より長くご愛用いただくために、下記の事にご注意ください。
■NEVO G3のご購入にあたって
●設置する地域の気象条件に適応した機種をお選びください。
●NEVO G3の設置には確認申請が必要になります。詳しくは各市町村
の建築課にご相談ください。
●基礎には当社指定の規格・寸法がございます。凍土が予測される地域の
基礎仕様等、製品の設置につきまして、
ご不明な点は最寄りの販売店
にお問い合わせください。

●電動シャッターの開閉にあたっては、全閉または全開するまでその場を離れず、周
囲の安全を確認してください。
●子供による電動シャッターのリモコン操作は絶対にさせないでください。
●シャッターの開閉中はシャッターに手をふれないでください。
●シャッターが凍結している場合は無理に操作せず溶けるまで待ってから操作してください。
■最深積雪量について
NEVO G3

■NEVO G3の使用上のご注意
●カクイチ指定の太陽光発電システム以外の重量物を屋根の上に載せた
り、
梁などから吊り下げたりしないでください。
●建物に重量物を立てかけたり、重量物を結びつけたり、衝撃を与えない
短期60㎝
長期100㎝
長期200㎝
でください。
●最深積雪量を必ず守り、早めに雪降しをしてください。積雪地域では、
屋根に積もった雪が屋根後部で溜まり、巻き込み壊れる恐れがあります。
●強風時には、
シャッターや窓・
ドア等を全て閉めて施錠をしてください。
取り外し可能なシャッター中柱の下部の落し棒が完全に下りているか
ご確認ください。
●むやみな改造、変更はお避けください。誤った使用をされますと建物の
●表示価格は、本体・シャッター部材になります。本体組立費・基礎工事費・配送費・諸経
破損・崩壊の危険があります。
費は含まれておりません。
●シャッター開閉中は、
人や車の出入りをおやめください。
●離島・山間部・遠隔地や作業車・運搬車等が接近できない建設予定地では、
このカタ
●シャッターの下に、開閉の支障となるようなものがないことを確認してください。
ログに記載された価格が適用できない場合があります。

太陽光発電パネル搭載可能なガレージ

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。
カクイチガレージ

https://www.kakuichi-house.jp
本

部

お問い合わせ先

〒102-0084
フリーコール

東京都千代田区二番町 5-1（住友不動産麹町ビル）

0120-984-802

※受付時間は9:00〜17:00（土・日曜日・祝日は除く）

〒981-1225
仙台 営 業 所
〒963-0205
郡山 営 業 所
〒970-0101
いわ き 出 張 所
〒315-0056
土浦 営 業 所
〒311-4152
水戸 出 張 所
〒329-1104
宇都 宮 営 業 所
〒379-2152
前橋 営 業 所
〒331-0811
さいたま営業所
〒350-0209
西埼 玉 営 業 所
〒284-0044
千葉 営 業 所
〒252-0132
相模 原 営 業 所
〒950-0211
新潟 出 張 所
〒940-1155
長岡 営 業 所
〒400-0812
山梨 営 業 所
〒381-0034
長野 営 業 所
〒386-0018
上田 営 業 所
松本・伊那営業所（ハウス部門）〒390-1131
松本・伊那営業所（鉄鋼部門） 〒399-4117
〒410-1126
静岡 営 業 所
〒437-0065
浜松 営 業 所
〒485-0059
名古 屋 営 業 所
〒513-0801
三重 出 張 所
〒567-0032
大阪 営 業 所
〒651-1412
兵庫 営 業 所
〒701-0112
岡山 営 業 所
〒739-0041
広島 出 張 所
〒819-1130
福岡 営 業 所
〒869-1235
熊本 出 張 所

宮城県名取市飯野坂 2-2-13 ……………………… 022-383-2661
福島県郡山市堤 3-178-1 ………………………… 024-961-5135
福島県いわき市平下神谷字出口 13-1 ……………… 0246-38-8565
茨城県かすみがうら市上稲吉 1829 ………………… 0299-59-6367
茨城県水戸市河和田 2-2225-18 ………………… 029-291-4073
栃木県宇都宮市下岡本町 1796 …………………… 028-673-5681
群馬県前橋市下大島町 1070 ……………………… 027-266-2611
埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8 …………… 048-782-5872
埼玉県坂戸市大字塚越 141 ……………………… 049-289-7501
千葉県四街道市和良比 934 ……………………… 043-420-5050
神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22 …………… 042-773-8410
新潟県新潟市江南区横越川根町 1- 9-1 …………… 025-288-1231
新潟県長岡市宮内町長谷川 615 ………………… 0258-35-1440
山梨県甲府市和戸町 916-2 ……………………… 055-288-1221
長野県長野市高田五分一 432 …………………… 026-243-0650
長野県上田市常田 3-5-36 ………………………… 0268-22-2561
長野県松本市今井 7020（西南工業団地）………… 0263-86-1061
長野県駒ケ根市赤穂福岡 9192-1 ………………… 0265-82-2521
静岡県裾野市桃園 81-10 ………………………… 055-941-8566
静岡県袋井市堀越 5-11-1 ………………………… 0538-43-5387
愛知県小牧市小木東 1-116 ……………………… 0568-68-6844
三重県鈴鹿市神戸 3-25-5 …………………………059-392-6525
大阪府茨木市西駅前町 5-1（京都銀行茨木ビル） … 072-621-4540
兵庫県西宮市山口町下山口 5-60 ………………… 078-907-3033
岡山県倉敷市下庄 621-5 ………………………… 086-441-7520
広島県東広島市西条町寺家 5023-1 ……………… 082-426-5001
福岡県糸島市伊都の杜１-３-６ ……………………… 092-332-2470
熊本県菊池郡大津町室 721-1 …………………… 096-237-7206

〒380-0813

長野県長野市鶴賀緑町 1415（大通センタービル）… 026-234-6111

本

社

［建設業許可］国土交通大臣

許可（般一 24）第 2578 号

カクイチは、ガレージの上に
太陽光発電パネルを載せた
「小さな発電所」を全国に広げます。

の
3,000件
!

全国で 1

済
込み
在
お申
年4月現
2019
※

2019.04

カクイチ鉄骨団長

※改良による仕様変更をすることがありますので、
あらかじめご了承下さい。
●製品の色は、
印刷のため実物と多少異なる場合があります。 ●製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。●掲載製品の記載内容は、2019年4月1日現在のものです。
商品についてのお問い合わせ・見積りは、
最寄りの営業所・ショールームにご連絡願います。

1904-10FT

部材の強度アップにより搭載できる仕様になりました。
太陽光発電
システム搭載について

一般型 ※１ 床面積 間口５４タイプ：27.9㎡ 間口６０タイプ：35.8㎡

有効寸法

2,620

台用

有効高：2,155mm
間口60タイプ
間口 5,790
奥行 5,820

間口５４タイプ
奥行 5,100

間口５４タイプ KGW 54-54

価格

間口60タイプ KGW 60-60

価格

間口５４タイプ KGS 27×2-54

価格

間口60タイプ KGS 30×2-60

価格

間口 5,110

積雪型

間口 2,450×2

奥行 5,100

間口 2,790×2

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×2-54

価格

豪雪型

間口 端 2,410×2

奥行 5,100

間口 端 2,750×2

奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×2-60

価格

一般型 ※１

台用
有効寸法

間口60タイプ KGW 30・60-60 価格
積雪型 ※２

奥行
5,375（6,095）

価格

間口60タイプ KGS 30×3-60

価格

一般型
積雪型

間口 2,450×3

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×3-54

価格

豪雪型

間口 中 2,450 端 2,410×2 奥行 5,100 間口 中 2,790 端 2,750×2 奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×3-60

価格

豪雪型 ※３

¥1,314,000
¥1,444,000

床面積 間口５４タイプ：42㎡ 間口６０タイプ：53.9㎡

間口５４タイプ KGS 27×3-54

有効高：2,155mm
間口５４タイプ
間口60タイプ
間口 2450・5,110
奥行 5,100 間口 2790・5,790
奥行 5,820
奥行 5,100 間口 2,790×3

¥1,305,800
¥1,452,800

床面積 間口５４タイプ：42㎡ 間口６０タイプ：53.9㎡

間口54タイプ KGW 27・54-54 価格

間口 8,030（9,050）

¥1,079,800
¥1,198,800

豪雪型 ※３ 床面積 間口５４タイプ：27.9㎡ 間口６０タイプ：35.8㎡

一般型

太陽光発電システムの搭載はカクイチ指定の製品・施工に限ります。
ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。
積雪地域での太陽光発電システムの搭載は最寄りの販売店にお問い合わせください。

¥893,000
¥981,000

積雪型 ※２ 床面積 間口５４タイプ：27.9㎡ 間口６０タイプ：35.8㎡

奥行
5,375（6,095）

間口 5,370（6,050）

2,620

太陽光パネルを搭載できる
頑丈なガレージ

ラインアップ

¥1,577,300
¥1,752,800

床面積 間口５４タイプ：42㎡ 間口６０タイプ：53.9㎡

¥1,905,300
¥2,134,800

一般型 ※１ 床面積 間口５４タイプ：56.1㎡ 間口６０タイプ：71.9㎡

▲ポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装

▲太陽光パネルを搭載できる頑丈仕様

H形鋼部材及び溶接箇所に下地塗装として防錆性に優れたジンク粉体塗装を施しています。
主要部材には、溶融亜鉛メッキ鋼板に耐候性に優れたポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装を施しています。

屋根に断熱結露軽減材を標準装備
しました。冬は結露しにくく車が汚
れるのを防ぎます。

価格

間口60タイプ KGW 60×2-60

価格

¥1,671,000
¥1,839,000

積雪型 ※２ 床面積 間口５４タイプ：56.1㎡ 間口６０タイプ：71.9㎡

奥行
5,375（6,095）

間口５４タイプ KGS 27×4-54

価格

間口60タイプ KGS 30×4-60

価格

一般型

間口５４タイプ
間口 5,110×2

有効高：2,155mm
間口60タイプ
奥行 5,100 間口 5,790×2
奥行 5,820

積雪型

間口 2,450×4

奥行 5,100 間口 2,790×4

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×4-54

価格

豪雪型

間口 中 2,450×2 端 2,410×2 奥行 5,100 間口 中 2,790×2 端 2,750×2 奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×4-60

価格

¥2,074,800
¥2,307,800

豪雪型 ※３ 床面積 間口５４タイプ：56.1㎡ 間口６０タイプ：71.9㎡

¥2,522,800
¥2,815,800

一般型 ※１ 床面積 間口５４タイプ：70.1㎡ 間口６０タイプ：89.9㎡

標準装備
断熱結露軽減材

間口 10,690（12,050）

雨樋

台用

シャッター

雨樋、竪樋が標準装備になっており
ます。
※積雪・豪雪型はオプションです。

シャッターカラーは人気のガンメタ
リック色。防犯性の高いディンプル
錠を標準装備。

有効寸法
一般型

間口５４タイプ KGW 27・54×2-54 価格

2,620

▲ジンク粉体塗装を施した梁

有効寸法

2,620

台用

間口５４タイプ KGW 54×2-54

間口60タイプ KGW 30・60×2-60 価格

積雪型 ※２ 床面積 間口５４タイプ：70.1㎡ 間口６０タイプ：89.9㎡

奥行
5,375（6,095）

間口 13,350（15,050）

有効高：2,155mm
間口５４タイプ
間口60タイプ
間口 2450・5,110×2
奥行 5,100 間口 2790・5,790×2
奥行 5,820

間口５４タイプ KGS 27×5-54

価格

間口60タイプ KGS 30×5-60

価格

¥2,573,300
¥2,861,800

豪雪型 ※３ 床面積 間口５４タイプ：70.1㎡ 間口６０タイプ：89.9㎡

積雪型

間口 2,450×5

奥行 5,820

間口５４タイプ KGG 27×5-54

価格

豪雪型

間口 中 2,450×３ 端 2,410×2 奥行 5,100 間口 中 2,790×３ 端 2,750×2 奥行 5,820

間口60タイプ KGG 30×5-60

価格

奥行 5,100 間口 2,790×5

¥2,091,000
¥2,301,000

¥3,132,300
¥3,497,800

｜最深積雪量｜※１ 一般型 短期60cm（1,200N/㎡） ※２ 積雪型 長期100cm（3,000N/㎡） ※３ 豪雪型 長期200cm（6,000N/㎡）

オプション

短工期
部材は全て工場で規
格加工されているた
め、現 場 加 工が少な
く、施工は迅速。
短工期を実現してい
ます。

片開きドア

電動ブロードシャッター

断熱結露軽減材が付いていない屋根▶

2台用

メイドイン長野
浅間山を望む長野県東御市に10万㎡
もの広さを擁する自社工場で、物置、
ガ
レージ、倉庫を製造。地の利、人の輪を
尊び、
こころをこめたものづくりを長野
から発信しています。

KGW-60-60BS ¥1,501,600

¥217,900
¥228,400

（内外錠付）

2,620

〔有効寸法：間口5,300㎜×奥行5,800㎜×高さ2,055㎜〕
仕様 ■電動ブロードシャッター付
■片引戸
（壁パネル1枚減）
■本体柱延長部材付
※価格は本体同時発注の場合

電動シャッター

片引戸

（ドアクローザー付）

35.8㎡

5,370
（6,050）

5,375
（6,095）

１１９０７ サッシ窓
¥47,500

¥45,200

¥39,800

※寸法表示は柱外面から柱外面までの寸法です。※上記有効軒高は、基礎天端からシャッターの下端までの高さです。※組立工事費・基礎工事費・土間コンクリート工事費・運賃は別途です。

表示価格は税抜価格です。

