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カクイチだから、できること

※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、2016年10月1日現在のものです。

1610-10FT

［建設業許可］国土交通大臣　許可（般一24）第2578号

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。

本　　部　　〒102-0084　東京都千代田区二番町5-1（住友不動産麹町ビル）

お問い合わせ先
※受付時間は9:00～17:00　（土・日曜日・祝日は除く）

フリーコール 0120-984-802

仙台営業所
郡山営業所
いわき出張所
土浦営業所
宇都宮営業所
前橋営業所
さいたま営業所
西埼玉営業所
千葉営業所
相模原営業所
新潟営業所
長岡営業所
山梨営業所
長野営業所
上田営業所
松本営業所
伊那営業所
静岡営業所
浜松営業所
名古屋営業所
大阪営業所
兵庫営業所
岡山営業所
広島出張所
福岡営業所
熊本出張所

本　社

〒981-1225　宮城県名取市飯野坂 2-2-13
〒963-0205　福島県郡山市堤三丁目178-1
〒970-0101　福島県いわき市平下神谷字出口13-1
〒315-0056　茨城県かすみがうら市上稲吉 1829
〒329-1104　栃木県宇都宮市下岡本町 1796
〒379-2152　群馬県前橋市下大島町 1070
〒331-0811　埼玉県さいたま市北区吉野町1-436-8
〒350-0209　埼玉県坂戸市大字塚越 141
〒284-0044　千葉県四街道市和良比934
〒252-0132　神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22
〒950-0211　新潟県新潟市江南区横越川根町1-9-1
〒940-1155　新潟県長岡市宮内町長谷川 615
〒400-0812　山梨県甲府市和戸町916-2
〒381-0034　長野県長野市高田五分一 432
〒386-0018　長野県上田市常田 3-5-36
〒390-1131　長野県松本市今井 7020（西南工業団地）
〒399-4117　長野県駒ケ根市赤穂福岡 9192-1
〒410-1126　静岡県裾野市桃園81-10　
〒437-0065　静岡県袋井市堀越 5-11-1
〒485-0059　愛知県小牧市小木東1-116
〒567-0032　大阪府茨木市西駅前町5-1（京都銀行茨木ビル）
〒651-1412　兵庫県西宮市山口町下山口5-60
〒701-0112　岡山県倉敷市下庄621-5
〒739-0041　広島県東広島市西条町寺家5023-1
〒818-0131　福岡県太宰府市水城 2-605-1
〒869-1235　熊本県菊池郡大津町室721-1

〒380-0813　長野県長野市鶴賀緑町1415（大通センタービル）

……………………… 022-383-2661
…………………… 024-961-5135
……………… 0246-38-8565
………………… 0299-59-6367
…………………… 028-673-5681

……………………… 027-266-2611
…………… 048-782-5872

……………………… 049-289-7501
……………………… 043-420-5050

…………… 042-773-8410
…………… 025-288-1231

………………… 0258-35-1440
……………………… 055-288-1221
…………………… 026-243-0650

………………………… 0268-22-2561
………… 0263-86-1061

………………… 0265-82-2521
………………………… 055-941-8566
………………………… 0538-43-5387
……………………… 0568-68-6844

… 072-621-4540
………………… 078-907-3033

………………………… 086-441-7520
……………… 082-426-5001

…………………… 092-928-2421
…………………… 096-237-7206

… 026-234-6111

カクイチガレージ

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

https://www.kakuichi-house.jp



高さ6mの大型倉庫

大型ハウス

“こんなのあったらいいな”の
ガレージを創りつづけてきました。
創業当時の銅鉄金物時代から扱ってきた鉄のノウハウを活かし、
カクイチが創り出したのは、これまでにないがっしりしたガレージハウス。
創業当初よりの心得「品質第一」と「お客様第一」はこれからも受け継いでいきます。

1968

1977

1980

1969 1981 1986

1994 1999

2004

2011

2015

玉ねぎハウスの愛称で
親しまれたゼットハウス。
丈夫さは実証済みの
カクイチ特殊Z型鋼。

ゼットハウス発売

2016

愛車を雨・風・雪・霜・直射日光から
完全に護る頑丈ガレージ

デラックスガレージ

農機具などの格納に便利な
間口の広い組立ハウス。

農機具ハウス

千葉県に
ショールーム
1号店を出店

1980年

鉄骨+ブレース構造による
頑丈な構造と美しい塗装。

広スペースハウス

耐久性、
軽量スチールシャッター付
ガレージの決定版。

サーリー

力強さと優雅さを兼ね備えた
信頼のカーポート。

かたぎり

ガレージ ツイン
すっきりとモダンな新タイプガレージ

太陽光パネル搭載可能なガレージ新登場。

NEVO G3

日よけや雨よけ、ガレージとしても
使える太陽光パネル一体型の
屋根スペースという新発想

e-hizashi

鉄骨のガレージの最高級シリーズ
こだわりのガレージを求める方へ。

アンシェントガレージ

広スペースハウス
累計

70,000棟

広スペースハウス
カラー展開開始

グランディオ
どんな住宅にもマッチするシンプルガレージ

大型ハウス
発表

2010年

2014年
「わっとわっとプロジェクト」
グッドデザイン賞受賞

2013年

カクイチガレージ
全機種に搭載可能

太陽光パートナー事業
開始

「わっとわっと
　パートナー」

7,500件達成

雪にも地震にも強い
鉄骨柱仕様カーポート。

キャノポート

ガレージの屋根に太陽光パネルを載せた
小さな発電所を全国に広げる取り組み
「わっとわっとプロジェクト」が
2014年度グッドデザイン賞を受賞しました。

1 2

高さ6mの大型倉庫

大型ハウス

“こんなのあったらいいな”の
ガレージを創りつづけてきました。
創業当時の銅鉄金物時代から扱ってきた鉄のノウハウを活かし、
カクイチが創り出したのは、これまでにないがっしりしたガレージハウス。
創業当初よりの心得「品質第一」と「お客様第一」はこれからも受け継いでいきます。

1968

1977

1980

1969 1981 1986

1994 1999

2004

2011

2015

玉ねぎハウスの愛称で
親しまれたゼットハウス。
丈夫さは実証済みの
カクイチ特殊Z型鋼。

ゼットハウス発売

2016

愛車を雨・風・雪・霜・直射日光から
完全に護る頑丈ガレージ

デラックスガレージ

農機具などの格納に便利な
間口の広い組立ハウス。

農機具ハウス

千葉県に
ショールーム
1号店を出店

1980年

鉄骨+ブレース構造による
頑丈な構造と美しい塗装。

広スペースハウス

耐久性、
軽量スチールシャッター付
ガレージの決定版。

サーリー

力強さと優雅さを兼ね備えた
信頼のカーポート。

かたぎり

ガレージ ツイン
すっきりとモダンな新タイプガレージ

太陽光パネル搭載可能なガレージ新登場。

NEVO G3

日よけや雨よけ、ガレージとしても
使える太陽光パネル一体型の
屋根スペースという新発想

e-hizashi

鉄骨のガレージの最高級シリーズ
こだわりのガレージを求める方へ。

アンシェントガレージ

広スペースハウス
累計

70,000棟

広スペースハウス
カラー展開開始

グランディオ
どんな住宅にもマッチするシンプルガレージ

大型ハウス
発表

2010年

2014年
「わっとわっとプロジェクト」
グッドデザイン賞受賞

2013年

カクイチガレージ
全機種に搭載可能

太陽光パートナー事業
開始

「わっとわっと
　パートナー」

7,500件達成

雪にも地震にも強い
鉄骨柱仕様カーポート。

キャノポート

ガレージの屋根に太陽光パネルを載せた
小さな発電所を全国に広げる取り組み
「わっとわっとプロジェクト」が
2014年度グッドデザイン賞を受賞しました。

1 2



カクイチだから、できること

製造から施工まで
お客様のいちばん近くで、直に声を聞く。

そしてお客様にとって本当に必要なプランをご提案させていただく。

カクイチはどんな時でも、お客様に正直であり続けます。

Made in

長 野

カクイチのガレージは長野県の自社工場で
製造されています。
積雪地域の長野だからこそ、雪に強い
頑丈なものづくりにこだわり続け、
徹底した品質管理のもと生産しています。
「Made in 長野」＝「雪に強いカクイチ」
私たちは自信を持って保証します。

雪国ならではの
まっすぐなものづくり。

見て触れて納得

カクイチは、日本で初めて実物を展示販売
するショールームを昭和55年に千葉県に
出店しました。
実際に見て触れて納得してご購入いただく
スタイルは、ガレージメーカーとして唯一です。
専門のスタッフが丁寧にお客様のご相談にのり、
真摯にアドバイスさせて頂きます。
さらにご購入後も安心のサポート体制。
何年経っても物置の鍵一つから交換が可能です。

全国100カ所以上の営業拠点

低コスト
短工期

主要部材は、すべて自社工場内で
設計、規格化、製造されています。
それらの部材を迅速に供給し、
さらに熟練の職人によるスピーディな
施工で大型ガレージでもわずか3日という
短工期を実現しました。
主要部材にはジンク粉体塗装の上に
ポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装を施す
二重塗装ラインをいち早く取り入れ、
耐候性に優れた製品作りを可能にしました。

大型ガレージでも3日で組立、
スピーディな施工。

責任施工

お客様に末永くご愛顧いただくために
カクイチ専属の工事業者が
責任を持って施工致します。
製造から施工まで目が行き届き
品質管理を徹底する一貫体制を
築いております。

これからも、
お客様の声に耳を澄ませ
よりよい製品づくり一筋に！

長くお付合いいただくガレージだから、万全のサポートをお約束します
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カクイチだから、できること

選べるベストガレージ
カクイチの鉄骨ガレージは、使う用途や場所に合わせて様々なタイプをご用意しています。
ガレージライフを堪能できる最高級ガレージから、
太陽光パネルがそのまま屋根になっているエコロジーなガレージまで。
時代のニーズに合った新しいタイプのガレージをご提案しています。

ANCIENT
Garage

アンシェントガレージ

ハイグレード

リーズナブル

個
人
向
き

プ
ロ
向
き

大型軒高タイプ

標準タイプ

高さ6mの大型倉庫です。
50石の乾燥機もラクに
収納できる広さ。
H型鋼が支えるから
丈夫で長持ち。

鉄骨＋ブレース構造の丈夫で
頑丈なガレージ、倉庫。
カクイチガレージを代表する
ロングセラー商品です。

鉄骨＋ブレース構造による強靭さと
美しく丈夫な塗装。
さらに高さ4.5m、奥行9mまで
施工可能な大型倉庫・ガレージです。

断熱結露軽減材、雨樋、シャッターの
標準装備と、防錆性に優れた塗装を
施しました。
パネルタイプでありながら太陽光も
搭載できる頑丈なガレージです。

標準タイプ

一般的なアルミ製のカーポートに比べ、
圧倒的な強度を誇る本格的な鉄骨構造。
最大間口9mを中柱を入れる事なく
設計された構造は、鉄骨ならではの強み
です。

頑丈な構造はそのままに、もっと外観や内装に
こだわりたい方のための新しい切妻タイプの
ガレージです。

太陽光パネルを標準装備したエコ
ライフに貢献する屋根スペースです。
お客様と共同でエコエネルギーを
創り出し、20年のサポート体制が
整った製品です。
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カクイチだから、できること

カクイチのショールーム
お客様との絆をもっと太く、関わりをもっと深く。

カクイチでは、全国各地に100ヵ所以上の営業拠点を展開しております。

お近くのショールームでカクイチのガレージ・倉庫を体感してください。

■岡山県
岡山営業所
倉敷店

倉敷市下庄621-5
倉敷市下庄621-5

086-441-7520
086-441-7520

■広島県
広島出張所 東広島市西条町寺家5023-1 082-426-5001
広島店 東広島市西条町寺家5023-1 082-426-5001

■福岡県

福岡店
福岡営業所

太宰府市水城2-605-1
太宰府市水城2-605-1

092-928-2421
092-928-2421

■熊本県
熊本出張所
熊本店

菊池郡大津町室721-1
菊池郡大津町室721-1

096-237-7206
096-237-7206

■大分県
佐伯店 佐伯市城南町12-10 0972-28-6266

■岐阜県
瑞浪店 瑞浪市益見町2-148 0572-44-8850

■大阪府

大阪営業所 茨城市西駅前町5-1 072-621-4540

■愛知県

一宮店
名古屋営業所

一宮市中島通1-3-1
小牧市小木東1-116

0586-26-3877
0568-68-6844

■兵庫県

兵庫店 西宮市山口町下山口5-60 078-907-3033
兵庫営業所 西宮市山口町下山口5-60 078-907-3033

■茨城県

竜ヶ崎店
下妻店
荒川沖店
石下店
佐原東店
水戸店

龍ヶ崎市緑町61
下妻市大字堀篭字高木1313-1
稲敷郡阿見町うずら野2-1-2
常総市向石下967-5
稲敷市西代2864
水戸市河和田町2丁目2225-18

0297-64-1886
土浦営業所 かすみがうら市上稲吉1829 0299-59-6367

0296-43-6043
0298-42-8166
0297-42-0141
0299-78-3234
029-291-4073

024-961-5135
024-961-8225

■福島県

大槻店
郡山営業所

郡山市大槻町字古屋敷49
郡山市堤三丁目178-1

■千葉県

四街道店
志津店
八街店
市原店
新柏店

四街道市和良比275
佐倉市上志津1086-1
八街市八街に251-10
市原市玉前361-1
柏市名戸ヶ谷976-7

043-432-6891
千葉営業所 四街道市和良比934 043-420-5050

043-461-3521
043-440-7553
0436-20-2950
04-7166-8412

■神奈川県

厚木店
橋本店
平塚店
大和店
横浜店
海老名店

厚木市温水1012-8
相模原市緑区橋本台 3-1-22
平塚市横内3267
大和市渋谷6-1
横浜市都筑区川向町86-1
海老名市上河内252-2

046-247-8128
相模原営業所 相模原市緑区橋本台3-1-22 042-773-8410

042-774-1009
0463-54-7831
046-268-2255
045-471-6859
046-237-3153

■埼玉県

浦和店
岩槻店　
春日部店
加須店
新座店
霞ヶ関店
江南店
熊谷店
深谷店
所沢店

さいたま市緑区山崎1-13-33
さいたま市岩槻区城南4-1-41
春日部市銚子口1101-1　
加須市睦町2-6-33　
新座市野火止7-4-30
川越市的場1-14-10
熊谷市樋春 1960-3
熊谷市中央3-43
深谷市上野台2855-7
所沢市下富520

048-873-9188

さいたま営業所 さいたま市北区吉野町1-436-8 048-782-5872
西埼玉営業所 坂戸市大字塚越141 049-289-7501

048-797-2166
048-738-1227
0480-62-1660
048-423-5761
049-233-4836
048-536-8259
048-522-6711
0485-72-1069
04-2990-3335

■栃木県

鹿沼店
岡本店
壬生店
足利店
平成通り店

鹿沼市千渡1150-12
宇都宮市下岡本町1796
下都賀郡壬生町至宝2-9-20
足利市福居町 8-1
宇都宮市御蔵町4-13

0289-62-2456
宇都宮営業所 宇都宮市下岡本町1796 028-673-5681

028-673-6134
0282-82-9971
0284-22-8908
028-666-7267

■群馬県

高崎店
伊勢崎店
大胡店
館林店
前橋広瀬店

高崎市筑縄51－1
伊勢崎市宮子町3469-6
前橋市茂木町247-3
館林市当郷瀬戸谷町2288
前橋市下大島町1070

027-388-8628
前橋営業所 前橋市下大島町1070 027-266-2611

0270-22-1512
027-283-5952
0276-75-0274
027-212-2921

■岩手県
前沢店 奥州市前沢区古城字東見寺40-11 0197-47-3008

■宮城県
仙台営業所 名取市飯野坂2-2-13 022-383-2661

■山梨県

甲府店
アルプス通り店

甲府市和戸町916-2
甲斐市西八幡2205-1

055-288-1080
山梨営業所 甲府市和戸町916-2 055-288-1221

055-260-7531

■ 静岡県

富士西店

静岡営業所
浜松営業所

裾野市桃園81-10
袋井市堀越5-11-1

055-941-8566
0538-43-5387

富士宮北店
裾野店
長泉店
御殿場店
藤枝店
袋井店
掛川店

富士市柚木字廣町141-2
富士宮市淀師1121-4-8
裾野市佐野923-1
駿東郡長泉町本宿543-1
御殿場市茱萸沢1224-4
藤枝市高洲1-4-883-2
袋井市堀越5-11-1
掛川市下垂木2709-3

0545-62-8836
0544-24-7423
0559-93-0509
0559-86-0795
0550-88-8899
054-636-9655
0538-43-0824
0537-29-6291

■

長野営業所
上田営業所
伊那営業所
松本営業所

長野市高田五分一432
上田市常田3-5-36
駒ヶ根市赤穂福岡9192-1
松本市今井7020西南工業団地

長野県

大豆島店
長野南バイパス店
若槻店
屋代店
中野店
佐久平店
臼田店
上田店
東御店
村井店
塩尻店

長野市大豆島3083
長野市稲里町中央1-24-7
長野市稲田1-13-23
千曲市杭瀬下6-108-2
中野市江部451-1
佐久市佐久平駅南6-7
佐久市臼田城下73-1
上田市常磐城4-1658-6
東御市滋野乙2461
松本市村井町南2-18-36
塩尻市大門1079-256

026-222-6631
026-283-5521
026-259-5013
026-274-3855
0269-38-0941
0267-66-6184
0267-82-6970
0268-25-1241
0268-75-7551
0263-86-2839
0263-54-2006

並柳店
豊科店
穂高店
諏訪インター店
伊北店
駒ヶ根店
伊那店
高森店

松本市並柳 2-5-4
安曇野市豊科4947-1
安曇野市穂高有明10290-1
茅野市中沖7-15 
上伊那郡箕輪町中箕輪1782-1
駒ヶ根市赤穂小町屋6370
伊那市伊那部字上新田2665-1
下伊那郡高森町吉田2308-1

0263-28-5442
0263-72-1726
0263-84-5511
0266-71-1132
0265-79-8365
0265-82-5502
0265-71-7031
0265-35-8891

026-243-0650
0268-22-2561
0265-82-2521
0263-86-1061

■新潟県

新潟営業所
長岡店

長岡営業所
新潟市江南区横越川根町1-9-1
長岡市古正寺3丁目635-1

長岡市宮内町長谷川615 0258-35-1440
025-288-1231
0258-20-5630

▲カクイチショールーム瑞浪店
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カクイチだから、できること

カクイチのショールーム
お客様との絆をもっと太く、関わりをもっと深く。

カクイチでは、全国各地に100ヵ所以上の営業拠点を展開しております。

お近くのショールームでカクイチのガレージ・倉庫を体感してください。

■岡山県
岡山営業所
倉敷店

倉敷市下庄621-5
倉敷市下庄621-5

086-441-7520
086-441-7520

■広島県
広島出張所 東広島市西条町寺家5023-1 082-426-5001
広島店 東広島市西条町寺家5023-1 082-426-5001

■福岡県

福岡店
福岡営業所

太宰府市水城2-605-1
太宰府市水城2-605-1

092-928-2421
092-928-2421

■熊本県
熊本出張所
熊本店

菊池郡大津町室721-1
菊池郡大津町室721-1

096-237-7206
096-237-7206

■大分県
佐伯店 佐伯市城南町12-10 0972-28-6266

■岐阜県
瑞浪店 瑞浪市益見町2-148 0572-44-8850

■大阪府

大阪営業所 茨城市西駅前町5-1 072-621-4540

■愛知県

一宮店
名古屋営業所

一宮市中島通1-3-1
小牧市小木東1-116

0586-26-3877
0568-68-6844

■兵庫県

兵庫店 西宮市山口町下山口5-60 078-907-3033
兵庫営業所 西宮市山口町下山口5-60 078-907-3033

■茨城県

竜ヶ崎店
下妻店
荒川沖店
石下店
佐原東店
水戸店

龍ヶ崎市緑町61
下妻市大字堀篭字高木1313-1
稲敷郡阿見町うずら野2-1-2
常総市向石下967-5
稲敷市西代2864
水戸市河和田町2丁目2225-18

0297-64-1886
土浦営業所 かすみがうら市上稲吉1829 0299-59-6367

0296-43-6043
0298-42-8166
0297-42-0141
0299-78-3234
029-291-4073

024-961-5135
024-961-8225

■福島県

大槻店
郡山営業所

郡山市大槻町字古屋敷49
郡山市堤三丁目178-1

■千葉県

四街道店
志津店
八街店
市原店
新柏店

四街道市和良比275
佐倉市上志津1086-1
八街市八街に251-10
市原市玉前361-1
柏市名戸ヶ谷976-7

043-432-6891
千葉営業所 四街道市和良比934 043-420-5050

043-461-3521
043-440-7553
0436-20-2950
04-7166-8412

■神奈川県

厚木店
橋本店
平塚店
大和店
横浜店
海老名店

厚木市温水1012-8
相模原市緑区橋本台 3-1-22
平塚市横内3267
大和市渋谷6-1
横浜市都筑区川向町86-1
海老名市上河内252-2

046-247-8128
相模原営業所 相模原市緑区橋本台3-1-22 042-773-8410

042-774-1009
0463-54-7831
046-268-2255
045-471-6859
046-237-3153

■埼玉県

浦和店
岩槻店　
春日部店
加須店
新座店
霞ヶ関店
江南店
熊谷店
深谷店
所沢店

さいたま市緑区山崎1-13-33
さいたま市岩槻区城南4-1-41
春日部市銚子口1101-1　
加須市睦町2-6-33　
新座市野火止7-4-30
川越市的場1-14-10
熊谷市樋春 1960-3
熊谷市中央3-43
深谷市上野台2855-7
所沢市下富520

048-873-9188

さいたま営業所 さいたま市北区吉野町1-436-8 048-782-5872
西埼玉営業所 坂戸市大字塚越141 049-289-7501

048-797-2166
048-738-1227
0480-62-1660
048-423-5761
049-233-4836
048-536-8259
048-522-6711
0485-72-1069
04-2990-3335

■栃木県

鹿沼店
岡本店
壬生店
足利店
平成通り店

鹿沼市千渡1150-12
宇都宮市下岡本町1796
下都賀郡壬生町至宝2-9-20
足利市福居町 8-1
宇都宮市御蔵町4-13

0289-62-2456
宇都宮営業所 宇都宮市下岡本町1796 028-673-5681

028-673-6134
0282-82-9971
0284-22-8908
028-666-7267

■群馬県

高崎店
伊勢崎店
大胡店
館林店
前橋広瀬店

高崎市筑縄51－1
伊勢崎市宮子町3469-6
前橋市茂木町247-3
館林市当郷瀬戸谷町2288
前橋市下大島町1070

027-388-8628
前橋営業所 前橋市下大島町1070 027-266-2611

0270-22-1512
027-283-5952
0276-75-0274
027-212-2921

■岩手県
前沢店 奥州市前沢区古城字東見寺40-11 0197-47-3008

■宮城県
仙台営業所 名取市飯野坂2-2-13 022-383-2661

■山梨県

甲府店
アルプス通り店

甲府市和戸町916-2
甲斐市西八幡2205-1

055-288-1080
山梨営業所 甲府市和戸町916-2 055-288-1221

055-260-7531

■ 静岡県

富士西店

静岡営業所
浜松営業所

裾野市桃園81-10
袋井市堀越5-11-1

055-941-8566
0538-43-5387

富士宮北店
裾野店
長泉店
御殿場店
藤枝店
袋井店
掛川店

富士市柚木字廣町141-2
富士宮市淀師1121-4-8
裾野市佐野923-1
駿東郡長泉町本宿543-1
御殿場市茱萸沢1224-4
藤枝市高洲1-4-883-2
袋井市堀越5-11-1
掛川市下垂木2709-3

0545-62-8836
0544-24-7423
0559-93-0509
0559-86-0795
0550-88-8899
054-636-9655
0538-43-0824
0537-29-6291

■

長野営業所
上田営業所
伊那営業所
松本営業所

長野市高田五分一432
上田市常田3-5-36
駒ヶ根市赤穂福岡9192-1
松本市今井7020西南工業団地

長野県

大豆島店
長野南バイパス店
若槻店
屋代店
中野店
佐久平店
臼田店
上田店
東御店
村井店
塩尻店

長野市大豆島3083
長野市稲里町中央1-24-7
長野市稲田1-13-23
千曲市杭瀬下6-108-2
中野市江部451-1
佐久市佐久平駅南6-7
佐久市臼田城下73-1
上田市常磐城4-1658-6
東御市滋野乙2461
松本市村井町南2-18-36
塩尻市大門1079-256

026-222-6631
026-283-5521
026-259-5013
026-274-3855
0269-38-0941
0267-66-6184
0267-82-6970
0268-25-1241
0268-75-7551
0263-86-2839
0263-54-2006

並柳店
豊科店
穂高店
諏訪インター店
伊北店
駒ヶ根店
伊那店
高森店

松本市並柳 2-5-4
安曇野市豊科4947-1
安曇野市穂高有明10290-1
茅野市中沖7-15 
上伊那郡箕輪町中箕輪1782-1
駒ヶ根市赤穂小町屋6370
伊那市伊那部字上新田2665-1
下伊那郡高森町吉田2308-1

0263-28-5442
0263-72-1726
0263-84-5511
0266-71-1132
0265-79-8365
0265-82-5502
0265-71-7031
0265-35-8891

026-243-0650
0268-22-2561
0265-82-2521
0263-86-1061

■新潟県

新潟営業所
長岡店

長岡営業所
新潟市江南区横越川根町1-9-1
長岡市古正寺3丁目635-1

長岡市宮内町長谷川615 0258-35-1440
025-288-1231
0258-20-5630

▲カクイチショールーム瑞浪店
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カクイチだから、できること

7,500件以上のお申し込みを頂いて、55メガワットの発電規模

これからも「カクイチだから、できること」を探して突き進みます。

「小さな発電所」保有数が日本一
全国のお客様から
お喜びの声を頂いています。

太陽光パートナー事業にご賛同いただくと実現できる様々なネットワーク

「小さな発電所」
ネットワークの充実

パートナー様にご参加いただいた
「小さな発電所」が集まると
メガソーラー規模の発電所となり、
エコエネルギーの供給に役立ちます。

もしもの時の
「非常用電源」として

2016年4月の熊本地震の際、
パートナー様より
「携帯電話もパソコンも使え
炊飯まで出来た。本当に
助かった」と感謝のお言葉を
頂戴しました。

「再生可能エネルギー」
の普及に貢献

エコエネルギーの生産に
貢献いただき、パートナー様
ご自身がエコ活動に
参加できます。

茨城県／T様

ご家族皆さんで野菜を
生産していらっしゃるパートナー様。
作業場にカクイチの倉庫をお使い頂いています。
去年の夏場の出荷作業は暑くて大変だったそうですが、
太陽光パネルを載せたらとても涼しくなったそうです。
「夏場の暑さがだいぶ違うね、載せて良かった。」と
言って頂きました。

「夏涼しい！去年と比べて
作業がだいぶ楽になったよ。」

茨城県／E様

レンコンを栽培していらっしゃるお客様。
カクイチの倉庫は中柱が無くて広く使える、
さらに雪にもサビにも強いという評判が決め手に
なったそうです。
「建てて良かった。満足しています。」とのお声を頂きました。

「中柱がなくて広い！雪やサビにも強いと
聞いて建てました。」

兵庫県／M様

お父様から受け継いだ土地に大型のガレージ兼倉庫を
建てられました。
「カクイチは工期も早いし、建物はしっかりしているし
出来上がりにとても満足しています。」
太陽光パートナー募集にも「どうせ空いてる屋根なら
有効活用して貰いたい。役だって良かったです。」という
お声を頂きました。

「短い工期でしっかりした倉庫が
出来て満足してます。」

埼玉県／H様

ご家族皆さんで農業を営んでいらっしゃるお客様。
下屋や間仕切りなどオプションをたくさん付けて頂き
カスタマイズしてお使い頂いています。
「何しろこの倉庫の色がカッコいいね。大満足です！
太陽光パネルを載せたら夏は涼しいし、災害などの時は
電源として使えると聞いたので快諾しましたよ。」と
うれしいお声を頂きました。

「この色がいいよね！
カッコいい倉庫で大満足です。」
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助かった」と感謝のお言葉を
頂戴しました。

「再生可能エネルギー」
の普及に貢献

エコエネルギーの生産に
貢献いただき、パートナー様
ご自身がエコ活動に
参加できます。

茨城県／T様

ご家族皆さんで野菜を
生産していらっしゃるパートナー様。
作業場にカクイチの倉庫をお使い頂いています。
去年の夏場の出荷作業は暑くて大変だったそうですが、
太陽光パネルを載せたらとても涼しくなったそうです。
「夏場の暑さがだいぶ違うね、載せて良かった。」と
言って頂きました。

「夏涼しい！去年と比べて
作業がだいぶ楽になったよ。」

茨城県／E様

レンコンを栽培していらっしゃるお客様。
カクイチの倉庫は中柱が無くて広く使える、
さらに雪にもサビにも強いという評判が決め手に
なったそうです。
「建てて良かった。満足しています。」とのお声を頂きました。

「中柱がなくて広い！雪やサビにも強いと
聞いて建てました。」

兵庫県／M様

お父様から受け継いだ土地に大型のガレージ兼倉庫を
建てられました。
「カクイチは工期も早いし、建物はしっかりしているし
出来上がりにとても満足しています。」
太陽光パートナー募集にも「どうせ空いてる屋根なら
有効活用して貰いたい。役だって良かったです。」という
お声を頂きました。

「短い工期でしっかりした倉庫が
出来て満足してます。」

埼玉県／H様

ご家族皆さんで農業を営んでいらっしゃるお客様。
下屋や間仕切りなどオプションをたくさん付けて頂き
カスタマイズしてお使い頂いています。
「何しろこの倉庫の色がカッコいいね。大満足です！
太陽光パネルを載せたら夏は涼しいし、災害などの時は
電源として使えると聞いたので快諾しましたよ。」と
うれしいお声を頂きました。

「この色がいいよね！
カッコいい倉庫で大満足です。」
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カクイチだから、できること

※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、2016年10月1日現在のものです。

1610-10FT

［建設業許可］国土交通大臣　許可（般一24）第2578号

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。

本　　部　　〒102-0084　東京都千代田区二番町5-1（住友不動産麹町ビル）

お問い合わせ先
※受付時間は9:00～17:00　（土・日曜日・祝日は除く）

フリーコール 0120-984-802

仙台営業所
郡山営業所
いわき出張所
土浦営業所
宇都宮営業所
前橋営業所
さいたま営業所
西埼玉営業所
千葉営業所
相模原営業所
新潟営業所
長岡営業所
山梨営業所
長野営業所
上田営業所
松本営業所
伊那営業所
静岡営業所
浜松営業所
名古屋営業所
大阪営業所
兵庫営業所
岡山営業所
広島出張所
福岡営業所
熊本出張所

本　社

〒981-1225　宮城県名取市飯野坂 2-2-13
〒963-0205　福島県郡山市堤三丁目178-1
〒970-0101　福島県いわき市平下神谷字出口13-1
〒315-0056　茨城県かすみがうら市上稲吉 1829
〒329-1104　栃木県宇都宮市下岡本町 1796
〒379-2152　群馬県前橋市下大島町 1070
〒331-0811　埼玉県さいたま市北区吉野町1-436-8
〒350-0209　埼玉県坂戸市大字塚越 141
〒284-0044　千葉県四街道市和良比934
〒252-0132　神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22
〒950-0211　新潟県新潟市江南区横越川根町1-9-1
〒940-1155　新潟県長岡市宮内町長谷川 615
〒400-0812　山梨県甲府市和戸町916-2
〒381-0034　長野県長野市高田五分一 432
〒386-0018　長野県上田市常田 3-5-36
〒390-1131　長野県松本市今井 7020（西南工業団地）
〒399-4117　長野県駒ケ根市赤穂福岡 9192-1
〒410-1126　静岡県裾野市桃園81-10　
〒437-0065　静岡県袋井市堀越 5-11-1
〒485-0059　愛知県小牧市小木東1-116
〒567-0032　大阪府茨木市西駅前町5-1（京都銀行茨木ビル）
〒651-1412　兵庫県西宮市山口町下山口5-60
〒701-0112　岡山県倉敷市下庄621-5
〒739-0041　広島県東広島市西条町寺家5023-1
〒818-0131　福岡県太宰府市水城 2-605-1
〒869-1235　熊本県菊池郡大津町室721-1

〒380-0813　長野県長野市鶴賀緑町1415（大通センタービル）

……………………… 022-383-2661
…………………… 024-961-5135
……………… 0246-38-8565
………………… 0299-59-6367
…………………… 028-673-5681

……………………… 027-266-2611
…………… 048-782-5872

……………………… 049-289-7501
……………………… 043-420-5050

…………… 042-773-8410
…………… 025-288-1231

………………… 0258-35-1440
……………………… 055-288-1221
…………………… 026-243-0650

………………………… 0268-22-2561
………… 0263-86-1061

………………… 0265-82-2521
………………………… 055-941-8566
………………………… 0538-43-5387
……………………… 0568-68-6844

… 072-621-4540
………………… 078-907-3033

………………………… 086-441-7520
……………… 082-426-5001

…………………… 092-928-2421
…………………… 096-237-7206

… 026-234-6111

カクイチガレージ

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

https://www.kakuichi-house.jp


