎜
T トール 2700㎜
G ジャイアント 3000㎜

小窓パネル7

（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
KNN-M

¥5,000
¥   9,800 B9-5202

KNN-T ¥10,400 B9-5203
KNN-G ¥11,000 B9-5204

換気良好な小窓の取付けが可能です。
㊟多雪地型・豪雪地型の場合、後面への取付けは
　できません。

外観

内部から90・120・150㎜の
3段階で開閉できます。

内観318

297

20㎝換気扇取付用パネル・換気扇フード9

（組立工事費別）

ガレージ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

295

295

345

343

180

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ブレース取付箇所には換気扇の取付制
限があります。詳しくはご相談ください。

㊟2 写真の換気扇本体は装備されていま
　　せん。
㊟3 多雪地型・豪雪地型の場合、後面へ
　　の取付けはできません。

種類 本体同時注文 納入後追加注文 梱包番号
KNK-M

¥6,300
¥11,100 B9-5302

KNK-T ¥11,700 B9-5303
KNK-G ¥12,300 B9-5304

㊟ 埋め込み部＋シャッター部が180㎜
　 以下の換気扇にご使用ください。

市販品20㎝換気扇取付けイメージ

樹脂製枠 251

25122
22

22

22

▽G.L

▽基礎天端

A寸法
▽F.L
土間コンクリート礎

基

柱
前

1400

豪雪柱

＜屋根板厚＞
多雪地型
t 0.8

豪雪地型
t 1.0

SGN 型

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

GNR-2M
2枚分 ¥37,500 ¥36,000

¥47,100
GNR-2T ¥48,300
GNR-2G ¥49,500
GNR-3M

3枚分 ¥47,400 ¥43,800
¥61,800

GNR-3T ¥63,600
GNR-3G ¥65,400

ガラス窓6

（組立工事費別）

㊟1 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㎜以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
㊟2 現地手配する場合のガラスは有効板厚3～6.8㎜です。

アミ戸の種類 該当ガラス窓 価格 梱包番号
ANW-2P GNR-2 用 ¥5,900 B9-2102
ANW-3P GNR-3 用 ¥6,300 B9-2103

A寸法（㎜）
標準品 200
高基礎仕様 500

◯価格についてはP.186・187参照

豪雪地対応（積雪1.5m、4500N/㎡）11
庫内には豪雪柱を立て、屋根の部材を
変更することで、豪雪地型への対応が
できるようになります。

。んせまきでは柱動移  1㊟
㊟2  奥行延長タイプはできません。

受注生産

受注生産

（組立工事費別）

◯価格については各機種欄参照

B

A



※ 価格は全て税抜価格です。

オプション

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500㎜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。
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●物品棚の選び方・ガレージへの設置例

例）水勾配1/100の土間に奥行方向へ配置する場合、連結は3m以内となります。

（組立工事費別）

奥行 間口 高さ 価格
基本棟 追加棟

01
（907㎜）

S（1800㎜） ¥44,800 ¥37,200
H（2100㎜） ¥46,600 ¥38,100
J（2400㎜） ¥48,400 ¥39,000

02
（1327㎜）

S（1800㎜） ¥50,600 ¥43,000
H（2100㎜） ¥52,400 ¥43,900
J（2400㎜） ¥54,200 ¥44,800

51
（907㎜）

S（1800㎜） ¥51,000 ¥43,400
H（2100㎜） ¥52,800 ¥44,300
J（2400㎜） ¥54,600 ¥45,200

52
（1327㎜）

S（1800㎜） ¥58,300 ¥50,700
H（2100㎜） ¥60,100 ¥51,600
J（2400㎜） ¥61,900 ¥52,500

天井つなぎ

棚
準
標行

奥
（

4
3
8
）
㎜

棚
ド
イ
ワ行

奥
（

6
3
0
）
㎜

物品棚同士を棚上部で連結できます。
転倒防止用としてご使用ください。

庫内のどこでも設置することができ
る軽量タイプの物品棚。
傾斜のある土間などにも設置できる
アジャスター付きです。（調節範囲30㎜）
棚板枚数：5枚（天板底板含む）
棚調節ピッチ：100㎜ピッチ
制限重量：棚板1枚あたり1000N（100kg）
但し、1棟の合計は6000N（600kg）まで。
（集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。）

㊟必ず付属の固定金具を使用して、アンカー固定をしてください。オールアンカー（M10）は、市
　販品をご使用ください。（柱1本あたり2本使用）

価格 梱包番号
¥2,000（1本入） H9-9091

上記寸法は柱芯寸法です。柱寸法は50×50㎜です。

通路幅900～1200㎜（30㎜ピッチ）まで対応

天井つなぎ

2棟目以降の柱は共通となるため、省スペースにもなります。
また、奥行が同じサイズであれば間口・高さ違いの組み合せが可能です。
高さ違いの組み合せについてはお問い合わせください。

+ + ＝基本棟

01J 02J

追加棟

01J
（907㎜） （1327㎜） （907㎜） （3141＋柱寸法50㎜）

追加棟 本体幅寸法 3191㎜

例）

E F GDA CB

3m以内 3m以内

1
100

※追加棟は土間などの傾斜がアジャスターの調整範囲30㎜を超えない範囲で連結してください。

）照参図下（。すまりなに」T・M1-NHS「はきとるけ付取に②①、もで様仕礎基高のプイタT・M※
　①本体が単体のとき。

」間の）用礎基タベ（T・M中前柱とT・M右左前柱「、で合場るす用併と壁切仕間は又、壁面前②　
 「柱前中M・T（ベタ基礎用）と柱前中M・T（ベタ基礎用）の間」に取付けるとき。

㊟棚上部を連結させるため、通路の妨げになら
　ないよう高さH・Jタイプにご使用ください。
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（組立工事費別）

胴縁固定金具（SGN用）
転倒防止用として庫内の胴縁と連結できます。

シャッター補強金具14

物品棚（軽量タイプ）12

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ご利用の際はオプションの「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。

価格 梱包番号
¥1,700（2本入） B9-9850

前面壁・前面壁ハーフ13
シャッターを前面壁に変更することができます。前面壁には各種オプション
の取付けができます。価格・納期はお問い合わせください。

前面壁ハーフ仕様

◯詳細はP.194・195参照

例：SGN-358TPN-3.5R

壁枚数 種類 高さ 基礎 価格

一面用
SHN-1M・T M・Tタイプ ベタ・布 ¥   7,900
SHN-1M 高・T 高※ 高基礎 ¥   9,000
SHN-1G・G高 Gタイプ ベタ・布・高基礎 ¥   7,900

移動柱脇
二面用

SHN-2M・T M・Tタイプ ベタ・布 ¥15,800
SHN-2M 高・T 高 高基礎 ¥18,000
SHN-2G・G高 Gタイプ ベタ・布・高基礎 ¥15,800

一般型 多雪地型・豪雪地型
単体 SHN-1×1 SHN-1×1
2連 SHN-2×1 SHN-1×2
3連 SHN-1×1、SHN-2×1 SHN-1×3
4連 SHN-2×2 SHN-1×4
5連 SHN-1×1、SHN-2×2 SHN-1×5

例：SGN-358TPN-3SSK

前面壁仕様（受注生産）


