
オプション価格表

ルーフ用竿掛け

※連棟の場合は取付けできませんので吊
り下げ物干しをご使用ください。

上下移動物干し吊り下げ物干し
吊り下げ物干しは、竿を4本、ワイドは竿を6本かける事ができます。また、高さ
は標準で500～900mm、ロングで1,000～1,400mm、ショートで250～
350mmの範囲で調整可能です。

壁に取付け、角度を調節する事ができる物干しです。
長さが495mmの標準タイプと685mmのロングタイプがあります。

垂木部分以外の場所にも吊下げ物干しの取付けが可能になります。
袖納まりで間口の小さい現場にも取付けることができます。

吊り下げ物干し（ワイド）吊り下げ物干し

柱（70角）に取り付ける際には、下記の部品が必要です。

標準タイプ ロングタイプ

※総重量50㎏以上の物を干したり、物干しにぶら下がったりしないでください。
※ワイドタイプは3尺以下のテラスには取付けできません。
※R型の場合、垂木R曲げ部以外の箇所への取付けとなります。

注

※両端とも物干し取付け桟を設置する場合には2セット必要になります。
※R型の垂木R部には取付けできません。

※総重量50㎏以上の物を干したり、物干しにぶら下がったりしな
いでください。

吊り下げ物干し

吊り下げ物干し（ワイド）

吊下げ物干し取付け桟

注

壁付け物干し

注

前後移動物干し
前後移動物干し

前後移動竿掛け
・標準で4個入です。（物干し竿2本分です）さらに必要な場合はこちらを拾い出してください。

前後移動竿掛け

▼

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
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オプション
価格表

寸法図

収納時上げた状態 下げた状態

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準 2本入 PTA□P012 ¥12,200
3本入 PTA□P013 ¥18,300

ロング 2本入 PTA□P022 ¥13,900
3本入 PTA□P023 ¥20,900

ショート 2本入 PTA□P032 ¥11,800
3本入 PTA□P033 ¥17,700

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準 2本入 PTA□P112 ¥14,600
3本入 PTA□P113 ¥21,800

ロング 2本入 PTA□P122 ¥16,300
3本入 PTA□P123 ¥24,400

ショート 2本入 PTA□P132 ¥14,100
3本入 PTA□P133 ¥21,200

入数 商品コード B・W・T・G・K・D価格

2本入 PCV□R120 ¥4,300

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準タイプ 1本入 □-Y901-PBCA ¥7,400
2本入 □-Y902-PBCA ¥11,800

ロングタイプ 1本入 □-X901-PBCA ¥9,800
2本入 □-X902-PBCA ¥18,200

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準タイプ
ロングタイプ共通

1個入 WXA□365 ¥4,000
2個入 WXA□366 ¥7,900

入数 商品コード B・W・T・G・K・D価格

2本 □-Y902-PTCA ¥31,700

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準 1本 □-Y951-PTCA ¥10,400
2本 □-Y952-PTCA ¥20,800

ワイド 1本 □-Y961-PTCA ¥11,900
2本 □-Y962-PTCA ¥23,800

入数 商品コード B・W・T・G・K・D価格

2個入 □-Y972-PTCA ¥2,700

入数 商品コード B・W・T・G・K・D
価格

2個入 WKJ□012 ¥860
4個入 WKJ□014 ¥1,700



前面スクリーン

商品コードの□には、色区分を入れてください。ブロンズ：B　ホワイト：W　ブラック：T　オータムブラウン：G　シャイングレー：K　ナチュラルシルバー：D

受 5 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 受 8 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約8日。
※受注生産品の納期に関する詳細は巻末をご確認願います。

側面スクリーン

関東間

関西間・九州四国間・メーター

前面スクリーンふさぎ材

前面スクリーンふさぎ材部品セット

側面ランマパネル
屋根部側面ランマ部に取り付けるパネル。
雨の降りこみを和らげます。

F
型
用

7尺用～9尺用受 5

出幅自在桁仕様には取付けできません。注
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仕様 スクリーン段数 一段仕様 二段仕様
サイズ B・W・T・G・K・D価格 B・W・T・G・K・D価格

ポリカーボネート
一般タイプ

1.0間 ¥48,800 ¥81,200
1.5間 ¥62,400 ¥123,200
2.0間 ¥93,100 ¥146,900
2.5間通し ¥113,200 ¥201,500
3.0間通し ¥136,600 ¥261,900
1.5間連棟用 ¥62,100 ¥126,600
2.0間連棟用 ¥92,700 ¥152,900

仕様 スクリーン段数 一段仕様 二段仕様
サイズ B・W・T・G・K・D価格 B・W・T・G・K・D価格

ポリカーボネート
一般タイプ

1.0間用 ¥52,200 ¥86,800
1.5間用 ¥67,100 ¥130,700
2.0間用 ¥98,900 ¥156,300
2.5間通し ¥120,500 ¥213,800
1.5間連棟用 ¥66,800 ¥134,100
2.0間連棟用 ¥98,500 ¥162,300

仕様 標準用 補強桁用

関東間

1.0間用 ¥8,000 ¥11,300
1.5間用 ¥11,000 ¥16,700
2.0間用 ¥13,900 ¥21,400
2.5間通し ¥17,100 ¥26,100

関西・九州・
四国・メーター

1.0間用 ¥8,600 ¥12,900
1.5間用 ¥11,900 ¥18,100
2.0間用 ¥15,200 ¥23,200
2.5間通し ¥18,500 ¥28,500

仕様 1.0～1.5間 2.0～2.5間

端部部品セット ¥11,900 ¥17,500
端部部品セット（補強桁） ¥22,500 ¥27,400
連棟部品セット ¥13,600 ¥18,900
連棟部品セット（補強桁） ¥24,400 ¥29,900

仕様 スクリーン段数 一段仕様 二段仕様
サイズ B・W・T・G・K・D価格 B・W・T・G・K・D価格

ポリカーボネート
一般タイプ

3尺用 ¥25,900 ¥43,300
4尺用 ¥31,700 ¥52,900
5尺用 ¥34,400 ¥57,800
6尺用 ¥37,100 ¥62,700

仕様 B・W・T・G・K・D価格
F型用 L型用 RA型用 RB型用

ポリカーボネート
一般タイプ

3尺 ¥31,800 ¥60,100 ー ¥39,200
4尺 ¥35,800 ¥71,700 ー ¥46,900
5尺 ¥42,000 ¥80,000 ¥63,400 ¥52,500
6尺 ¥47,000 ¥88,600 ¥70,400 ¥57,700
7尺 ¥73,800 ¥126,000 ー ¥89,400
8尺 ¥78,000 ¥132,000 ー ¥93,600
9尺 ¥83,200 ¥138,000 ー ¥99,800



オプション価格表

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

F型 
1500タイプ

関東間

1.0間 3~7尺 □-V211-PTCA ￥43,200
8・9尺 □-V221-PTCA ￥48,300

1.5間 3~7尺 □-V212-PTCA ￥53,400
8・9尺 □-V222-PTCA ￥60,000

2.0間 3~7尺 □-V213-PTCA ￥63,100
8・9尺 □-V223-PTCA ￥71,600

関西・九州・ 
四国・ 
メーター

1.0間 3~7尺 □-V231-PTCA ￥45,900
8・9尺 □-V241-PTCA ￥51,900

1.5間 3~7尺 □-V232-PTCA ￥56,900
8・9尺 □-V242-PTCA ￥63,100

2.0間 3~7尺 □-V233-PTCA ￥67,800
8・9尺 □-V243-PTCA ￥75,200

RB型 
1500タイプ

関東間

1.0間 3~7尺 □-V211-PTCD ￥43,000
8・9尺 □-V221-PTCD ￥46,700

1.5間 3~7尺 □-V212-PTCD ￥53,100
8・9尺 □-V222-PTCD ￥53,100

2.0間 3~7尺 □-V213-PTCD ￥63,600
8・9尺 □-V223-PTCD ￥67,000

関西・九州・ 
四国・ 
メーター

1.0間 3~7尺 □-V231-PTCD ￥46,000
8・9尺 □-V241-PTCD ￥49,600

1.5間 3~7尺 □-V232-PTCD ￥56,900
8・9尺 □-V242-PTCD ￥61,000

2.0間 3~7尺 □-V233-PTCD ￥68,300
8・9尺 □-V243-PTCD ￥71,900

F型 
3000タイプ

関東間
1.0間

3~6尺
□-V251-PTCA ￥48,900

1.5間 □-V252-PTCA ￥59,800
2.0間 □-V253-PTCA ￥70,300

RB型 
3000タイプ

関東間
1.0間

3~6尺
□-V251-PTCD ￥46,200

1.5間 □-V252-PTCD ￥56,500
2.0間 □-V253-PTCD ￥67,000

積雪前枠端部部品セット F型 □-V280-PTCA ￥4,200
RB型 □-V280-PTCD ￥4,200

積雪前枠連棟部品 F型 □-V201-PTCA ￥5,100
RB型 □-V201-PTCD ￥5,100

補強ブレス
ビューステージHスタイルに設置の場合、風による吹き上
げが心配される場合にご使用ください。10˚

積雪カバー

雪や落ち葉のひっかかりによる雨樋の破損
を防止します。カバーを閉めた状態でも雨
水は雨樋に流れるため、排水が可能です。

閉じた状態

積雪前枠
雪を落とし易くする形状です。

※F型、RB型の設定です。
※本体と同時施工での取付けとなります。注

本体サイズにあわせて積雪前枠と端部部品を1セットずつ拾い出してください。

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

関東間
1.0間 □-V011-PTCA ￥5,500
1.5間 □-V012-PTCA ￥6,300
2.0間 □-V013-PTCA ￥7,100

関西・九州・ 
四国・メーター

1.0間 □-V021-PTCA ￥5,900
1.5間 □-V022-PTCA ￥6,600
2.0間 □-V023-PTCA ￥7,500

積雪カバー

仕様 商品コード B・W・T・G・K価格

標準
1.0間 □-V031-PTCA ￥5,400
1.5間 □-V032-PTCA ￥6,600
2.0間 □-V033-PTCA ￥8,000

自在桁
1.0間 □-V061-PTCA ￥4,800
1.5間 □-V062-PTCA ￥5,900
2.0間 □-V063-PTCA ￥7,000

積雪カバー取付け材
本体セットの間口にあわせて必要数を拾い出してください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
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仕様 入数 商品コード B・W・T・G・K・D価格

3尺用

2本入

WKK□003 ¥16,600
4尺用 WKK□004 ¥17,400
5尺用 WKK□005 ¥18,600
6尺用 WKK□006 ¥19,500



商品コードの□には、色区分を入れてください。ブロンズ：B　ホワイト：W　ブラック：T　オータムブラウン：G　シャイングレー：K　ナチュラルシルバー：D

受 5 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 受 8 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約8日。
※受注生産品の納期に関する詳細は巻末をご確認願います。

コーピング納まり
ベランダ手すりのコーピング
の上に柱を建てることもできま
す。バルコニーを有効に使うこ
とができます。

造り付け屋根取り付け部品セット
間口の狭い造り付けバルコニーに取り付ける際に便利です。

中間用コーナー用

※造り付けバルコニー用の本体セットには、中間用の部品が標準で
　含まれています。注

デッキ接続用部材（ベースプレートセット）

人工木デッキ接続
人工木デッキ接続用の部品です。

受 8

※柱本数と同数が必要です。
※K色は化粧柱用設定があります。
※受注生産品

注

70柱用スリーブ
YTB□505

ドリルねじφ5×16

コーピング

テラス主柱
PAA□A111

トラスタッピンねじ
（3種）φ5×12

ナベタッピンねじ
（3種）φ5×30

柱台座
（ベランダ手すりⅡ用）

ホルダー

柱用アンカー
YHBZ711

コーキング材

YHB□811・812・821
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仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準柱用1個入り □-V411-PTAB ¥9,800

 
商品コード B・W・T・G・K・D価格

中間用（1本入り） PTA□A191 ¥4,100
中間用（2本入り） PTA□A192 ¥8,200
コーナー用（1本入り） PTA□A195 ¥6,500



オプション価格表

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

関東間

1.0間 □-V111-PTCA ￥16,800
1.5間 □-V112-PTCA ￥20,200
2.0間 □-V113-PTCA ￥24,700
2.5間通 □-V114-PTCA ￥31,200
3.0間通 □-V115-PTCA ￥34,800

関西・九州・ 
四国・メーター

1.0間 □-V121-PTCA ￥17,500
1.5間 □-V122-PTCA ￥21,100
2.0間 □-V123-PTCA ￥26,000
2.5間通 □-V124-PTCA ￥32,800

自在垂木端部部品 F型 □-V130-PTCA ￥2,800
L・RB・RA型 □-V130-PTCD ￥2,800

自在垂木掛け使用時に使用します。
本体の縦樋セットと入れ替えてください。注

躯体対応部品
あらゆる躯体に対応できる部品を準備。

RC対応部品

軽量鉄骨対応部品

スパンサイディング対応部品

受 8

受 8

受 8

※受注生産品

※受注生産品

※受注生産品

通気工法対応部品（φ6用）

※7尺～9尺は600タイプのみの設定です。注
通気工法対応部品（φ8用）

躯体凹凸部材 受 8

外壁面が凹凸でも取付けできます。

※受注生産品
※躯体凹凸対応部材セットは長さ5460mmです。
　必要な長さに応じた数量を拾い出してください。

標準納まり 縦連結納まり

調整範囲～25mm 調整範囲～55mm

躯体対応部品使用数

サイズや強度区分により制限が
あります。P.82の躯体対応制限表
を参照ください。

注
持出し柱

※300mm未満は切り詰めが必要になります。
　出幅自在桁仕様、自在垂木掛け仕様には取付けできません。注

柱の位置を出幅方向に、標準の位
置から120～300mm躯体側へ入
れる事ができます。使用範囲につい
ては巻末の施工上の注意をご確認
ください。

自在垂木掛け
垂木掛け部に自在垂木掛けを
付けることで、5°～30°までの屋
根角度の調整が可能です。
（出幅自在桁と組み合わせての
取付けが必要です）

自在垂木掛け

縦樋セット

間口に対し部材・部品を1セット拾い出してください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
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仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

標準柱用 □-V141-PTCA ¥6,200
長尺柱用 □-V142-PTCA ¥6,600

オールアンカーセット
（M6×60）10個入り

商品コード B・W・T・G・K価格

□-V711-PTAB ¥10,700

六角テクスセット
（M6×70）10個入り

商品コード B・W・T・G・K価格

□-V712-PTAB ¥10,600

内訳 商品コード 価格

潰れ防止部品セット（10個入り） Z-V714-PTAB ¥7,900
バックアップ材セット（120個入り） Z-V716-PTAB ¥1,400

内訳 商品コード B・W・T・G・K価格

部品セット（通気層5mm）5個入り WKK□940 ¥3,600
部品セット（通気層15mm）5個入り WKK□941 ¥3,700

内訳 商品コード B・W・T・G・K価格

通気層5mm用（5個入り） PTH□J911 ¥8,700
通気層15mm用（5個入り） PTH□J912 ¥8,800

内訳 商品コード B・W・T・G・K・D価格

躯体凹凸部材セット □-V705-PTAB ¥16,400
躯体凹凸部品セット □-V708-PTAB ¥11,500
躯体凹凸接続部品セット □-V710-PTAB ¥5,200

内訳 商品コード B・W・T・G・K価格

躯体凹凸部品セット（連棟用） □-V709-PTAB ¥1,900

区分 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間
必要数 3個 4個 5個 6個



商品コードの□には、色区分を入れてください。ブロンズ：B　ホワイト：W　ブラック：T　オータムブラウン：G　シャイングレー：K　ナチュラルシルバー：D

受 5 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 受 8 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約8日。
※受注生産品の納期に関する詳細は巻末をご確認願います。

雨樋部品
現場状況に合わせて雨どいを蛇行させる事ができます。また、メンテナンスの
部材としてもご使用になれます。

屋根部分張分け

・長さセット、端部垂木アタッチは1セット拾い出してください。
・中間垂木アタッチは本体セット分拾い出してください。
・屋根パネルは本体セットより２尺短いパネルを拾い出してください。
※ＲＢ型、Ｌ型の本体４尺には、３尺用のパネルを拾い出してください。
※ＲＡ型は、５尺用のパネルを拾い出してください。

アルミ樹脂複合パネル（2尺）

長さセット

仕様 商品コード B・W・T・G・K・D価格

関東間

1.0間 □-V511-PTCA ￥29,500
1.5間 □-V512-PTCA ￥35,600
2.0間 □-V513-PTCA ￥45,200
2.5間 □-V514-PTCA ￥74,200
3.0間 □-V515-PTCA ￥72,800

関西・九州・ 
四国・メーター

1.0間 □-V521-PTCA ￥34,100
1.5間 □-V522-PTCA ￥43,200
2.0間 □-V523-PTCA ￥52,300
2.5間 □-V524-PTCA ￥85,800

中間垂木アタッチセット

端部垂木アタッチセット

仕様 商品コード 価格

関東間 2枚入 Z-V562-PTCA ￥12,800
3枚入 Z-V563-PTCA ￥19,300

関西・九州・ 
四国・メーター

2枚入 Z-V572-PTCA ￥13,700
3枚入 Z-V573-PTCA ￥20,100

パワーアルファ
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入数 商品コード B・W・T・G・K・D価格

2本入 □-V532-PTCA ¥22,700
3本入 □-V533-PTCA ¥34,000

品名 入数 商品コード B・W・T・G・K・D価格

たて樋セット
標準 1 □-V801-PTCA ￥5,800
長尺 1 □-V802-PTCA ￥6,300
連結用 1 PTA□N031 ￥2,800

雨どいアタッチメント 1 □-V831-PTCA ￥550
92°エルボ 1 PTA□N131 ￥400
ドレンエルボ 1 PTA□N141 ￥400
ジャバラ 1 □-Y514-PCEA ￥960
でんでん 1 □-Y515-PCEA ￥320
ジョイナー 1 □-Y516-PCEA ￥320
でんでんスペーサー 1 PTH□Y011 ￥1,500
雨樋穴ふさぎキャップ 1 □-V832-PTCA ￥350
たてどい 1 PTA□N121 ￥2,200

品名 入数 商品コード B・W・T・G・K価格

合わせ升セット 右用 1 WXA□028 ￥2,100
左用 1 WXA□027 ￥2,100

商品コード B・W・T・G・K・D価格

□-V540-PTCA ¥13,100



オプション価格表

防火地域・準防火地域や22条指定区域でも使用可能
熱線遮断FRP DRタイプは、下記の条件の地域で使用することができます。

屋根材 設置階数 防火地域 準防火地域 22条指定区域 その他の地域
（耐火指定なし）

備考
（使用用途）

FRP板
（DR認定） 1階 ○1 ○1 ○2 ○ なし

（通路など）

2タイプの屋根形状に対応。多様な住宅にフィットします

F型 RB型

ストレート
タイプ

カーブ
タイプ

○1：窓（排煙窓）の上の庇は不燃材料が必要になる可能性が
あります。設置に際しては、建築主事と協議を要します。

○2：一般住宅の場合は設置可能です。
その他、窓計算を有する特殊建築物の窓（排煙窓）上の庇は
不燃材料が必要になる可能性があります。設置に際しては、建
築主事と協議を要します。
※認証番号：DR-9027
※注意：テラスの設置にあたっては、床面積30m

2
以下が条   

件となります。（国土交通省告示410-607号）

日射により熱くなりにくい
熱線遮断タイプ
日射での室内温度上昇を軽減
するので、夏の冷房効率がグン
とアップ。冷房費が節約でき、省
エネにも貢献します。

有害な紫外線をカットする
UV素材だから安心
有害な紫外線をほぼ１００％カッ
ト。人体にやさしいだけでなく、
家具やフローリングの日焼けも
防ぐことができます。

燃えにくい素材でありながら
採光性と透過性を確保
パネルカラーはミストグレー。
多様な住宅とのカラーコーディネートに
も最適です。

パネルカラー：ミストグレー

※FRP板は製造上、初期に特有のにおいが
ありますが、使用していくうちになくなり
ます。人体への影響はありませんので安
心してご使用ください。
※ほせるんですⅡなどの囲い商品では、に
おいが抜けにくいためおすすめしません。

屋根材の性能比較
ポリカーボネート
一般タイプ

熱線吸収
ポリカーボネート

熱線吸収アクア
ポリカーボネート

熱線遮断FRP 
DRタイプ

カラー ブルースモーク クリアマットS クリアS ミストグレー
全光線透過率 31％ 80％ 80％ 30％
熱線カット率 37％ 36％ 36％ 70％
UVカット 約100％ 約100％ 約100％ 約100％
防汚加工 ─ ─ ○ ─

関東間 900タイプ 1500タイプ 3000タイプ

1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 1.0間 1.5間 2.0間

３尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ●

4尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ●

5尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ●

6尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ● ● ●

7尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─

8尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─

9尺 ● ● ● ● ● ● ● ● ─ ─ ─ ─

テラス対応範囲 テラスタイプ（1階設置型）

※メーター間長さについては特注対応いたします。

 熱線遮断FRP DRタイプ

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
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3000タイプ 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し
３尺 標準 ¥191,100 ¥237,100 ¥282,900

─ ─

自在桁 ¥257,100 ¥311,800 ¥366,200
４尺 標準 ¥217,800 ¥272,700 ¥327,200

自在桁 ¥283,800 ¥347,400 ¥410,500
５尺 標準 ¥244,800 ¥308,300 ¥371,500

自在桁 ¥310,800 ¥383,000 ¥454,800
６尺 標準 ¥271,900 ¥343,800 ¥416,000

自在桁 ¥337,900 ¥418,500 ¥499,300

1500タイプ 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し
３尺 標準 ¥150,400 ¥185,500 ¥220,600

─ ─

自在桁 ¥207,300 ¥250,000 ¥292,700
４尺 標準 ¥172,300 ¥214,400 ¥256,700

自在桁 ¥229,200 ¥278,900 ¥328,800
５尺 標準 ¥196,500 ¥246,200 ¥296,300

自在桁 ¥253,400 ¥310,700 ¥368,400
６尺 標準 ¥218,400 ¥275,000 ¥332,200

自在桁 ¥275,300 ¥339,500 ¥404,300
７尺 標準 ¥268,000 ¥339,100 ¥410,200

自在桁 ¥302,900 ¥376,800 ¥450,700
８尺 標準 ¥273,200 ¥345,900 ¥418,900

自在桁 ¥318,400 ¥396,800 ¥475,400
９尺 標準 ¥312,600 ¥398,300 ¥484,300

自在桁 ¥357,800 ¥449,200 ¥540,800

 900タイプ 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し
３尺 標準 ¥144,200 ¥176,000 ¥210,700 ¥287,900 ¥360,000

自在桁 ¥194,000 ¥231,000 ¥271,000 ¥369,700 ¥408,900
４尺 標準 ¥165,400 ¥204,100 ¥245,800 ¥336,900 ¥416,000

自在桁 ¥215,200 ¥259,100 ¥306,100 ¥418,700 ¥464,900
５尺 標準 ¥189,600 ¥235,900 ¥285,400 ¥391,700 ¥478,600

自在桁 ¥239,400 ¥290,900 ¥345,700 ¥473,500 ¥527,500
６尺 標準 ¥210,900 ¥263,800 ¥320,200 ¥440,200 ¥534,100

自在桁 ¥260,700 ¥318,800 ¥380,500 ¥522,000 ¥583,000
７尺 標準 ¥254,600 ¥320,300 ¥389,000 ¥552,900

─

自在桁 ¥292,600 ¥361,900 ¥433,900 ¥600,000
８尺 標準 ¥263,600 ¥332,100 ¥399,500 ¥560,000

自在桁 ¥307,200 ¥380,900 ¥453,300 ¥620,100
９尺 標準 ¥303,000 ¥384,500 ¥464,900 ¥651,400

自在桁 ¥346,600 ¥433,300 ¥518,700 ¥711,500

 900タイプ 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し
３尺 標準 ¥160,600 ¥197,900 ¥235,900 ¥319,200 ¥395,500

自在桁 ¥210,400 ¥252,900 ¥296,200 ¥401,000 ¥444,400
４尺 標準 ¥188,500 ¥235,000 ¥281,900 ¥383,300 ¥468,500

自在桁 ¥238,300 ¥290,000 ¥342,200 ¥465,100 ¥517,400
５尺 標準 ¥216,400 ¥271,300 ¥327,700 ¥447,000 ¥541,700

自在桁 ¥266,200 ¥326,300 ¥388,000 ¥528,800 ¥590,600
６尺 標準 ¥233,200 ¥294,400 ¥355,400 ¥485,700 ¥585,000

自在桁 ¥283,000 ¥349,400 ¥415,700 ¥567,500 ¥633,900
７尺 標準 ¥265,600 ¥335,000 ¥404,900 ¥563,000

─

自在桁 ¥303,600 ¥376,600 ¥449,800 ¥618,200
８尺 標準 ¥280,100 ¥353,700 ¥427,200 ¥597,900

自在桁 ¥323,700 ¥402,500 ¥481,000 ¥658,000
９尺 標準 ¥313,500 ¥398,400 ¥483,400 ¥676,800

自在桁 ¥357,100 ¥447,200 ¥537,200 ¥736,900

1500タイプ 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し
３尺 標準 ¥172,100 ¥213,800 ¥256,000

─ ─

自在桁 ¥229,000 ¥278,300 ¥328,100
４尺 標準 ¥193,900 ¥242,100 ¥290,600

自在桁 ¥250,800 ¥306,600 ¥362,700
５尺 標準 ¥229,400 ¥289,400 ¥350,500

自在桁 ¥286,300 ¥353,900 ¥422,600
６尺 標準 ¥242,400 ¥306,700 ¥370,500

自在桁 ¥299,300 ¥371,200 ¥442,600
７尺 標準 ¥277,500 ¥350,600 ¥423,900

自在桁 ¥312,400 ¥388,300 ¥464,400
８尺 標準 ¥293,900 ¥370,700 ¥449,000

自在桁 ¥339,100 ¥421,600 ¥505,500
９尺 標準 ¥327,300 ¥415,400 ¥505,200

自在桁 ¥372,500 ¥466,300 ¥561,700

3000タイプ 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間通し 3.0間通し
３尺 標準 ¥220,800 ¥276,700 ¥332,000

─ ─

自在桁 ¥286,800 ¥351,400 ¥415,300
４尺 標準 ¥248,000 ¥311,800 ¥375,400

自在桁 ¥314,000 ¥386,500 ¥458,700
５尺 標準 ¥287,000 ¥363,800 ¥441,200

自在桁 ¥353,000 ¥438,500 ¥524,500
６尺 標準 ¥305,100 ¥387,900 ¥469,700

自在桁 ¥371,100 ¥462,600 ¥553,000

熱線遮断FRP DRタイプ本体セット価格表

※下止め仕様・長尺柱の加算額についてはセット価格表ページを参照願います。

熱線遮断FRP DRタイプ本体セット価格表

※下止め仕様・長尺柱の加算額についてはセット価格表ページを参照願います。

F型 関東間  セット価格表 屋根材：熱線遮断FRP DRタイプテラスタイプ（1階設置型）

RB型 関東間  セット価格表 屋根材：熱線遮断FRP DRタイプテラスタイプ（1階設置型）
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