UENOJYUKEN

PRICE LIST

GARAGE DOOR

Garage Door

ウッディ オーバーヘッドガレージドア｜木製シャッター

木目の美しい

高級感のある無垢木材のシャッター
30mm 厚の無垢の木材を使用し、高級感のある美しい木目を

お楽しみいただける木製シャッター。樹種はスプルース、パイ

ン、ファーが標準となり、W5400 H2500ｍｍ内で自由に設

計が可能です。電動オープナーで自動開閉ができるほか、赤
外線ビームセンサーを標準装備するなど、安全対策も万全で

す。また、付属のリモコンで、車に乗ったまま開閉が可能。開

閉操作時にはガレージ内部の照明が自動点灯し、約 3 分で自
動消灯します。停電時など、手動でも軽く開閉が可能です。従

来の金属製シャッターと比べ、開閉の音が格段に静かなので、
深夜や早朝でも気兼ねなくお使いいただけます。工場出荷時

に塗装してありますので、塗装の手間が要りません。

（2 年間メーカー保証付き）
サイズ・仕様

■最大幅 5,400 最大高 2,500mm まで、ご指定寸法で製作可能。
（最小必要開口高 1,700mm）

※取り付けに際しては、ヘッドルーム、サイドルーム寸法、および取り付

け下地位置など条件がございますので、設計資料をご参照下さい。

■樹種ＳＰＦ、
ＫＤ
（人工乾燥材）
、節付き、板厚 30mm

■塗装「オスモカラー／ワンコートオンリー」3 色にて可能です。

パイン

チーク

ローズウッド

電動オープナー
■ドイツ「マランテック」社製ベルトドライブ式。ソフトスタート、ソフトストップ機能を搭載し、静粛
性や精密感が格段に向上しています。

■リモコンは日本の電波法に適合しています。リモコン電池は入手し易いコイン型リチウム CR2302
を使用しています。特定小電力無線機器技術適合製品（認証番号 R201Y 05215042/43）

■開閉時に自動点灯する LED 照明を内蔵しています。

■リモコンは 2 ボタンタイプのものが 2 個付属しています。2 台のドアの場合でもリモコン 1 個で操作
ができます。

■室内の壁付けスイッチ（オプション）でもドアの開閉操作が可能です。

オプション部材
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明かり窓 ￥15,000/ ヶ所

ボトムガード ￥15,000/m

無色透明ガラス入り
扇型・四角形・円形・格子の 4 種類。
※防火仕様には対応していません。

ステンレス製ドア下部の汚れ、傷みを防止。

追加用 3 チャンネル
リモコン ￥16,800/ 個

ウォールコンソール
スイッチ ￥6,800/ 個

GARAGE DOOR
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PRICE LIST

標準仕様価格（取付工事費込）
W

H

〜2,100mm
〜2,200mm
〜2,300mm
〜2,500mm
W

H

〜2,100mm
〜2,200mm
〜2,300mm
〜2,400mm
〜2,500mm

〜3,000mm

〜3,250mm

〜3,500mm

〜3,750mm

〜4,000mm

¥743,500

¥793,000

¥852,500

¥941,800

¥1,021,200

¥1,162,700

¥783,200

¥822,800

¥951,700

¥1,011,200

¥1,070,700

¥1,202,300

¥812,900

¥921,900

¥981,400

¥1,050,900

¥1,110,400

¥1,251,900

¥842,700

¥941,800

¥1,001,300

¥1,090,500

¥1,150,000

¥1,291,500

¥862,500

¥961,700

¥1,060,800

¥1,120,300

¥1,179,800

¥1,331,300

〜4,250mm

〜4,500mm

〜4,750mm

〜5,000mm

〜5,250mm

〜5,400mm

¥1,222,200

¥1,271,800

¥1,331,300

¥1,390,700

¥1,450,200

¥1,529,500

¥1,261,800

¥1,331,300

¥1,380,800

¥1,440,300

¥1,499,800

¥1,569,200

¥1,311,400

¥1,370,900

¥1,430,400

¥1,499,800

¥1,559,300

¥1,628,700

¥1,351,000

¥1,420,400

¥1,489,900

¥1,549,400

¥1,618,800

¥1,688,200

¥1,410,500

¥1,470,000

¥1,549,400

¥1,628,700

¥1,678,300

¥1,727,900

木製シャッター ウッディ オーバーヘッドガレージドア

〜2,400mm

〜2,750mm

※ローヘッドタイプは￥30,000 アップです。

※配送料、下地工事、電気工事は含まれていません。

※鉄骨下地の場合￥20,000 アップです。

都会でも使える

■防火設備 EC（準遮炎性能）タイプ
防火仕様価格（取付工事費込）

日本初 防火設備（乙種防火戸）認定品

防火設備仕様

EC・EB 2 タイプ

H

W

〜2,100mm

特徴

¥923,200

〜2,200mm

■
「防火地域」
「準防火地域」や「延焼の恐れのある開口部」でも使用可能。
■木製シャッターとしては日本初の防火設備認定品（EB タイプ）
。

¥964,000

〜2,300mm

¥992,900

〜2,400mm

¥1,024,200

〜2,500mm

■都会ではあきらめていた、自然でぬくもりのあるデザイン。
■表面が燃えて炭化しても内部までは燃えず、防火戸としての強度を保ちます。
■パネル間発泡材加工により、パネル間からの炎の噴出を防ぎます。このため、
外観上、目地が狭くなっています。

H

¥1,043,400
W

〜2,100mm

¥1,060,200

〜2,300mm

¥1,089,000

〜2,400mm

＜防火設備 EC タイプ（準遮煙性能）
＞

■最大幅 3,200 最大高 2,500ｍｍまで、ご指定寸法で製作可能。
（最小必要開口高 1,700mm）
■板厚 32mm

〜3,200mm
¥1,019,300

〜2,200mm

サイズ・仕様

〜2,750mm

¥1,120,300

〜2,500mm

¥1,139,500

■国土交通大臣認定番号：EC-0205 準遮炎性能・延焼の恐れのある開口部に使用可

■防火設備 EB（遮炎性能）タイプ

＜防火設備 EB タイプ（遮煙性能）
＞

■最大幅 2,600 最大高 2,500ｍｍまで、ご指定寸法で製作可能。
（最小必要開口高 1,700mm）
■板厚 35mm

防火仕様価格（取付工事費込）
H

■国内初の木製シャッター部門乙種防火戸認定商品

■トップから 4 枚の板材には難燃処理を施し、特に燃えやすい上部を強化しています。

〜2,100mm

■建築基準法施工例 109 条の 2 に適合した防火設備 国土交通大臣認定番号：EB-9559

〜2,300mm

■金具には防火用特殊加工を施し、熱による破損を防ぎます。

■樹種ＳＰＦ、
ＫＤ
（人工乾燥材）
、節付

〜2,200mm
〜2,400mm

■塗装「オスモカラー / ワンコートオンリー」 3 色（パイン、チーク、ローズウッド）にて可能です。

〜2,500mm

W

〜2,600mm
¥1,043,400
¥1,084,300
¥1,113,000
¥1,144,300
¥1,163,500

本体価格には取付工事費が含まれております。配送料は別途御見積となります。
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