
PRICE LIST
SERIES 1   2022.10〜



機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量
 (kg) ※1

積雪強度仕様
扉の開閉方向の

変更
基礎ブロック

個数
床面積

(㎡ )【坪】
標準棚板

枚数

オプション

間口 奥行 高さ
別売棚

結露減少材 雨とい    ( 左右 ) 換気 パネル
※ 2

タイヤ受けパネル
オリジナル
フラッグ

ルネプラス
セット名 セット価格

GM-1810 ¥852,500 1950 1095 2140 190 多雪地 変更可 8 1.80【0.55】 4 －     － ¥26,400 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥13,200
GM-1814 ¥910,800 1950 1520 2140 227 多雪地 変更可 12 2.57【0.78】 4 54 ¥17,600 ¥33,000 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥13,200
GM-1818 ¥1,018,600 1950 1945 2140 261 多雪地 変更可 16 3.34【1.01】 4 52 ¥18,700 ¥39,000 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥13,200

GM-1822 ¥1,108,800 1950 2370 2140 306 多雪地 変更可 16 4.11【1.25】 4
53 ¥19,800

¥50,600 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥13,200
55・56 ¥25,300

GM-2210 ¥960,300 2375 1095 2140 219 多雪地 変更可 8 2.22【0.67】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥16,500
GM-2214 ¥1,042,800 2375 1520 2140 258 多雪地 変更可 12 3.17【0.96】 4 54 ¥17,600 ¥39,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥16,500
GM-2218 ¥1,133,000 2375 1945 2140 297 多雪地 変更可 16 4.12【1.25】 4 52 ¥18,700 ¥44,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥16,500

GM-2222 ¥1,232,000 2375 2370 2140 344 多雪地 変更可 16 5.07【1.54】 4
53 ¥19,800

¥60,500 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥16,500
55・56 ¥25,300

GM-2610 ¥1,051,600 2800 1095 2140 251 多雪地 － 10 2.65【0.80】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥19,800
GM-2614 ¥1,108,800 2800 1520 2140 298 多雪地 － 15 3.78【1.15】 4 54 ¥17,600 ¥44,000 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥19,800
GM-2618 ¥1,249,600 2800 1945 2140 342 多雪地 － 20 4.91【1.49】 4 52 ¥18,700 ¥60,500 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥19,800

GM-2622 ¥1,315,600 2800 2370 2140 393 多雪地 － 20 6.04【1.83】 4
53 ¥19,800

¥66,000 － ¥22,000 53：￥11,000 ￥6,600 ¥19,800
55・56 ¥25,300

機種
前面・側面

パネル無し価格
前面・側面

2段付価格(ポリカ)

前面・側面
カスタマイズパーツ

仕様付価格

外寸 (mm) 製品重量 
(kg) ※1

※3

積雪強度
仕様

扉の開閉方向
の変更

基礎
ブロック

個数

屋根面積
(㎡ )【坪】

標準棚板
枚数

オプション
別売棚 結露            

減少材
雨とい                 
( 左右 )

換気パネル
※ 2

タイヤ受けパネル
オリジナル
フラッグ

物干し
セット

積雪１００ｃｍ　
対応加算金額

ルネプラス間口 奥行 高さ
セット名 セット価格

1810-1K5S ¥1,020,800 ¥1,105,500 ¥1,149,500 3440 1095 2140 190 多雪地 変更可 8 3.56【1.08】 4 －     － ¥26,400 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥19,800

1810-1K6S ¥1,034,000 ¥1,118,700 ¥1,208,900 3740 1095 2140 190 多雪地 変更可 8 3.87【1.17】 4 －     － ¥26,400 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥19,800

1814-1K5S ¥1,079,100 ¥1,186,900 ¥1,245,200 3440 1520 2140 227 多雪地 変更可 12 5.02【1.52】 4 54 ¥17,600 ¥33,000 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥19,800

1814-1K6S ¥1,092,300 ¥1,200,100 ¥1,305,700 3740 1520 2140 227 多雪地 変更可 12 5.46【1.65】 4 54 ¥17,600 ¥33,000 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥19,800

1818-1K5S ¥1,186,900 ¥1,258,400 ¥1,329,900 3440 1945 2140 261 多雪地 変更可 16 6.48【1.96】 4 52 ¥18,700 ¥39,000 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥19,800

1818-1K6S ¥1,199,880 ¥1,271,600 ¥1,401,400 3740 1945 2140 261 多雪地 変更可 16 7.05【2.14】 4 52 ¥18,700 ¥39,000 － ¥22,000 51 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥19,800

1822-1.5K5S ¥1,277,100 ¥1,426,700 ¥1,569,700 3440 2370 2140 306 多雪地 変更可 16 7.95【2.41】 4
53 ¥19,800

¥50,600 － ¥22,000 51: ￥ 11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥19,800
55・56 ¥25,300

1822-1.5K6S ¥1,289,200 ¥1,453,100 ¥1,606,000 3740 2370 2140 306 多雪地 変更可 16 8.64【2.62】 4
53 ¥19,800

¥50,600 － ¥22,000 51 : ￥ 11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥19,800
55・56 ¥25,300

2210-1K5S ¥1,127,500 ¥1,186,900 ¥1,257,300 3865 1095 2140 219 多雪地 変更可 8 4.00【1.21】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥25,300

2210-1K6S ¥1,141,800 ¥1,200,100 ¥1,317,800 4165 1095 2140 219 多雪地 変更可 8 4.31【1.31】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥25,300

2214-1K5S ¥1,210,000 ¥1,246,300 ¥1,329,900 3865 1520 2140 258 多雪地 変更可 12 5.64【1.71】 4 54 ¥17,600 ¥39,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥25,300

2214-1K6S ¥1,223,200 ¥1,260,600 ¥1,389,300 4165 1520 2140 258 多雪地 変更可 12 6.08【1.84】 4 54 ¥17,600 ¥39,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥25,300

2218-1K5S ¥1,302,400 ¥1,343,100 ¥1,425,600 3865 1945 2140 297 多雪地 変更可 16 7.29【2.21】 4 52 ¥18,700 ¥44,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥25,300

2218-1K6S ¥1,314,500 ¥1,356,300 ¥1,474,000 4165 1945 2140 297 多雪地 変更可 16 7.85【2.38】 4 52 ¥18,700 ¥44,000 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥25,300

2222-1.5K5S ¥1,400,300 ¥1,487,200 ¥1,641,200 3865 2370 2140 344 多雪地 変更可 16 8.93【2.71】 4
53 ¥19,800

¥60,500 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥25,300
55・56 ¥25,300

2222-1.5K6S ¥1,413,500 ¥1,500,400 ¥1,665,400 4165 2370 2140 344 多雪地 変更可 16 9.62【2.92】 4
53 ¥19,800

¥60,500 － ¥22,000 52 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥25,300
55・56 ¥25,300

2610-1K5S ¥1,218,800 ¥1,270,500 ¥1,365,100 4290 1095 2140 251 多雪地 － 10 4.44【1.35】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥29,700

2610-1K6S ¥1,232,000 ¥1,283,700 ¥1,425,600 4590 1095 2140 251 多雪地 － 10 4.75【1.44】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥29,700

2614-1K5S ¥1,246,300 ¥1,331,000 ¥1,437,700 4290 1520 2140 298 多雪地 － 15 6.26【1.90】 4 54 ¥17,600 ¥44,000 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥29,700

2614-1K6S ¥1,290,300 ¥1,344,200 ¥1,497,100 4590 1520 2140 298 多雪地 － 15 6.70【2.03】 4 54 ¥17,600 ¥44,000 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥29,700

2618-1K5S ¥1,416,800 ¥1,450,900 ¥1,557,600 4290 1945 2140 342 多雪地 － 20 8.09【2.45】 4 52 ¥18,700 ¥60,500 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥29,700

2618-1K6S ¥1,430,000 ¥1,465,200 ¥1,606,000 4590 1945 2140 342 多雪地 － 20 8.65【2.62】 4 52 ¥18,700 ¥60,500 － ¥22,000 53 : ￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥29,700

2622-1.5K5S ¥1,482,800 ¥1,595,000 ¥1,785,300 4290 2370 2140 393 多雪地 － 20 9.91【3.00】 4
53 ¥19,800

¥66,000 － ¥22,000 53：￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥29,700
55・56 ¥25,300

2622-1.5K6S ¥1,496,000 ¥1,608,200 ¥1,809,500 4590 2370 2140 393 多雪地 － 20 10.60【3.21】 4
53 ¥19,800

¥66,000 － ¥22,000 53：￥11,000 ￥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥29,700
55・56 ¥25,300

GM（4面パターン）

GM-TERRA（4面パターン）	

1 2

PRICE LIST を WEB上でご覧になりたい方は、コチラ

WEB SITE
■本カタログ 13P・14P に掲載の商品 ★金額はすべて税込価格になります   ※ 1. パネルは除く  ※ 2. パネルが付かない面にのみ取付け可能　

■本カタログ 15P・16P に掲載の商品  　★金額はすべて税込価格になります　※ 1. パネルは除く ※ 2. パネルが付かない面にのみ取　付け可能　※ 3. テラスは除く　



機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量
 (kg)

積雪強度仕様
扉の開閉方向

の変更
基礎ブロック

個数
床面積

(㎡ )【坪】
標準棚板枚数

オプション

間口 奥行 高さ
別売棚

結露減少材
雨とい                 
( 左右 )

換気パネル タイヤ受けパネル
オリジナル
フラッグ

ルネプラス
セット名 セット価格

MN-1810 ¥261,800 1950 1035 2140 190 多雪地 変更可 8 1.80【0.55】 4 －     － ¥26,400 ¥24,200 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥13,200
MN-1814 ¥309,100 1950 1460 2140 227 多雪地 変更可 12 2.57【0.78】 4 54 ¥17,600 ¥33,000 ¥30,800 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥13,200
MN-1818 ¥357,500 1950 1885 2140 261 多雪地 変更可 16 3.34【1.01】 4 52 ¥18,700 ¥39,000 ¥36,300 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥13,200

MN-1822 ¥405,900 1950 2310 2140 306 多雪地 変更可 16 4.11【1.25】 4
53 ¥19,800

¥50,600 ¥42,900 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥13,200
55・56 ¥25,300

MN-2210 ¥309,100 2375 1035 2140 219 多雪地 変更可 8 2.22【0.67】 4 －     － ¥33,000 ¥24,200 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500

MN-2214 ¥345,400 2375 1460 2140 258 多雪地 変更可 12 3.17【0.96】 4 54 ¥17,600 ¥39,000 ¥30,800 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500

MN-2218 ¥405,900 2375 1885 2140 297 多雪地 変更可 16 4.12【1.25】 4 52 ¥18,700 ¥44,000 ¥36,300 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500

MN-2222 ¥441,100 2375 2310 2140 344 多雪地 変更可 16 5.07【1.54】 4
53 ¥19,800

¥60,500 ¥42,900 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
55・56 ¥25,300

MN-2610 ¥369,600 2800 1035 2140 251 多雪地 － 10 2.65【0.80】 4 －     － ¥33,000 ¥24,200 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800

MN-2614 ¥405,900 2800 1460 2140 298 多雪地 － 15 3.78【1.15】 4 54 ¥17,600 ¥44,000 ¥30,800 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800

MN-2618 ¥465,300 2800 1885 2140 342 多雪地 － 20 4.91【1.49】 4 52 ¥18,700 ¥60,500 ¥36,300 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800

MN-2622 ¥513,700 2800 2310 2140 393 多雪地 － 20 6.04【1.83】 4
53 ¥19,800

¥66,000 ¥42,900 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
55・56 ¥25,300

機種
前面・側面

パネル無し価格
前面・側面

2段付価格(ポリカ)

前面・側面
カスタマイズパーツ

仕様付価格

外寸 (mm)
製品重量
 (kg) ※1

積雪強度
仕様

扉の開閉
方向

の変更

基礎
ブロック

個数

屋根面積
(㎡ )【坪】

標準棚板
枚数

オプション
別売棚 結露            

減少材
雨とい          

( 左右 ) ※2
換気パネル

タイヤ受け
パネル

オリジナル
フラッグ

物干し
セット

積雪１００ｃｍ　
対応加算金額

ルネプラス間口 奥行 高さ
セット名 セット価格

1810-1K5S ¥441,100 ¥609,400 ¥621,500 3440 1035 2140 190 多雪地 変更可 8 3.56【1.08】 4 －     － ¥26,400 ¥23,400 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥19,800
1810-1K6S ¥453,200 ¥633,600 ¥669,900 3740 1035 2140 190 多雪地 変更可 8 3.87【1.17】 4 －     － ¥26,400 ¥23,400 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥19,800
1814-1K5S ¥489,500 ¥657,800 ¥669,900 3440 1460 2140 227 多雪地 変更可 12 5.02【1.52】 4 54 ¥17,600 ¥33,000 ¥30,600 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥19,800
1814-1K6S ¥501,600 ¥682,000 ¥717,200 3740 1460 2140 227 多雪地 変更可 12 5.46【1.65】 4 54 ¥17,600 ¥33,000 ¥30,600 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥19,800
1818-1K5S ¥550,000 ¥717,200 ¥729,300 3440 1885 2140 261 多雪地 変更可 16 6.48【1.96】 4 52 ¥18,700 ¥39,000 ¥36,300 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥19,800
1818-1K6S ¥562,100 ¥741,400 ¥753,500 3740 1885 2140 261 多雪地 変更可 16 7.05【2.14】 4 52 ¥18,700 ¥39,000 ¥36,300 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥19,800

1822-1.5K5S ¥657,800 ¥814,000 ¥885,500 3440 2310 2140 306 多雪地 変更可 16 7.95【2.41】 4
53 ¥19,800

¥50,600 ¥42,600 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥19,800
55・56 ¥25,300

1822-1.5K6S ¥669,900 ¥873,400 ¥909,700 3740 2310 2140 306 多雪地 変更可 16 8.64【2.62】 4
53 ¥19,800

¥50,600 ¥42,600 ¥22,000 51：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥19,800
55・56 ¥25,300

2210-1K5S ¥489,500 ¥657,800 ¥669,900 3865 1035 2140 219 多雪地 変更可 8 4.00【1.21】 4 －     － ¥33,000 ¥23,400 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥25,300
2210-1K6S ¥501,600 ¥682,000 ¥705,100 4165 1035 2140 219 多雪地 変更可 8 4.31【1.31】 4 －     － ¥33,000 ¥23,400 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥25,300
2214-1K5S ¥525,800 ¥682,000 ¥705,100 3865 1460 2140 258 多雪地 変更可 12 5.64【1.71】 4 54 ¥17,600 ¥39,000 ¥30,600 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥25,300
2214-1K6S ¥537,900 ¥717,200 ¥741,400 4165 1460 2140 258 多雪地 変更可 12 6.08【1.84】 4 54 ¥17,600 ¥39,000 ¥30,600 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥25,300
2218-1K5S ¥609,400 ¥741,400 ¥777,700 3865 1885 2140 297 多雪地 変更可 16 7.29【2.21】 4 52 ¥18,700 ¥44,000 ¥36,300 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥25,300
2218-1K6S ¥621,500 ¥789,800 ¥801,900 4165 1885 2140 297 多雪地 変更可 16 7.85【2.38】 4 52 ¥18,700 ¥44,000 ¥36,300 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥25,300

2222-1.5K5S ¥694,100 ¥897,600 ¥909,700 3865 2310 2140 344 多雪地 変更可 16 8.93【2.71】 4
53 ¥19,800

¥60,500 ¥42,600 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥25,300
55・56 ¥25,300

2222-1.5K6S ¥705,100 ¥921,800 ¥933,900 4165 2310 2140 344 多雪地 変更可 16 9.62【2.92】 4
53 ¥19,800

¥60,500 ¥42,600 ¥22,000 52：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥25,300
55・56 ¥25,300

2610-1K5S ¥550,000 ¥705,100 ¥718,300 4290 1035 2140 251 多雪地 － 10 4.44【1.35】 4 －     － ¥33,000 ¥23,400 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥29,700
2610-1K6S ¥562,100 ¥741,400 ¥753,500 4590 1035 2140 251 多雪地 － 10 4.75【1.44】 4 －     － ¥33,000 ¥23,400 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥15,000 ¥29,700
2614-1K5S ¥597,300 ¥741,400 ¥765,600 4290 1460 2140 298 多雪地 － 15 6.26【1.90】 4 54 ¥17,600 ¥44,000 ¥30,600 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥29,700
2614-1K6S ¥609,400 ¥752,400 ¥789,800 4590 1460 2140 298 多雪地 － 15 6.70【2.03】 4 54 ¥17,600 ¥44,000 ¥30,600 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥16,000 ¥29,700
2618-1K5S ¥694,100 ¥789,800 ¥861,300 4290 1885 2140 342 多雪地 － 20 8.09【2.45】 4 52 ¥18,700 ¥60,500 ¥36,300 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥29,700
2618-1K6S ¥705,100 ¥814,000 ¥885,500 4590 1885 2140 342 多雪地 － 20 8.65【2.62】 4 52 ¥18,700 ¥60,500 ¥36,300 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥17,000 ¥29,700

2622-1.5K5S ¥789,800 ¥861,300 ¥914,100 4290 2310 2140 393 多雪地 － 20 9.91【3.00】 4
53 ¥19,800

¥66,000 ¥42,600 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥29,700
55・56 ¥25,300

2622-1.5K6S ¥801,900 ¥993,300 ¥1,029,600 4590 2310 2140 393 多雪地 － 20 10.60【3.21】 4
53 ¥19,800

¥66,000 ¥42,600 ¥22,000 53：¥11,000 ¥6,600 ¥31,900 ¥25,000 ¥29,700
55・56 ¥25,300

MN	

MN-TERRA	
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PRICE LIST を WEB上でご覧になりたい方は、コチラ

WEB SITE
■本カタログ 19P・20P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります　　

■本カタログ 23P・24P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります　※ 1. テラスは除く　※ 2. テラスと反対側のみ取付可能



機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量
 (kg) ※ 1 積雪強度仕様 扉の開閉方向

の変更
基礎ブロック

個数
床面積

(㎡ )【坪】 標準棚板枚数
オプション

間口 奥行 高さ
別売棚

結露減少材 雨とい                 
( 左右 )

換気パネル
※ 2

タイヤ受け
パネル

オリジナル
フラッグ ルネプラス

セット名 セット価格
GMW-1810 ¥993,300 1950 1095 2140 190 多雪地 変更可 8 1.80【0.55】 4 －     － ¥26,400 － ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200
GMW-1814 ¥1,113,200 1950 1520 2140 227 多雪地 変更可 12 2.57【0.78】 4 54W ¥20,900 ¥33,000 － ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200
GMW-1818 ¥1,245,200 1950 1945 2140 261 多雪地 変更可 16 3.34【1.01】 4 52W ¥24,200 ¥39,000 － ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200

GMW-1822 ¥1,389,300 1950 2370 2140 306 多雪地 変更可 16 4.11【1.25】 4
53W ¥25,300

¥50,600 － ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200
55・56W ¥30,800

GMW-2210 ¥1,113,200 2375 1095 2140 219 多雪地 変更可 8 2.22【0.67】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
GMW-2214 ¥1,210,000 2375 1520 2140 258 多雪地 変更可 12 3.17【0.96】 4 54W ¥20,900 ¥39,000 － ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
GMW-2218 ¥1,365,100 2375 1945 2140 297 多雪地 変更可 16 4.12【1.25】 4 52W ¥24,200 ¥44,000 － ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500

GMW-2222 ¥1,509,200 2375 2370 2140 344 多雪地 変更可 16 5.07【1.54】 4
53W ¥25,300

¥60,500 － ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
55・56W ¥30,800

GMW-2610 ¥1,233,100 2800 1095 2140 251 多雪地 － 10 2.65【0.80】 4 －     － ¥33,000 － ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
GMW-2614 ¥1,342,000 2800 1520 2140 298 多雪地 － 15 3.78【1.15】 4 54W ¥20,900 ¥44,000 － ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
GMW-2618 ¥1,509,200 2800 1945 2140 342 多雪地 － 20 4.91【1.49】 4 52W ¥24,200 ¥60,500 － ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800

GMW-2622 ¥1,653,300 2800 2370 2140 393 多雪地 － 20 6.04【1.83】 4
53W ¥25,300

¥66,000 － ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
55・56W ¥30,800

機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量
 (kg) ※ 3 積雪強度仕様 扉の開閉方向

の変更
基礎ブロック

個数
床面積

(㎡ )【坪】
標準棚板枚数

オプション

間口 奥行 高さ
別売棚

結露減少材 雨とい                 
( 左右 )

換気                
パネル

タイヤ受け
パネル

オリジナル
フラッグ ルネプラス

セット名 セット価格
MNW-1810 ¥523,600 1950 1035 2140 190 多雪地 変更可 8 1.80【0.55】 4 －     － ¥26,400 ¥24,200 ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200
MNW-1814 ¥581,900 1950 1460 2140 227 多雪地 変更可 12 2.57【0.78】 4 54W ¥20,900 ¥33,000 ¥30,800 ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200
MNW-1818 ¥713,900 1950 1885 2140 261 多雪地 変更可 16 3.34【1.01】 4 52W ¥24,200 ¥39,000 ¥36,300 ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200

MNW-1822 ¥803,000 1950 2310 2140 306 多雪地 変更可 16 4.11【1.25】 4
53W ¥25,300

¥50,600 ¥42,900 ¥22,000 51：￥11,000 ¥6,600 ¥13,200
55・56W ¥30,800

MNW-2210 ¥550,000 2375 1035 2140 219 多雪地 変更可 8 2.22【0.67】 4 －     － ¥33,000 ¥24,200 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
MNW-2214 ¥673,200 2375 1460 2140 258 多雪地 変更可 12 3.17【0.96】 4 54W ¥20,900 ¥39,000 ¥30,800 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
MNW-2218 ¥754,600 2375 1885 2140 297 多雪地 変更可 16 4.12【1.25】 4 52W ¥24,200 ¥44,000 ¥36,300 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500

MNW-2222 ¥880,000 2375 2310 2140 344 多雪地 変更可 16 5.07【1.54】 4
53W ¥25,300

¥60,500 ¥42,900 ¥22,000 52：￥11,000 ¥6,600 ¥16,500
55・56W ¥30,800

MNW-2610 ¥700,700 2800 1035 2140 251 多雪地 － 10 2.65【0.80】 4 －     － ¥33,000 ¥24,200 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
MNW-2614 ¥800,800 2800 1460 2140 298 多雪地 － 15 3.78【1.15】 4 54W ¥20,900 ¥44,000 ¥30,800 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
MNW-2618 ¥870,100 2800 1885 2140 342 多雪地 － 20 4.91【1.49】 4 52W ¥24,200 ¥60,500 ¥36,300 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800

MNW-2622 ¥975,700 2800 2310 2140 393 多雪地 － 20 6.04【1.83】 4
53W ¥25,300

¥66,000 ¥42,900 ¥22,000 53：￥11,000 ¥6,600 ¥19,800
55・56W ¥30,800

機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量
 (kg)

積雪強度仕様
扉の開閉方向

の変更
基礎ブロック

個数
床面積

(㎡ )【坪】
標準棚板枚数

オプション

間口 奥行 高さ
別売棚

結露減少材 雨とい                 
( 左右 )

換気                
パネル

タイヤ受け
パネル

オリジナル
フラッグ ルネプラス

セット名 セット価格
NT-137D ¥199,100 1520 785 1795 130 一般地 － 4 1.03【0.31】 2 －     － － － － 51：￥11,000 ¥6,600 ￥11,000
NT-137DN ¥199,100 1520 785 1795 128 一般地 － 4 1.03【0.31】 2 61B ¥4,400 － － － 51：￥11,000 ¥6,600 ￥11,000
NT-157D ¥222,200 1717 785 1804 146 一般地 － 6 1.18【0.36】 4 －     － － － － 51：￥11,000 ¥6,600 ￥11,000
NT-157DN ¥222,200 1717 785 1804 141 一般地 － 6 1.18【0.36】 2 61B ¥4,400 － － － 51：￥11,000 ¥6,600 ￥11,000
NT-187D ¥247,500 1945 785 1806 160 一般地 － 6 1.35【0.41】 4 －     － － － － 51：￥11,000 ¥6,600 ￥11,000
NT-187DN ¥247,500 1945 785 1806 154 一般地 － 6 1.35【0.41】 2 61B ¥4,400 － － － 51：￥11,000 ¥6,600 ￥11,000

機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量 
(kg)

容量
(ℓ )

45ℓゴミ袋
目安 (ケ)

ガス
スプリング

( 本 )

オプション メンテナンスパーツ
ルネプラス

間口 奥行 高さ
間仕切りネット ガススプリング

取付位置 価格 型式 価格
SBA-350 ¥73,700 800 550 900 33 350 7 1 － － AN ¥8,800（1本） ¥7,700
SBA-400 ¥85,800 1000 550 900 37 400 9 1 中央部 ¥7,700 AN ¥8,800（1本） ¥7,700
SBA-500 ¥95,700 1200 550 900 43 500 11 1 左右側 ¥7,700 AN ¥8,800（1本） ¥7,700
SBA-600 ¥106,700 1400 550 900 50 600 13 2 左右側 ¥7,700 BN ¥16,500（2 本） ¥7,700
SBA-700 ¥117,700 1600 550 900 56 700 15 2 左右側 ¥7,700 G ¥16,500（2本） ¥7,700

機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量 
(kg)

容量
(ℓ )

45ℓゴミ袋
目安 ( ケ )

ガス
スプリング

( 本 )

オプション メンテナンスパーツ
ルネプラス

間口 奥行 高さ
間仕切りネット ガススプリング

取付位置 価格 型式 価格（2 本）
SBS-600 ¥191,400 1152 750 1110 48.5 600 13 2 － － G ¥16,500 ¥7,700

SBS-800 ¥243,100 1500 750 1110 57.5 800 17 2 － － G ¥16,500 ¥7,700

SBS-1000 ¥269,500 1848 750 1110 66.0 1000 22 2 － － G ¥16,500 ¥7,700

SBS-1200 ¥294,800 2192 750 1110 75.0 1200 26 2 － － G ¥16,500 ¥7,700

GM-WOOD（4面パターン）	

MN-WOOD	

NT	

SBA	 SBS	
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PRICE LIST を WEB上でご覧になりたい方は、コチラ

WEB SITE

■本カタログ 25P・26P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります　※3. 内側の木材は除く　

■本カタログ 29Pに掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります

■本カタログ 35P・36P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります ■本カタログ 37P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります

※転倒防止工事：◦土の場合は＋￥12,000（コンクリート平板 4 枚含む）　◦コンクリートの場合は＋￥9,800
※転倒防止工事：◦土の場合は＋￥12,000（コンクリート平板 4 枚含む）　◦コンクリートの場合は＋￥9,800

■本カタログ 25P・26P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります　※1. 外側パネルと内側の木材は除く　※ 2. パネルが　　　付かない面にのみ取付け可能　



機種

12cm ブロック
1 段回し基礎に変更

通気口 2 ヶ所付
正面無し

左右に 2 ヶ所

コンクリート
布基礎に変更

通気口 2 ヶ所付
正面無し

左右に 2 ヶ所

割石敷き工事 下地調整費
モルタル調整費

物置部のみ
コンクリート床
砕石厚 10cm

ワイヤーメッシュ入り
コンクリート厚 10cm

※メーカー推奨

TERRA タイプのみ ※1

砕石転圧工事
40-0 砕石使用

10cm 厚

凍み上がり
防止工事

(1㎡あたり )

　GRC ベース　　※メーカー推奨

物置＋テラス部
コンクリート床
砕石厚 10cm

ワイヤーメッシュ入り
コンクリート厚 10cm

2 面 3 面 3 面 4 面

正面 + 左側面
or

正面 + 右側面
正面 + 左右側面

　正面 + 左側面 + 背面
or

　正面 + 右側面 + 背面

正面
左右側面

背面

1810 + ￥44,000 + ￥166,100 + ￥26,400 + ￥11,000 + ￥60,500 + ￥99,000 + ￥26,400 + ￥34,100 + ￥89,100 + ￥99,000 + ￥118,800 + ￥129,800
1814 + ￥55,000 + ￥178,200 + ￥28,600 + ￥16,500 + ￥77,000 + ￥143,000 + ￥28,600 + ￥34,100 + ￥99,000 + ￥118,800 + ￥129,800 + ￥154,000
1818 + ￥66,000 + ￥201,300 + ￥36,300 + ￥20,900 + ￥88,000 + ￥187,000 + ￥36,300 + ￥34,100 + ￥107,800 + ￥143,000 + ￥143,000 + ￥168,300
1822 + ￥77,000 + ￥237,600 + ￥45,100 + ￥25,300 + ￥110,000 + ￥224,400 + ￥45,100 + ￥34,100 + ￥107,800 + ￥143,000 + ￥143,000 + ￥168,300
2210 + ￥55,000 + ￥178,200 + ￥29,700 + ￥11,000 + ￥68,200 + ￥107,800 + ￥29,700 + ￥34,100 + ￥89,100 + ￥99,000 + ￥118,800 + ￥129,800
2214 + ￥66,000 + ￥201,300 + ￥35,200 + ￥16,500 + ￥92,400 + ￥173,800 + ￥35,200 + ￥34,100 + ￥99,000 + ￥118,800 + ￥129,800 + ￥154,000
2218 + ￥77,000 + ￥237,600 + ￥44,000 + ￥20,900 + ￥108,900 + ￥224,400 + ￥44,000 + ￥34,100 + ￥107,800 + ￥143,000 + ￥143,000 + ￥168,300
2222 + ￥88,000 + ￥242,000 + ￥56,100 + ￥25,300 + ￥133,100 + ￥273,900 + ￥56,100 + ￥34,100 + ￥107,800 + ￥143,000 + ￥143,000 + ￥168,300
2610 + ￥66,000 + ￥201,300 + ￥30,800 + ￥13,200 + ￥83,600 + ￥144,100 + ￥30,800 + ￥34,100 + ￥99,000 + ￥107,800 + ￥143,000 + ￥154,000
2614 + ￥77,000 + ￥237,600 + ￥41,800 + ￥17,600 + ￥101,200 + ￥156,200 + ￥41,800 + ￥34,100 + ￥107,800 + ￥129,800 + ￥154,000 + ￥168,300
2618 + ￥88,000 + ￥242,000 + ￥52,800 + ￥25,300 + ￥129,800 + ￥266,200 + ￥52,800 + ￥34,100 + ￥118,800 + ￥143,000 + ￥158,400 + ￥187,000
2622 + ￥99,000 + ￥292,600 + ￥67,100 + ￥30,000 + ￥159,500 + ￥327,800 + ￥67,100 + ￥34,100 + ￥118,800 + ￥143,000 + ￥158,400 + ￥187,000
137D/DN + ￥28,600 + ￥108,900 + ￥13,200 + ￥6,600 + ￥37,400 － + ￥13,200 + ￥34,100 － － － －
157D/DN + ￥33,000 + ￥119,900 + ￥18,700 + ￥9,900 + ￥42,900 － + ￥18,700 + ￥34,100 － － － －
187D/DN + ￥36,300 + ￥146,300 + ￥24,200 + ￥9,900 + ￥50,600 － + ￥24,200 + ￥34,100 － － － －
PHANTOM + ￥88,000 + ￥242,000 － + ￥33,000 + ￥129,800 － － + ￥34,100 + ￥118,800 + ￥143,000 + ￥158,400 + ￥187,000
SPECTER + ￥88,000 + ￥242,000 － + ￥33,000 + ￥129,800 － － + ￥34,100 + ￥118,800 + ￥143,000 + ￥158,400 + ￥187,000

設置場所が土の場合 設置場所がコンクリートの場合 設置場所がレンガや石張りの場合
アンカー種類 A, 外アンカー B, 内アンカー ※メーカー推奨 C, 強風地用 D, 外アンカー E, 内アンカー ※メーカー推奨 F, レンガや石張り

アンカー工事名 土アンカー 内アンカー工事 束石アンカー工事 外アンカー工事 内アンカー工事 マスアンカー工事
価格 + ￥16,500 + ￥24,200 + ￥66,000 + ￥11,000 + ￥16,500 + ￥55,000

残土処分費 + ￥6,050 + ￥6,050 + ￥6,050 － － －
アスファルトの場合 + ￥16,500 + ￥16,500 + ￥16,500 － － －

機種 完成価格
外寸 (mm) 製品重量

 (kg)
積雪強度

仕様
扉の開閉方向

の変更
基礎

ブロック個数
床面積

(㎡ )【坪】
棚

ラック間口 奥行 高さ

PHANTOM ¥1,655,500 2840 1954.5 2140 658 多雪地 － 23 4.91【1.49】 2 台
SPECTER ¥1,655,500 2840 1954.5 2140 658 多雪地 － 23 4.91【1.49】 2 台

オプション
機種 結露減少材 換気パネル タイヤ受けパネル シェルフラック ラテラルドロアー スライディングキャビネット ハンギングシェルフ オリジナルフラッグ ルネプラス

PHANTOM ¥60,500 ¥22,000 ¥11,000 ¥84,700 ¥88,000 ¥61,600 ¥15,400 － ¥29,700
SPECTER ¥60,500 ¥22,000 ¥11,000 ¥84,700 ¥88,000 ¥61,600 ¥15,400 － ¥29,700

棚板配置図 種類 幅×奥行 (mm) 制限重量 数 価格 用途
51B 　 863 × 617 × 30 約 105 kg

1 枚入

¥6,600 NT-187D の標準棚の追加棚板
61B 　 436 × 617 × 30 約 55 kg ¥4,400 DN タイプの別売棚板
63B 　 749 × 617 × 30 約 95 kg ¥7,700 NT-157D の標準棚の追加棚板
65B 　1061 × 617 × 30 約 130 kg ¥8,800 NT-157DN の標準棚の追加棚板
68B 　864 × 617 × 30 約 105 kg ¥6,600 NT-137DN の標準棚の追加棚板
69B 　1289 × 617 × 30 約 160 kg ¥9,900 NT-187DN の標準棚の追加棚板

70B 　1329 × 617 × 30 約 165 kg ¥11,000 NT-137D の標準棚の追加棚板

棚板配置図 種類 幅×奥行 (mm) 制限重量 数 価格 用途
51 　863 × 460 × 25 約 80 kg

2 枚入

¥9,900 間口 1800 タイプの標準棚板の追加棚板
52 1075 × 460 × 25 約 100 kg ¥11,000 間口 2200 タイプの標準棚板の追加棚板、奥行 18 タイプの別売棚板
53 1288 × 460 × 25 約 120 kg ¥12,100 間口 2600 タイプの標準棚板の追加棚板、奥行 22 タイプの別売棚板
54 　586 × 460 × 25 約 60 kg ¥6,600 奥行 14 タイプの別売棚板
55 　673 × 460 × 25 約 70 kg ¥7,700 奥行 22 タイプの別売棚板
56 　799 × 460 × 25 約 80 kg ¥8,800 奥行 22 タイプの別売棚板

棚板配置図 種類 幅×奥行 (mm) 制限重量 数 価格 用途
51w 　831 × 460 × 25 約 80 kg

2 枚入

¥11,000 間口 1800 タイプの標準棚板の追加棚板
52w 1044 × 460 × 25 約 100 kg ¥12,100 間口 2200 タイプの標準棚板の追加棚板、奥行 18 タイプの別売棚板
53w 1256 × 460 × 25 約 120 kg ¥13,200 間口 2600 タイプの標準棚板の追加棚板、奥行 22 タイプの別売棚板
54w 　586 × 460 × 25 約 60 kg ¥7,700 奥行 14 タイプの別売棚板
55w 　673 × 460 × 25 約 70 kg ¥8,800 奥行 22 タイプの別売棚板
56w 　799 × 460 × 25 約 80 kg ¥11,000 奥行 22 タイプの別売棚板

MARMOシリーズ	

MARMOシリーズ	

MARMOシリーズ	

設置前の基礎工事

転倒防止工事	

OPTION　棚板の種類と棚支柱　	

機種 完成価格
外寸 (mm) 製品重量

 (kg)
積雪強度

仕様
扉の開閉方向

の変更
基礎

ブロック個数
床面積

(㎡ )【坪】
標準棚板

枚数間口 奥行 高さ

W-2214 ¥1,005,400 2375 1460 2140 258 多雪地 変更可 12 3.17【0.96】 4
W-157DN ¥729,300 1717 785 1804 141 一般地 － 6 1.18【0.36】 2

オプション

機種
別売棚

結露減少材
雨とい                 
( 左右 )

換気パネル タイヤ受けパネル オリジナル
フラッグ ルネプラス

セット名 セット価格

W-2214 54D ¥55,000 ¥39,000 － － 52D：￥33,000 － ￥29,700
W-157DN 61BD ¥11,000 － － － 51D：￥33,000 － ￥11,000

機種 完成価格
外寸 (mm)

製品重量 
(kg)

容量
(ℓ )

45ℓ
ゴミ袋

目安 (ケ)

ガス
スプリング

( 本 )

オプション メンテナンスパーツ
ルネプラス

間口 奥行 高さ
間仕切りネット ガススプリング

取付位置 価格 型式 価格

SBA-400BB ¥103,400 1000 550 900 37 400 9 1 中央部 ¥7,700 AN ¥8,800（1本） ￥7,700
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●対象機種：NT-137D・NT-137DN・NT-157D・NT-157DN・NT-187D・NT-187DN  

●対象機種：GM・GM-TERRA・MN・MN-TERRA 

●対象機種：GM-WOOD・GM-WOOD  TERRA・MN-WOOD・MN-WOOD  TERRA 

※メーカー推奨工事  内アンカー工事：アンカープレートが外に出ないのでマツモト物置のデザイン性を壊さずスッキリした仕上がりになります。

※棚板と棚支柱はアークウッド色 ( スチール製 )。  

PRICE LIST を WEB上でご覧になりたい方は、コチラ

WEB SITE
■本カタログ 41P〜 46P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります

■本カタログ 49P〜 52P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります

■本カタログ 53P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります

■本カタログ 31P・32P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります　※1. テラで土の場合は土間コンクリート工事を推奨しております。

■本カタログ 34P に掲載の商品　★金額はすべて税込価格になります

※転倒防止工事：◦土の場合は＋￥12,000（コンクリート平板 4 枚含む）　◦コンクリートの場合は＋￥9,800
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