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ミニショップなどの盗難防止用
としてご利用ください。
（内ロック式）
アミ戸の取付けも可能です。

㊟ガラス窓は価格に含まれております。

㊟ガラス窓は価格に含まれております。

●雨戸シャッター付ガラス窓 （アミ戸は　　参照）

●GM用雨戸シャッター付ガラス窓 （アミ戸は　　参照） （組立工事費別）

（組立工事費別）

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㎜

●ガラス窓

●GM用ガラス窓

●面格子（スタンダード・ハイルーフ共通）

●アミ戸（スタンダード・ハイルーフ共通）

●GM用アミ戸（スタンダード・ハイルーフ共通）

ガラス窓の種類 障子数 本体同時注文 ガラスなしセット価格 ガラス寸法　板厚×幅×高さ（㎜）
GSK-2S 壁

2枚分
2枚

¥30,200 ¥22,800 t3×521×748
透明ガラスGSK-2H

GSK-3S 壁
3枚分 ¥30,200 ¥24,500 t3×811×748

透明ガラスGSK-3H
GSK-4S 壁

4枚分 4枚 ¥45,200 ¥34,900 t3×534×748
透明ガラスGSK-4H

ガラス窓の種類 障子数 本体同時注文 ガラスなしセット価格 ガラス寸法　板厚×幅×高さ（㎜）
GM-2S 壁

2枚分
2枚

¥30,900 ¥23,000 t3×521×918
透明ガラスGM-2H

GM-3S 壁
3枚分 ¥32,000 ¥25,200 t3×811×918

透明ガラスGM-3H
GM-4S 壁

4枚分 4枚 ¥48,000 ¥37,600 t3×534×918
透明ガラスGM-4H

アミ戸の種類 価格 梱包番号
AGS-2P ガラス窓GSK-2用 ¥4,700 B-9064
AGS-3P 　　〃　GSK-3用 ¥5,200 B-9065
AGS-4P 　　〃　GSK-4用 ¥8,700 B-9066

GM用アミ戸の種類 価格 梱包番号
AGM-2P ガラス窓GM-2用 ¥5,200 B-9164
AGM-3P 　　〃　GM-3用 ¥5,800 B-9165
AGM-4P 　　〃　GM-4用 ¥9,900 B-9166

面格子の種類 価格 梱包番号
MS-2P ガラス窓GSK-2用 ¥19,600 B-9051
MS-3P 　　〃　GSK-3用 ¥24,100 B-9052

ガラス窓用雨戸の種類 価格
RAS-2P ガラス窓GSK-2用 ¥43,800
RAS-3P 　　〃　GSK-3用 ¥59,700

ガラス窓・アミ戸・面格子1

ガラス窓用雨戸2

GM用ガラス窓・アミ戸3

オプション取付けは別途組立工事費が必要となります。掃き出し窓・ガラス窓等のオプション部品は、なるべく本体購入時にご検討ください。
(本体設置後の追加注文の場合は別途工事が必要となり割高になります。）

丈夫で狂いの少ないアルミサッシガラス
窓。内部に自然光を採り入れ、通風効果
も高めます。また、盗難防止用として面
格子もご利用ください。

オプション品の取付けの注意点（扉・ドア・ガラス窓・掃き出し窓）

ガラス窓とガラス
窓は並べて取付け
できません。

扉・掃き出し窓の
隣にドアの取付け
はできません。

ドア本体の隣にガ
ラス窓の取付けは
できません。

扉・掃き出し窓と掃
き出し窓は並べて
取付けできません。

ドア入口枠と掃き
出し入口枠が当り
ます。

掃き出し入口枠左
右が当ります。

㊟雨戸、テラスに
ついても取付け位
置の制限が一部あ
ります。詳しくは
販売店にご相談く
ださい。

㊟ガラス窓 GSK-4 用はありません。

㊟ 1 ガラス窓 GSK-4 用はありません。　
㊟ 2 ガラス窓の価格は、含まれておりません。

㊟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。

（有効ガラス板厚3〜６.８㎜）（組立工事費別)

（有効ガラス板厚3〜６.８㎜) (組立工事費別)

（組立工事費別)

（組立工事費別)

ガラス窓サイズが大きいタイプで、ミニ
ショップや守衛所などの接客に向いてい
ます。
㊟面格子、雨戸、ブラインド、カーテンは用意しておりません。900

955

●

●

●

1070

785

●

●

●

盗難防止や風雨の対策用とし
て効果があります。
㊟戸袋側には壁パネルが必要となり、戸袋

の位置によっては、たてといが当たる場
合があります。

雨戸シャッター付ガラス窓（ハイルーフタイプ専用）4

GM用雨戸シャッター付ガラス窓の種類 本体同時注文
RGM-2H GM 用ガラス窓 GM-2H 用 ￥62,100
RGM-3H 〃　　　GM-3H 用 ￥79,100
RGM-4H 〃　　　GM-4H 用 ￥100,800

雨戸シャッター付ガラス窓の種類 本体同時注文
RSK-2H ガラス窓 GSK-2H 用 ￥57,600
RSK-3H 〃　  GSK-3H 用 ￥73,700
RSK-4H 〃　  GSK-4H 用 ￥94,600

扉・掃き出し窓とガ
ラス窓は並べて取
付けできません。

1

3
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㊟内部から施錠はできません。 ひと味違った感覚で物置をご使用できます｡
材質：塩化ビニール　厚さ：2.5㎜

土間としてご使用ください。
材質：塩化ビニール厚さ 2.5㎜

アルミ製高級フラッ
シュドアです。
(ドア取付けには壁
パネル2枚分のスペ
ースが必要です｡)

●扉

●扉用土間マット（仕切枠付）

●ドア用土間マット（仕切枠付）

●ドア（ドアクローザー付）

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

小型ひさし：ドア用のひさしです。 大型ひさし：親子ドア用のひさしです。

㊟1 多雪地での設置はさけてください。
㊟2 大型ひさしはドアには使用できません。
㊟3 扉（TOK）用はありません。

材　質：ポリカーボネート
カラー：グレースモーク

(組立工事費別)

土間としてご使用ください。
材質：塩化ビニール厚さ 2.5㎜

大小2枚のドアにより、有効開口部
間口を幅広く取ることができます。
㊟写真の右親、左子ドア仕様のみです。（逆仕様の場合はご相談ください。）

●親子ドア用土間マット（仕切枠付）

●親子ドア（ドアクローザー付）

アルミ製高級框ドアです。
上部：型板ガラス　t4×620×729
下部：アルポリック t3×620×800

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

（有効ガラス板厚3〜６.８㎜)(組立工事費別)

㊟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。

ドアや扉などからの出入りが便利に
なります｡

材質：スチール製

（組立工事費別）

（組立工事費別）

（組立工事費別）

（組立工事費別）

（組立工事費別）

（組立工事費別）

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580㎜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。

扉・扉用土間マット9

親子ドア・親子ドア用土間マット（ハイルーフタイプ専用）11

ひさし（ハイルーフタイプ専用）7

ドア・ドア用土間マット10

框（かまち）ドア（ドアクローザー付）6

種類 価格 幅×奥行(㎜)
MD-S ￥11,900 825×855

種類 価格 幅×奥行(㎜)
MD-W ￥14,100 1195×855

種類 標準扉差し替え価格 壁との差し替え価格 開口寸法 間口×高さ(㎜)
DWK-H ￥86,500 ￥126,700 1006×1760

種類 価格 幅×奥行(㎜)
MD-T ￥11,900 1213×610

種類 標準扉差し替え価格 壁との差し替え価格 開口寸法 間口×高さ(㎜)
DAK-S ￥44,000 ￥86,100

677×1760
DAK-H ￥48,000 ￥88,200

種類 標準扉差し替え価格 壁との差し替え価格 ドアとの差し替え価格
DBK-S

壁2枚分
￥50,900 ￥93,000

¥6,900
DBK-H ￥54,900 ￥95,100

種類 壁との差し替え価格 開口寸法　間口×高さ(㎜)
TOK-S ￥42,100

1090×1798
TOK-H ￥40,200

種類 価格 幅×奥行（㎜） 梱包番号
小型ひさし HI-S ￥14,100 883×500 B1-9511
大型ひさし HI-W ￥15,200 1253×500 B1-9512

掃き出し窓の種類 扉との差し替え価格 壁との差し替え価格
ガラス付 ガラスなし ガラス付 ガラスなし

外錠付 GKK-3S
壁
3
枚
分

¥17,600    ¥2,500
¥59,700 ¥44,600

GKK-3H ¥19,500    ¥4,400

外錠なし GGK-3S ¥10,700 −¥4,400
¥52,800 ¥37,700

GGK-3H ¥12,600 −¥2,500
掃き出し窓用アミ戸 AGG-3P¥8,100

掃き出し窓・アミ戸5

㊟ 4  −（マイナス）は部材の差し替えにより安くなります。
㊟ 5　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。
ガラス寸法（上部〈透明〉t3 × 794 × 843、下部〈型板〉t4 × 794 × 810）

（有効ガラス板厚3〜６.８㎜) (組立工事費別)

㊟ 1　外錠付と外錠なしがあります。
㊟ 2　 出入口としてご使用される場合は必ず外錠付にしてください。
㊟ 3　 雨戸、ブラインド、カーテンは用意しておりません。

開口寸法：W７５９×H１７７９

開口寸法：W6７７×H１７60

入口ステップ8

梱包番号 価格 幅×奥行×高さ（㎜）
BB-9532 ¥13,400 840×500×100
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H ハイルーフ 2100㎜
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守衛室や料金所などの内カウンターとしてご利用ください。
高さ：床上より７０５㎜の間自由に取付け可能です｡
(参考：デスクの高さは７００〜７４０㎜）
2Ｐ・３Ｐ・4Ｐ：ジョイント支柱Ｌ 2本付 
5Ｐ・6Ｐ：ジョイント支柱Ｌ2本・中間部ＴＢ１本付
㊟半カウンター等の使用は、ご相談ください。

ミニショップや守衛室、料金所
などの外カウンターとしてご使
用ください。
高さ：土台下より７８０㎜の間自由に
　　 取付け可能。
(雨戸シャッターの場合７２５㎜)

●外カウンター（S・H共通） (組立工事費別)

●GM用内カウンター（壁2〜6枚のスペース全面取付用） （組立工事費別)

外カウンター
外カウンター コーナーカウンター

㊟半カウンター等の使用は、ご相談ください。

丈夫な柱付きテラス。
出入口や掃き出し窓上に取付け
て、雨や強い日ざしから守ります。
本体：アルミニウム製、雨とい付
板部：塩化ビニール波板
㊟1　多雪地での設置は避けてください。
㊟2　雨戸シャッター部分には取付けでき

ません｡
㊟3　基礎高520㎜まで取付け可能です。

（組立工事費別）

（組立工事費別）

ミニショップや守衛室、料金所用の
テラスとしてご利用ください。
本体：アルミニウム製、雨とい付
板部：ポリカーボネート
カラー：グレースモーク
㊟1　多雪地や母屋などから雪が落下する場

所への設置は避けてください。
㊟2  強風地域やテラスの周囲が囲まれた場 

所への設置は避けてください。
㊟3　ドア上には取付けできません。
㊟4　たてといはコーナーカウンター側には落 

とすことはできません。
㊟5　柱と柱の間に取付けます。

A

●

●

A寸法
スタンダードタイプ
ハイルーフタイプ

1650㎜
1820㎜

屋根パネルの裏面に簡単に貼れる結
露軽減材（発泡ポリエチレン厚さ5㎜、
接着剤付）です。

◯価格については各機種欄参照
（取付工事費別）

断熱効果向上や冷え込み防止用として、寒冷地のみならず一般地域にもご利用ください。
㊟1　オプション品の取付けによっては断熱材の価格がかわります。
㊟2　施工後の取付けはできませんのでご注意ください。

壁用 床用

内壁

床板

外壁

断熱材
厚さ30㎜

断熱材
厚さ50㎜

根太

㊟壁用については標準仕様（扉付）の価格です。●GMタイプの価格については各機種欄参照

（取付工事費別）

㊟1　 本体組立後の結露軽減材取付け工事はで
きません。

㊟2　結露の発生を止めるものではありません。
詳しくはP.7■16 を参照ください。

柱4本タイプ専用の電気配線部品
セットです。 
ドア横の内壁にスイッチ、コンセ
ントを取付けてご使用ください。
(該当機種：SMK-120、150型を
除く全ての機種)
部品：ブレーカー（20A)､コンセント、
　　　スイッチ、コードセット等一式
㊟1  スイッチ、コンセントの位置は写真の様

に上下同列となります。
㊟2  一次電気工事や特殊工事、追加工事に

ついては別途手配となります。
㊟3  電気部品の結線等は電気工事士にご依

頼ください。
（取付工事費別)

GM用内カウンター17

外カウンター・コーナーカウンター16

外カウンターの種類 価格 梱包番号 厚さ×間口×奥行（㎜）
KS-2P 壁2枚分 ￥  8,800 B1-9621 55×1260×330
KS-3P 壁3枚分 ￥10,600 B1-9622 55×1840×330
KS-4P 壁4枚分 ￥12,500 B1-9623 55×2420×330
KS-5P 壁5枚分 ￥14,300 B1-9624 55×3000×330
KS-6P 壁6枚分 ￥16,100 B1-9625 55×3580×330
コーナーカウンターKRK ￥  3,700 B1-9631 ー

内カウンターの種類 価格 厚さ×間口×奥行（㎜）
KK-2S 壁2枚分 ￥  8,400 55×1193×330
KK-3S

壁3枚分
￥10,400

55×1773×330
KK-3H ￥10,800
KK-4S

壁4枚分
￥12,200

55×2353×330
KK-4H ￥12,600
KK-5S

壁5枚分
￥14,100

55×2933×330
KK-5H ￥14,500
KK-6S

壁6枚分
￥15,900

55×3513×330
KK-6H ￥16,300

テラスBK型（ハイルーフタイプ専用）12

テラスCK型13

テラスBK型の種類 価格 屋根寸法間口×奥行（㎜）
TBK-3P 壁3枚分 ¥  88,200 1840×1220
TBK-4P 壁4枚分 ¥  95,800 2420×1220
TBK-5P 壁5枚分 ¥104,500 3000×1220
TBK-6P 壁6枚分 ¥119,700 3580×1220

テラスCK型の種類 価格 屋根寸法間口×奥行（㎜）
TCK-2P 壁2枚分 ¥  76,200 1294×900
TCK-3P 壁3枚分 ¥  85,300 1874×900
TCK-4P 壁4枚分 ¥102,500 2454×900
TCK-5P 壁5枚分 ¥117,600 3034×900
TCK-6P 壁6枚分 ¥124,300 3614×900 壁・床用断熱材18

機種 壁用 床用
SMK-25S ￥  38,400 ￥  4,800
SMK-36S ￥  48,000 ￥  7,200
SMK-32S ￥  48,000 ￥  6,600
SMK-47S ￥  57,600 ￥  9,900
SMK-47H ￥  62,400 ￥  9,900
SMK-61S ￥  67,200 ￥13,200
SMK-61H ￥  72,800 ￥13,200
SMK-58S ￥  67,200 ￥11,700
SMK-58H ￥  72,800 ￥11,700
SMK-75S ￥  76,800 ￥15,600
SMK-75H ￥  83,200 ￥15,600
SMK-68H ￥  83,200 ￥14,900
SMK-90H ￥  93,600 ￥19,800
SMK-110H ￥104,000 ￥24,800
SMK-120H ￥114,400 ￥26,400
SMK-150H ￥124,800 ￥33,000

結露軽減材15

簡易電気配線部品セット14

梱包番号 価格
B1-0074 ￥8,500
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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580㎜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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（組立工事費別）

エアコンやボード等の取付け用としてご利用ください。
Ⓣ…フラット面用　Ⓛ…コーナー用

L

T
T L

下記の部品は市販品をお求めください。
Ⓐ一般用25㎝換気扇
Ⓒウェザーカバー

屋外屋内
穴あき外壁

（組立工事費別）

（組立工事費別）

スタンダードタイプ11段階調節。
ハイルーフタイプ13段階調節
(棚板調節ピッチは100㎜)

安心の防炎タイプカーペットで、室内がさらにグレ
ードアップします。
1枚サイズ５００×５００（㎜）全厚６㎜
材質：パイル−ポリプロピレン１００％、第一基布−ポリエステル
不織布、バッキング−塩ビ樹脂＋ガラス繊維布
特長：防炎・制電（人体帯電圧1kＶ以下）

●棚支柱セット

●棚板

屋根裏に制振テープを貼り付けるこ
とにより、雨音が静かになります。
1梱包：1巻入
1巻：幅５㎝×長さ２０m

梱包番号 B1-9990

※機種によっては、テープが余ります。

内アンカー工事などの特殊基礎施工用
としてご利用ください。
アンカーボルト（Ｍ１２×２００）は市販品を
お求めください。

※制限重量は2000N/㎡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。

内部の目隠しや日ざしの調節に
大変便利です。

㊟ 印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。

㋑カーテンレールW 
㋺遮光カーテン(房付・遮光2級)
　カラー：ベージュ
　材　質：ポリエステル100%
㋩レースカーテン 
　材　質：ポリエステル100%

カラー：マットアイボリー

カーテン生地アップ

（取付工事費別）

（取付工事費別）

（取付工事費別）

（取付工事費別）

㊟ブラインドをコーナー部両側に取付ける場合はご相談ください。（取付けできない場合があります。）

㊟低温時（5℃以下）ではテープが硬くなり、確実な貼り付けが困難となりますので、温めて柔ら
かくしてからご使用ください。

㋑

㋩㋺

（組立工事費別）

（組立工事費別）

２５㎝換気扇用穴あきパネル（Ⓑ樹脂製枠付）20

エアコン取付支柱（ハイルーフタイプ専用）19

種類 本体同時注文 梱包番号
KPK-S

¥5,600
B1-9231

KPK-H B1-9232

種類 価格 内容 梱包番号
TT-21 ￥2,200 支柱T21  2本 B1-9604
LL-21 ￥2,200 支柱L21  2本 B1-9606
LT-21 ￥2,200 支柱T21・L21各1本 B1-9605

タイルカーペット25

制振テープ26

アンカープレートＺ（布基礎専用）22

カーテンセット23

ブラインド24

棚板・棚支柱セット21

機種 価格
SMK-17SGM ￥16,200
SMK-25S、GM ￥21,600
SMK-36S、GM ￥28,800
SMK-32S、GM ￥27,000
SMK-47S、47H､GM ￥36,000
SMK-61S、61H､GM ￥45,000
SMK-58S、58H ￥43,200

機種 価格
SMK-75S、75H ￥  54,000
SMK-68H ￥  57,600
SMK-90H ￥  72,000
SMK-110H ￥  86,400
SMK-120H ￥  90,000
SMK-150H ￥108,000

機種 必要梱包数 価格
SMK-17・25・36・32 1 梱包 ￥  6,500
SMK-47・61・58・75・68 2 梱包 ￥13,000
SMK-90・110 3 梱包 ￥19,500
SMK-120・150 4 梱包 ￥26,000梱包番号 個数 価格

B-9001 4 個入 ￥1,600
B-9002 6 個入 ￥2,400

種類 価格 梱包内容 梱包番号
棚支柱セット 65 ￥2,900 AS,BS,C,D B1-9665

〃　　  66 ￥3,000 AH,BH,C,D B1-9666
〃　　  67 ￥2,300 LS,TS B1-9667
〃　　  68 ￥2,500 LH,TH B1-9668

ブラインドの種類 価格 梱包番号
BL-2P ガラス窓 GSK-2 用 ￥17,300 B-9074
BL-3P 〃　  GSK-3 用 ￥20,600 B-9075
BL-4P 〃　  GSK-4 用 ￥25,400 B-9076

カーテンセットの種類 分割数 価格A(㋑+㋺+㋩) 価格B(㋑+㋺)
CA-2P ガラス窓 GSK-2 用 1 ￥16,900 ￥12,200
CA-3P 〃　  GSK-3 用 2 ￥27,800 ￥22,500
CA-4P 〃　  GSK-4 用 2 ￥32,800 ￥23,400

種類 数 価格 梱包番号 厚さ×奥行×幅(㎜) 制限重量（1枚当り）
KA 2枚1組 ￥6,200 B1-9652 30×610× 872 110kg
KB 〃 ￥7,400 B1-9653 〃　×1162 145kg
KC 〃 ￥8,800 B1-9654 〃　×1452 180kg
KD 〃 ￥7,400 B1-9655 〃　×1192 150kg
KH 〃 ￥7,400 B1-9659 〃　×1131 140kg
KJ 〃 ￥5,200 B1-9660 〃　× 691 85kg
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