
業務用 表示価格には消費税は含まれておりません。

NEW PRODUCTS 2021
新商品ダイジェスト



全ての住宅用形材フェンスを、建築基準法に対応する高強度に。

建築基準法対応 形材フェンス

4 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

建築基準法対応

当社の住宅用形材フェンスは、
全て耐風圧強度41m/s※に強度アップしました。
※耐風圧強度は自社基準値です。

支柱間隔：2m 支柱間隔：2m 支柱間隔：1m（H12を除く）

（Vo=34m/s相当） （Vo=42m/s相当）

34m/s 41m/s 50m/s・
新商品従来品



5表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

価格： 80,400円（1型・0820サイズ） 価格： 67,600円（1型・木調カラー・1020サイズ）

価格： 45,700円（1型・0820サイズ）

価格： 37,100円（1型平地用・0820サイズ） 価格： 64,100円（1型・0820サイズ）

価格： 32,400円（1型・0820サイズ）

価格： 82,000円（1型・0820サイズ）

価格： 45,600円（SDY型・0820サイズ） 価格： 32,000円（1型・0820サイズ）

価格： 37,100円（1型・0820サイズ）

価格： 59,100円（2型・0820サイズ） 価格： 37,900円（0820サイズ）

対応品ラインナップ

アレグリアフェンス クラリスフェンス アルディフェンス

クレディフェンスSG

ルーバーフェンスK ラインフェンス

PPAルーバーフェンス テネシーフェンス

格子フェンスK

クレディフェンスHGルリエフェンス

高強度のまま多段柱仕様もご用意。 上・下桟の形状は従来品と同じですので、
既存現場の取り替え用途にもお使いいただけます。

目安価格は本体1枚と柱1本の価格です。

控え柱不要で
最大3.0mまでOK！



レジストポートSG

6 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

オールブラック色と異形地対応が新登場。
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／ アルミ押出形材

（ラミネートシート）

●材質仕様追加

価格： 1,155,700円（8555サイズ・標準高・3000N/㎡・屋根材（折板）は別途）

SC+
セピアブラウン

SC+
マロンブラウン

SC+
ライトブラウン

ステンカラーブラックつや消し

●カラー

KK+
セピアブラウン

KK+
マロンブラウン

KK+
ライトブラウン

アルミカラー 木調カラー

SC+
ブラックつや消し

KK+マロンブラウン（3台用）

耐積雪強度

最大 200cm
の高強度を実現！

（比重0.3にて算出）

耐風圧強度

風速 53m/s
（自社基準）

（Vo=44m/s相当）

ブラックつや消し（KK） ステンカラー（SC） ステンカラー+
ブラックつや消し（BK）

KK+
マロンブラウン（KMB）

SC+
マロンブラウン（MB）

臙脂色（えんじ） 群青色（ぐんじょう） 深緑色（ふかみどり）黄金色（こがね）

アルミカラーに加え、木調のアクセントカラーで
コーディネイトの幅が広がります。

アクセントカラーの特注も可能です。
ビビッドカラー

ア
ル
ミ
カ
ラ
ー

木
調
カ
ラ
ー

アクセントカラー アクセントカラー

※1台用・2台用（間口31・43・55サイズ）のみです。
※異形地対応は対応角度・寸法は本体サイズ・耐積雪強度により異なります。
　（詳しくはお問い合わせください。）

異形地にも対応（特注対応）

隅切入隅間口台形

NEW

NEW

NEW

建築基準法対応



7表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

これらの商品も建築基準法対応になりました。

建物に取付加工を必要としない独立施工。

独立タイプのテラスが建築基準法対応に。

耐風圧強度

風速 50m/s
（自社基準）

（Vo=42m/s相当）
（高強度タイプ）

耐風圧強度

風速 41m/s
（自社基準）

（Vo=34m/s相当）

SC+
セピアブラウン

SC+
チャコール

SC+
ヒノキ

SC+
マロンブラウン

SC+
ライトブラウン

本体カラーに人気のブラック色が追加。

ブラックつや消し+ヒノキ

アルファグラン エクサクルーフ ファンルーフ独立式

NEW

ステンカラー+セピアブラウン（3719サイズ）

前柱仕様 600N/㎡

価格：215,500円（600N/㎡）
ステンカラー+マロンブラウン（3719サイズ）

中柱仕様 600N/㎡

価格：267,000円（600N/㎡）
ステンカラー（3719サイズ）

後柱仕様 600N/㎡

価格：243,800円（600N/㎡）
ステンカラー（3719サイズ）

高強度タイプ 1500N/㎡
3000N/㎡

価格：426,200円（3000N/㎡）

ステンカラーブラックつや消し

熱線吸収
ポリカ板
1.8t

BK+
セピアブラウン

BK+
チャコール

BK+
ヒノキ

BK+
マロンブラウン

BK+
ライトブラウン

本体（アルミカラー） 本体（木調カラー）

クリアマット

屋根材

スマートトップ
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／ アルミ押出形材

（ラミネートシート）

●材質 ●カラー仕様追加

建築基準法対応



8 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

シンプルなデザインで幅広い住宅にマッチ。
本体／ アルミ押出形材
ポスト／ステンレス
宅配ボックス／ 溶融亜鉛メッキ鋼板

●材質NEW

セット価格： 336,400円（表札含む、インターホンは別途）

セット価格： 195,400円（表札含む、インターホンは別途）

豊富なカラーバリエーション。スッキリしたフォルムに
多機能を集約。

必要な機能が選べる
2タイプをご用意。

ブラック ホワイト セピアブラウン マロンブラウン ライトブラウン

●カラー
扉部塗装タイプ 扉部ラミネートタイプ

ソネット門柱1型

宅配ボックス付

扉部塗装タイプ 扉部ラミネートタイプ
サテン調粉体塗装による高級感ある
マットな仕上がり。

質感のある木調カラーにより
カラーコーディネイトが楽しめます。

ホワイトブラック

表札・LED照明
（オプション）

（市販品）

前入れ・前出し式

前入れ・前出し式

インターホン

ポスト

宅配ボックス

マロンブラウンセピアブラウン ライトブラウン

宅配ボックス無

臙脂色
（えんじ）

深緑色
（ふかみどり）

群青色
（ぐんじょう）

黄金色
（こがね）

臙脂色（えんじ）

あざやかな
ビビッドカラーも
特注可能です。



サインストッパーMY

9表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

スマートなタイヤ止めで駐車スペースをグレードアップ。
アルミ押出形材
●材質NEW

価格： 31,000円

価格： 31,000円

特注色（ビビッドカラー） 特注サイン

ブラックつや消し

ブラックつや消し

1型

2型

マイポート7（セブン）の支柱の
傾斜角度に合わせたデザイン。

ストッパー部分を地面より
浮かせたスマートなデザイン。

コンクリート面：アンカー固定
アスファルト面：全ネジボルト+接着剤固定

●カラー
本体 キャップ部

ブラックつや消しステンカラー ステンカラー

臙脂色（えんじ）

深緑色（ふかみどり）

ステンカラー

ブラックつや消し

群青色（ぐんじょう）

黄金色（こがね）

ステンカラー

ブラックつや消し

「STOP」のサインシート付属。

「STOP」のサインシート付属。

表示内容や書体はオーダー可能です。

※写真は1型

マイポート7（セブン）

マイポートV（ファイブ） マイポートneoマイポートNext

マイポートOrigin（オリジン） マイポートOrigin（オリジン）FX

マイポートシリーズにピッタリのデザインです。 キャップカラーやサイン表示の特注可能。



10 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

業界初、傾斜地用アコーにペットガードタイプを追加。

 アルミ押出形材
●材質NEW

価格： 309,000円

ニューハピネスHG
傾斜・ペットガードタイプ

●カラー

ブラックつや消し ブロンズステンカラー アイボリー
ホワイト

ステンカラー H12（片開き・315Sサイズ）

ブラックつや消し ブロンズ アイボリーホワイト

上り最大7°
下り最大5°

パンタ・格子のすき間が狭いのでペットが通り
抜けにくい、安心な設計です。
※小型犬や犬種によっては対応できません。

ペットの飛び出しや外からの
侵入を防ぐペットガードタイプ。

ペットの飛び出しや
野良犬の侵入防止に効果的。

68㎜



FD袖門扉

ハイパーフェンス ・ 門扉 
ハイパーテーション ・ 袖門扉

11表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

フェンスと連続施工できる袖門扉を追加。

ハイパーシリーズに木調カラーのラッピング仕様を追加。

本体／ 木質樹脂（表面材：耐候処理PE樹脂100％、
芯材：木粉55％+PE樹脂45％）

門扉枠・支柱／アルミ押出形材

アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材（オレフィンシート）

●材質

●材質

NEW

NEW 仕様追加

価格： 340,100円（埋込式） 価格： 304,900円（埋込式）

ハイパーフェンス・門扉 ハイパーテーション・袖門扉

●カラー

チャコール ウォールナット チーク オーク ヒノキ

オーク（0718サイズ）、FDフェンス1型はコーディネイト商品 チーク（0718サイズ）、FDフェンス2型はコーディネイト商品

2型1型

セット価格： 232,000円 価格： 67,500円（本体1枚+柱1本）

価格： 93,000円（本体1枚+柱1本）

価格： 110,800円（本体1枚+柱1本）

価格： 183,000円（本体1枚+柱1本）

価格： 115,300円（本体1枚+柱1本）
セット価格： 217,700円

●カラー
アルミカラー 木調カラー

ステンカラーN セピアブラウン マロンブラウン

ステンカラーN（1812サイズ） セピアブラウン（1512サイズ）

マロンブラウン（1812サイズ） マロンブラウン（1212サイズ）

A8型 木調カラー

A2型 木調カラー

A4型 木調カラー A7型 木調カラー

A6型 A1型

マロンブラウン（1812サイズ）

マロンブラウン（フェンス：1012サイズ／門扉：0710サイズ）

セピアブラウン（フェンス：1012サイズ／門扉：0710サイズ）

AM1型 木調カラー

NEW NEW

NEW

フェンス用コーナー柱
を追加。

90°～180°

NEW

価格： 199,100円（埋込式）

価格： 218,600円（埋込式）

セピアブラウン（0718サイズ）

マロンブラウン（0718サイズ）

A1型

A4型
価格： 223,200円（埋込式）

価格： 232,500円（埋込式）

マロンブラウン（0718サイズ）

マロンブラウン（0718サイズ）

A2型

A7型



14 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

ユニットラインが建築基準法対応に強度アップ。

価格： 1,030,000円（ステンレス・フラットレール）

ユニットラインGR

ベーシックな大型引戸。

ステンカラー（手動式18-5Sサイズ）

GR1型

GR2型 GR3型 GR4型 GRL型

NEW
耐風圧強度

Vo=34m/s
対応

本体／ アルミ押出形材
3型パネル／ アルミ板
レール／ ステンレス、高耐食溶融メッキ鋼板

●材質 ●カラー

ステンカラー ステンカラーブラックつや消し ステンカラー+
ブラックつや消し

1・2型 3・4型 GRL型

建築基準法対応

片引きは先端ノンレール

車輪と台車を強度アップ。
強風時の脱輪や転倒を防ぎます。

補強プレート

幅広・リブ付転倒防止金具
（カバーを外した状態）



15表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

耐風圧強度

Vo=34m/s
対応

耐風圧強度

Vo=42m/s
対応

防音フェンス VNF1型

GTM くぐり戸仕様

コストパフォーマンスに優れた防音フェンス。

H20サイズ以上のフェンスに対応した「くぐり戸仕様」が新登場。

本体／アルミ押出形材
パネル材／アルミ押出形材+多孔質樹脂

アルミカラー 本体／アルミ押出形材
剣先／ＡＳＡ樹脂

木調カラー本体／ アルミ押出形材
（オレフィンシート）

●材質

●材質

NEW

NEW

価格： 296,700円（本体2枚+柱1本）

価格： 435,300円（シリンダー錠仕様） 価格： 395,000円（シリンダー錠仕様）

価格： 405,600円（シリンダー錠仕様）

価格： 395,000円（シリンダー錠仕様）

価格： 468,800円（シリンダー錠仕様）

ステンカラー

●カラー

ステンカラー（H36（1820×2）サイズ）

フェンス内に吸音材が
充填された本体構造。

アルミ押出形材

多孔質樹脂

●カラー
アルミカラー 木調カラー

ブラックつや消し ブロンズステンカラー セピアブラウン マロンブラウン ライトブラウン

マロンブラウン（1030Sサイズ）・GTF5型はコーディネイト商品

1型

7型

3型 剣先Aタイプ

8型

5型

セピアブラウン（1030Sサイズ）・GTF1型はコーディネイト商品

ステンカラー（1030Sサイズ）・GTF3型はコーディネイト商品

ステンカラー（1030Sサイズ）・GTF7型はコーディネイト商品 ブラックつや消し（1030Sサイズ）・GTF8型はコーディネイト商品

遮音性能
音響透過損失（パネルそのものの遮音性能）は
400Hz：25dB以上、1000Hz：30dB以上を確
保しています。
詳しくはお問い合わせください。

建築基準法対応

建築基準法対応



サイクルラックS6～S9型

16 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

ハイセンスな建物にマッチするサイクルラック。

ステンレス
●材質

NEW

S6型 S7型

対応自転車仕様（標準のピッチで施工した場合の目安です。）
全長
（㎜）

ハンドル幅
（㎜）

タイヤ幅
（㎜）

タイヤサイズ
（インチ）

前カゴ幅
（㎜）

車重
（㎏）

全高
（㎜）

1550～1900 600以下 58以下 20～27 400以下 25以下 1200以下

S8型 S9型

価格： 52,000円（高）/台
35,500円（低）/台

価格： 52,000円（高）/台
35,500円（低）/台

価格： 35,500円/台 価格： 35,500円/台

（高） （高）（低） （低）



17表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

80
0

25
0

750・1000・1500・2000

G.L

φ76.3

レコポールS EK7/10

補強芯により2倍以上の強度にできる車止め。

本体／ステンレス
補強芯／アルミ押出形材

●材質
NEW

価格： 89,800円（W1500サイズ）
99,500円（W1500サイズ+補強芯）

価格： 180,000円（W1500サイズ）
192,000円（W1500サイズ+補強芯）

EK7

高強度構造

補強芯（オプション）

本体

強度試験状況

補強芯を入れた場合、
約2倍以上に強度アップ。

EK7

EK7
破壊荷重

3.01t

EK10
破壊荷重

6.42t

EK7
破壊荷重

8.48t

EK10
破壊荷重

14.19t

補強芯有り補強芯無し

80
0

25
0

1000・1500・2000

G.L

φ101.6

EK10



18 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

クレアデコール
焼石膏、炭酸カルシウム、色土、石膏用硬化遅延剤、天然石、
寒水石、アクリルエマルション

●主成分

吸着・分解
抗 菌抗アレル

立体感のある仕上げや肌合いで、これまでにない表現が可能です。
NEW

仕上げ・リッジライン/カラー・RB

仕上げ・ランダムクロス/カラー・OC

仕上げ・ミックス/カラー・DG

①仕上げ・グリッド/カラー・MW+②仕上げ・かき落とし/カラー・MW

①①

②②



19

ミックス スパニッシュ

クラウド

グリッド パラレル

リッジライン ボーダー ランダムクロス

仕上げは表現内容に応じて3種より選択可能。

立体模様付け仕上げ

MW

WH LB

MG+MW（1：4混合）

OC

MG+MW（1：1混合）

MB

MG

CL

DG+MW（1：1混合）

RB

DG

研ぎ出し仕上げ

かき落とし器による仕上げ

かき落とし仕上げ

ワイヤーブラシによる仕上げ

MW

MW

WH

WH

LB

LB

MG+MW（1：4混合）

MG+MW（1：4混合）

OC

OC

MG+MW（1：1混合）

MG+MW（1：1混合）

MB

MB

MG

MG

CL

CL

DG+MW（1：1混合）

DG+MW（1：1混合）

RB

RB

DG

DG

22,470円/㎡～
15,790円/㎡～
22,230円/㎡～

材工設計価格（20㎡程度施工の場合）

立体模様付け仕上げ（例/リッジラインの場合）
かき落とし仕上げ
研ぎ出し仕上げ



各商品に記載している「安全に関するご注意」を
よくお読みの上、正しくお使いください。

●記載内容は、2021年2月１日現在のものです。
●表示価格には、消費税および工事費は含まれておりません。
●改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。
●商品の色は、印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。ご了承ください。

東北・北海道 ： TEL 022（374）4110
北関東 ： TEL 0493（62）4127
東　京 ： TEL 043（306）4403
千　葉 ： TEL 043（301）3340

東関東 ： TEL 043（306）4404
神奈川 ： TEL 043（306）4408
静　岡 ： TEL 054（286）4111
中　部 ： TEL 052（705）0111

近畿・北陸 ： TEL 06（6339）4111
中　国 ： TEL 082（207）0975
四　国 ： TEL 0877（58）5211
九　州 ： TEL 092（431）4111

営業部・課

2102-TTTORU

操作や検索が簡単スピーディー。
ご自宅や事務所など、インターネットに接続できる環境があれば、
どこでも簡単に欲しい情報を手に入れることができます。

https://kenzai.shikoku.co.jp/
建材事業サイト

ご希望の商品を検索することができま
す。商品カテゴリーから目的の商品を素早
く検索し、最新の商品情報を調べること
ができます。

■商品ページ

■ デジタルカタログ
各種専門カタログをインターネット上で見
ることができます。

施工例写真やCGプランがご覧いただけ
ます。

■ 施工作品集

■ダウンロードサービス
CADデータ、商品画像、取付・取扱説明
書がダウンロードできます。
プランニング、設計・施工時にご活用くだ
さい。

■CADデータ集

商品に同梱されている説明書を収録。
取付方法や使用方法が確認できます。

■取付・取扱説明書

商品写真の閲覧が可能。プラン作成時の
商品選定やプレゼンボード作成にご活用
ください。

■商品画像

商品の姿図と標準機種図面をDXF形式
で収録。お手持ちのＣＡＤソフトでカンタ
ンに加工できます。

おすすめのコンテンツ
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