
※ 価格は全て税抜価格です。
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OPTION

PG
プレミアム
グレー

MG
ミスト
グレー

市販品のⒶ 換 気扇（20㎝
用）が取付けられる穴あきパ
ネルで、Ⓑ樹脂製枠付です。
下記の部品は市販品をお
求めください。
Ⓐ一般用20㎝換気扇
Ⓒウェザーカバー
※納入後追加注文の場合、既設内 
　装材をご利用ください。
㊟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）

Ⓒ

Ⓑ

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

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。

アミ戸の種類 該当ガラス窓 価格 梱包番号
AW-3P GP-3H 用 ¥5,500 F9-9927
AW-4P GP-4H 用 ¥5,900 F9-9928

種類 外寸法 ガラス寸法
幅×高さA B

GP-3H 1260 890 555×746
GP-4H 1680 890 765×746

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

GP-3H 壁パネル 3 枚分 ¥29,900 ¥27,300 ¥50,600
GP-4H 壁パネル 4 枚分 ¥38,900 ¥35,200 ¥66,500

㊟1 現地手配する場合のガラスは有効板厚3〜6.8㎜です。
㊟2 ガラス無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。
㊟3 扉・框ドア・ガラス窓をコーナー柱の両脇に並べて取付けることはできません。

（組立工事費別）※障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4㎜です。

採光壁6

ガラス窓・アミ戸（ハイルーフタイプ専用）4

20㎝換気扇取付用パネル3

通気パネル5

種類 本体同時注文 納入後追加注文 梱包番号
KTP-S

¥7,300
￥10,500 H9-0856

KTP-H ￥11,500 H9-1856

種類 壁枚数 本体同時注文 納入後追加注文
DP-S

壁2枚分 ¥49,500
￥60,700

DP-H ￥63,300

種類 本体同時注文 納入後追加注文 梱包番号
KSP-S

¥5,200
¥8,400 H9-0851

KSP-H ¥9,400 H9-1851

種類 本体同時注文 納入後追加注文 梱包番号
KXP-S

¥5,200
¥8,400 H9-0853

KXP-H ¥9,400 H9-1853

B

A

300

315

75

100

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㎜
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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タイプ　W753×H2040
材質：上部・下部ともにアルリーダー
サイズ：Sタイプ　t3.0×722×756.5
　　　　　　：Hタイプ　t3.0×722×906.5

●扉吊り元の逆仕様（左吊り元）
　スタンダードタイプ：DP-SL　ハイルーフタイプ：DP-HL
㊟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。

㊟1 扉・框ドア・ガラス窓をコーナー柱の両脇に並
べて取付けることはできません。

㊟2 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。

※納入後追加注文の場合、既設内
　装材をご利用ください。
㊟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。

㊟1 扉・框ドア・ガラス窓をコーナー柱の両脇に並
べて取付けることはできません。

㊟2 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。

(組立工事費別)

框（かまち）ドア（ドアクローザー付）2

もうひとつの出入り口として、便利です。 庫内温度の上昇を避けるため、北側など直射日光の当たらない場所への
取付けをおすすめします。※扉の形式は引き込み式2枚戸です。

※開き方は左右どちらかに設定できます。
※本体からの扉枠の出幅は約75㎜です。
※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。

※納入後追加注文の場合、既設内 
　装材をご利用ください。

（組立工事費別）

扉1

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
SP-4S 壁パネル

4枚分 950
1725

¥26,500
¥48,900

SP-4H 2025 ¥54,100

庫内上部

庫内

通気ガラリ

カバー

NXP型
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㊟自転車など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。

※制限重量は2500N/㎡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。

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。

地盤がコンクリートやアスファル
トの場合の転倒防止工事用に改
良マスの代用品としてご利用く
ださい。
㊟ 特に風当たりの強い場所でのご使用は避

けてください。

㊟10㎡以上の物置には標準で内アンカー用
　のプレートを付属しています。

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。

Ⓐ調整範囲：150〜180㎜

床へのキズを防ぎ、雨の日
などにもすべりにくいマット

（厚さ1ミリ）です。

価格 梱包番号
¥18,000 H9-9940

価格 梱包番号
¥4,000 H9-0031

Ⓐ 900

400

4ヶ所用 6ヶ所用
価　　格 ¥4,000 ¥6,000
梱包番号 H9-9930 H9-9931

材質：エラストマー（ゴム質）
表面：細かいシボ加工／裏面：無地

600

1200

79

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。

（組立工事費別）
㊟エルボの出口は、外径φ53です。
　扉枠脇・框ドア枠脇に雨とい（たてと

い）を取付ける場合は別途下記部品が
必要となります。

◯価格については各機種欄参照

扉用雨とい金具セット
価　　格 ¥400
梱包番号 H9-9981

扉部
雨とい取付例

雨とい7

300 300

100

コンクリート用型枠8

内アンカー工事にご利用くださ
い。アンカーボルト（M10〜12）は
市販品をご利用ください。

使用イメージ

4個入 6個入
価　　格 ¥1,600 ¥2,400
梱包番号 H9-9932 H9-9942

アンカープレートU9

アルミスロープ11

床用マット12

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）

棚
板

01-1 1枚1組 ¥2,400 H1-0171 30×450×  853 100kg
01-2 2枚1組 ¥4,800 H1-0172 〃　×  853 100kg
02-1 1枚1組 ¥3,100 H1-0271 〃　×1273 145kg
02-2 2枚1組 ¥6,200 H1-0272 〃　×1273 145kg
03 〃 ¥4,800 H1-0372 〃　×  781 90kg
05 〃 ¥6,000 H1-0572 〃　×1201 140kg
36 〃 ¥4,800 H1-3672 〃　×  796 90kg
38 〃 ¥4,800 H1-3872 〃　×  832 95kg
41 〃 ¥6,200 H1-4172 〃　×1256 145kg

●棚板

収納に便利な棚板を追加す
ることができます。標準棚板

450

（組立工事費別）

棚板・棚支柱セット10

●棚支柱セット
略番 タイプ 種類 価格 梱包内容 梱包番号

61
S 棚支柱セットPS ¥2,300 PS（1）,BNS（1）,CJ（2）, 取付板（1）H9-9075
H        〃      PH ¥2,500 PH（1）,BNH（1）,CJ（2）, 取付板（1）H9-9175

62
S   カバー   TS ¥1,000 カバー TS（2） H1-0254
H        〃      TH ¥1,200 カバー TH（2） H1-1254

63 H 棚支柱 EPH ¥1,400 EPH（1） H9-4075

（組立工事費別）

㊟本体設置後の追加注文の場合は、
別途組立費が必要となり割高で
す。また、扉やドアの取付位置によ
って必要な部材が変わる場合があ
りますので、発注時にお問い合わ
せください。
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