
自由な空間を、より魅力的にする
さまざまな装備と機能。

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。1106住宅

木調タイプ（セピアブラウン）
（基本セット・2651サイズ）

N
E
W

支柱化粧カバー

支柱内部の凹部をカバー。 ビスの頭をカバーするボルトキャップ。



1107 住宅

N
E
W

電気自動車・PHVに対応したEVスタンド。

EVスタンドの詳細はP.188をご覧ください。

屋根材は2タイプ。

熱線遮断ポリカーボネート板
断熱性に優れ、夏の日差し
から車を守り、車内温度の
上昇を和らげます。

カーポートの柱に直付可能。
柱幅に納まるスリムな設計。

熱線吸収ポリカーボネート板
透明感のあるクリアな素材
で屋根下の明るさと遮熱効
果を両立した屋根材。

55

50

59.8

46
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47.4

■屋根材による温度差測定データ� ［単位:℃］�

直射日光下
（カーポート無し）

熱線吸収ポリカ
（クリア片面マット）

熱線遮断ポリカ
（グレースモーク）

試験日：平成23年8月16日 午前11：00
天　候：晴れ　気温：34.8℃
車　種：トヨタ ヴィッツ（白）

車内温度

ハンドル付近

ハンドル表面

材質

計測点

42

42

43.3

夜間の安全性を高めるLED照明と人感センサー。

LED照明 人感センサー

＜LED照明について＞
一ヶ月の電気代は約22円。（1日12時間点
灯、20円/kW換算）
＜人感センサーについて＞
●作動する明るさが選べます。
　【暗】日が暮れて点灯。（約5～30ルクス）
　【明】夕方から点灯。（約20～90ルクス）
●3つのタイマーモードより選べます。
　【ON/OFFモード】�
　�暗くなって人が近付くと点灯し、人を検出

できなくなると約60秒後に消灯。
　【6時間タイマーモード】�
　�暗くなると点灯し、約6時間後に消灯。
　その後ON-OFFモードに切り替わる。
　【8時間タイマーモード】�
　�暗くなると点灯し、約8時間後に消灯。
　その後ON-OFFモードに切り替わる。
●手元スイッチの入―切操作で連続点灯します。
　�スイッチが入っている状態で、一度切って

2秒以内に再度入れると連続点灯。8時
間後に元の設定に戻る。連続点灯から元
の設定状態に戻したいときは、スイッチを
切って5秒以上あけて、再度入れる。

特注カラー ※SB・MBは受注色です。

チョコレートブラウン
（FW-625）

ミディアムブラウン
（WG-880）

ライトブラウン
（WG-878）

セピアブラウン
（SB）

マロンブラウン
（MB）

臙脂色
（えんじ）
（PS-151）

群青色
（ぐんじょう）
（PS-668）

深緑色
（ふかみどり）
（PS-665）

黄金色
（こがね）
（PS-912）

特 特 特受 受

特 特 特 特

木調カラー

ビビッドカラー

群青色（特注対応）
（基本セット・2651サイズ）

屋根枠のセミオーダー色（ラミネートシートの貼り付け）
セミオーダー色（特注対応）の採用で、コーディネイトの幅が広がります。
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	リフティング アコー1型 角地タイプ
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	コード順インデックス
	A-E
	A
	ADFA1～6（アルディ フェンス1～6型）
	ADM1～6（アルディ門扉1～6型）
	AGX14・16（AGX14・16型）
	AL（アーチ ウェイ照明取付ユニット）
	ALF1N（ALF1型）
	ALF1T（ALF1型 剣先タイプ）
	ALM1N（ALM1型）
	ALP（アルディ門柱）
	ALX10（ALX10型）
	ALX12・14・16・18（ALX12・14・16・18型）
	ALX12P・14P・16P・18P（ALX 電動タイプ12・14・16・18型）
	ALXC12・14（ALXC12・14型）
	ALXH21（ALXH21型）
	ALXH21P（ALX 電動タイプH21型）
	AM-DA1（アルメールDA1型）
	AM-DF1（アルメールDF1型）
	AM-DUAL1（アルメールDUAL1型）
	AM-HA11（HA-11型）
	AM-HS1（HS-1型）
	AM-KC1（アルメールKC1型 ）
	AM-KF1（アルメールKF1型）
	AM-KH1（アルメールKH1型）
	AM-LSP1（LSP-1型）
	AM-UC1（アルメールUC1型）
	AM-UF1（アルメールUF1型）
	AM-UH1（アルメールUH1型）
	AM-UT1～3（アルメールUT1～UT3型）
	AM-WF1・3（アルメールWF1・WF3型）
	AP（汎用形材 角パイプ）
	APJ（汎用形材 角パイプジョイント）
	AQ（AQ型）
	AQC（AQC型）
	AR14・16（AR14・16型）
	ARC14・16（ARC14・16型）
	ATW（アートウォール）
	ATXC10・12・14（ATXC10・12・14型）
	ATXC10-H・12-H・14-H（ATXC10・12・14型 角地仕様）
	ATXF10・12・14（ATXF10・12・14型）
	ATXJ10・12・14（ATXJ10・12・14型）
	ATXJ10-H・12-H・14-H（ATXJ10・12・14型 角地仕様）
	ATXN10・12・14（ATXN10・12・14型）
	AUF1N（AUF1型）
	AUM1N（AUM1型）
	AUX12P・14P・16P・18P（AUX12・14・16・18型 電動タイプ）
	AUXC12・14・16（AUXC12・14・16型）
	AUXC12-H・14-H・16-H（AUXC12・14・16型 角地仕様）
	AUXF12・14・16・18（AUXF12・14・16・18型）
	AUXJ12・14・16（AUXJ12・14・16型）
	AUXJ12-H・14-H・16-H（AUXJ12・14・16型 角地仕様）
	AUXN12・14・16・18（AUXN12・14・16・18型）
	AW-TC（縦樋カバー）

	B
	BAFR（サイクル ポートBAF-Rタイプ）
	BBFA1・2（美ブロ フェンスA1・A2型）
	BBFA1・2-MP（美ブロフェンス 門柱ユニットA1・A2型）
	BBFP1・2（美ブロ フェンスP1・P2型）
	BBFRA1・2（美ブロ フェンス連続タイプA1・A2型）
	BCF1～6（BCF1～6型）
	BCM1・3（大型門扉 BCM1・3型 ）
	BCP（ブロックプラスター）
	BGA1～3（大型門扉 BGA1～3型 ）
	BGF（サイクル ポートBGFタイプ）
	BHG（美ブロHG）
	BKA1・2（美ブロ笠木A1・A2型）
	BKT1（美ブロ笠木T1型）
	BLL（サイクル ポートBLLタイプ）
	BMH1～3（H）（ブルーム ホップM1～M3型）
	BMM1～20（ブルーム門扉1～20型）
	BMM14-E（ブルーム門扉14型 電気錠仕様）
	BMM1M～10M（ブルーム門扉M1～M10型）
	BMPM1～3（ブルーム門柱M1～M3型）
	BMPP1・2（ブルーム門柱P1・P2型）
	BMPS1・2（ブルーム門柱S1・S2型）
	BNM2（ブルーノ門扉2型）
	BRNF1・2（ブルーノ フェンス1・2型）
	BRNFX1（フィックス フェンス ブルーノ1型）
	BRTFX1（フィックス フェンス ブラント1型）
	BSA2～6（袖門扉 BSA2～6型）
	BSA4T（袖門扉 BSA4型 剣先タイプ）
	BSALN（E）（袖門扉 BSALN型）
	BSAN1（E）（袖門扉 BSAN1型）
	BSC（袖門扉 BSC1～4・6型）
	BSF1（袖門扉 BSF1型）
	BSHG（美ブロ シルキーHG）
	BSS1（袖門扉 BSS1型）
	BYF（サイクル ポートBYFタイプ）

	C
	CAA4（E）（CAA4型）
	CD1・2（M）（C）-H（クレディ アコー1・2型 角地タイプ）
	CD1・2（M）（クレディ アコー1・2型 レールタイプ）
	CD1・2（M）C（クレディ アコー1・2型 キャスタータイプ）
	CD1・2（M）C-F（クレディ アコー1・2型 両開き親子タイプ）
	CD1・2（M）D（クレディ アコー1・2型 電動タイプ）
	CD3（M）C（クレディ アコー3型 ペット ガード タイプ）
	CDF1～10・5B・6S（クレディ フェンス1～10・5B・6S型）
	CDFG3・6（クレディ フェンスG3・G6型）
	CDG1・2・6（クレディ キャスター引戸1・2・6型）
	CDH1・2（H）（クレディ ホップ1・2型）
	CDM1～10（クレディ門扉1～10型 マンション仕様）
	CDM1～10（クレディ門扉1～10型）
	CDM6～8（マンション用ゲート門扉6～8型）
	CDMR1・2（クレディ門扉R1・R2型）
	CDO1C・2C（クレディ オレド1・2型）
	CDP1・2（クレディ門柱1・2型）
	CDS（クレディ袖門扉）
	CFLR（サイクル ポートCFLRタイプ）
	CGA1（電動チェーン ゲートA1型）
	CGS1（電動チェーン ゲートS1型）
	CLRK1（サイクル ラック1型）
	CLRKF3（サイクル ラックF3型）
	CLRKS2N（サイクル ラックS2型）
	CLRKS3・4（サイクル ラックS3・S4型）
	CP（汎用形材 キャップ）
	CPR（チップ ロード）
	CP-RB3（屋根補強材）
	CPR-T（チップ ロード タイルタイプ）
	CRP（E）（クレディ ポート）
	CRPR（E）（クレディ ポートR）
	CS（カー ステップ）
	CS1（カー ストッパー1型）
	CSTC1（サイクル ストッパーC1型）
	CSTS42（サイクル ストッパーS42型 埋め込み式）
	CSTS42-A（サイクル ストッパーS42型 アンカー式）
	CSTSV42（サイクル ストッパーSV42型）

	D
	DCL（2段式サイクル ラック）
	DHGN（E）（バリュー ポートHG 1500N/㎡仕様）
	DHGN9（E）（バリュー ポートHG 900N/㎡仕様）
	DKT130（レコ ポールDKT130）
	DLF1（DLF1型）
	DLM1（DLM1型）
	DP（S）-G（デュアル ポート Sタイプ パンチング仕様）
	DP（S）-P（デュアル ポート Pタイプ）
	DP（S）-S（デュアル ポート Sタイプ）
	DP（S）-TL（デュアル ポート TLタイプ）
	DP（S）-TP（デュアル ポート TPタイプ）
	DP（S）-TW（デュアル ポート TWタイプ）
	DRG-S（デュラ ガレージ Sタイプ）
	DRG-TL（デュラ ガレージ TLタイプ）
	DSA（デザインストーン アート）
	DSL（デザインストーン ライン）
	DSM（デザインストーン モザイク）

	E
	EAF1N・3N（EAF1・3型）
	EAF1TN・3TN（EAF1・3型 剣先タイプ）
	EAF2・4～7（EAF2・4～7型）
	EAF20（EAF20型 剣先タイプ）
	EAF30・31（EAF30・31型）
	EAF5T・7T（EAF5・7型 剣先タイプ）
	EAM1～7（EAM1～7型）
	EAM1T・3T・5T・7T（EAM1・3・5・7型 剣先タイプ）
	EBW-W（エコ美ウォール 耐水タイプ）
	ECEI（エクランEX 屋内用）
	ECEO（エクランEX 屋外用）
	EDWF2（エドウィン フェンス2型）
	EKT130（レコ ポールEKT130・EKT130L）
	ELG1S～3S（エクステリアライトELG1～3型）
	ELGR（エクステリア ライトGR型）
	ELGRA（エクステリア ライトGRA型）
	ELM1～4・6（エクステリアライトELM1～4・ELM6型）
	ELP1～5（エクステリアライトELP1～5型）
	EMF1F（EMF1F型）
	EMF1FS（EMF1F型 後付け忍び返し スチール）
	EMM1F（EMM1F型）
	EPAT1（免震パーテーションAT1型）
	EPAX1・2（免震パーテーションAX1・AX2型）
	ERF1（ルーバー フェンスERF1型）
	EVS（EVスタンド）
	EWM2（エドウィン門扉2型）
	EXSL（ex.シーラー）


	F-J
	F
	FB（汎用形材 フラットバー）
	FC（F.リード カーポート）
	FCZ（F.リード カーポート 収納庫付タイプ）
	FHA・B（フラワー フックA・Bタイプ）
	FHG（ファン デッキHG）
	FHG-KD（ファン デッキHG 階段）
	FHG-T（ファン デッキHG 点検口）
	FNS1（ファンシェード1型）
	FP（F.リード ポーチタイプ）
	FT（F.リード テラスタイプ）
	FUN-UP（ファン デッキHG アンダーパネル）
	FHG-UP（ファン デッキHG アンダーパネル）

	G
	GB（グラン バトリス）
	GBM1～3（ゴミ ストッカーBM1～BM3型）
	GEA（ゴミ ストッカーEA型）
	GEM（ゴミ ストッカーEMF型）
	GFPR1・2（ガーデン フェンスPR1・PR2型）
	GG（グリーン・ガード）
	GHA1（グリーン ホールダーA1型）
	GHS1（グリーン ホールダーS1型）
	GNF1～10（ガーデニィ フェンス1～10型）
	GNF1M～5M（ガーデニィ フェンスM1～M5型）
	GNFIX1M・2M（フィックス フェンス ガーデニィM1・M2型）
	GNFX1・2（フィックス フェンス ガーデニィ1・2型）
	GP（グリーン・パーキング）
	GP80（レコ ポールGP80）
	GPJ（ゴミ ストッカーPJ型）
	GPN（グラン パーク）
	GPS（ゴミ ストッカーPS型 スリムタイプ）
	GPS（ゴミ ストッカーPS型）
	GPSR（ゴミ ストッカーPSR型）
	GRS（グリーンシェード）
	GSAP2（ゴミ ストッカーAP2型）
	GSCP1（ゴミ ストッカーCP1型）
	GSEF（ゴミ ストッカーEF型）
	GSEP33・40・65・100（ゴミ ストッカーEP330・400・650・1000型 キャスタータイプ）
	GSEPA33・40・65・100（ゴミ ストッカーEP330・400・650・1000型 アンカータイプ）
	GSEPC40・80（ゴミ ストッカーEPC400・800型）
	GSLL（ゴミ ストッカーLL型）
	GSM10（ゴミ ストッカーLMF10型）
	GSMD（ゴミ ストッカーMD型）
	GSMS10（ゴミ ストッカーMS10型）
	GSMS2（ゴミ ストッカーMS2型）
	GSPL（ゴミ ストッカーPL型）
	GSPM（ゴミ ストッカーPM型）
	GSUT1（ゴミ ストッカーUT1型）
	GWP1・2（ゴミ ストッカーWP1型・WP2型）

	H
	HA1（HA1型）
	HF6・8・A8（ハイパー フェンス6・8・A8型）
	HM6・8・A8（ハイパー 門扉6・8・A8型）
	HPBM（E）・A（E）（ハイパー バトリス）
	HPS1～7（ハイ パーテーション袖門扉1～7型）
	HPSA2・4・7（ハイ パーテーション袖門扉A2・A4・A7型）
	HPSAS2（ハイ パーテーション袖門扉AS2型）
	HPT1～7（ハイ パーテーション1～7型）
	HPTA2・4・7（ハイ パーテーションA2・A4・A7型）
	HPTAM1（ハイ パーテーションAM1型）
	HPTAS2（ハイ パーテーションAS2型）
	HPTASM1（ハイ パーテーションASM1型）
	HPTGM（ハイ パーテーションGM1型）
	HPTM1（ハイ パーテーションM1型）

	I
	IL1・3（アイ ライン1・3型 フラットレールタイプ）
	IL1C・3C（アイ ライン1・3型 固定キャスタータイプ）
	IL1E・3E（アイ ライン1・3型 電動タイプ）

	J
	JDN（汎用形材 十字穴付ナベドリルネジ）
	JRP（砂利パーキング）
	JXSL-B（ジュラックス シーラーB）


	K-O
	K
	KFCG（けいそう ファームコート外装）
	KKF1・2（格子フェンスK1・K2型）
	KMCG（けいそう モダンコート外装）
	KMK30・40（こみき30・40型）
	KOCH （SKカチオン クリート舗装用）
	KOPD（SKカチオン プラスター弾性タイプ）
	KRBF1・2（ルーバー フェンスK1・K2型）
	KT（勝手ヤード）

	L
	LA（汎用形材 Lアングル）
	LDF1M（ロードス フェンスM1型）
	LDSF1・2（ロードス フェンス1・2型）
	LMF10（LMF10型）
	LMF10S（LMF10型 後付け忍び返し スチール）
	LMF20（LMF20型）
	LMM10N（LMM10型）
	LNF1～8（ライン フェンス1～8型）
	LPTA1（エル パーテーションA1型）
	LS○-UC（リンクストーンC）
	LS○-UF（リンクストーンF）
	LS○-UG（リンクストーンG）
	LS○-UM（リンクストーンM）
	LS○-US（リンクストーンS）
	LS15-USK（リンクストーンS 壁用）
	LSM1・2（ロードス門扉1・2型）
	LSM1M・2M（ロードス門扉M1・M2型）
	LTA1（E）（リフティング アコー1型）
	LTA1（E）-F（リフティング アコー1型 両開き親子タイプ）
	LTA14・16（大型リフティング アコー14・16型 ）
	LTA1-K・U（リフティング アコー1型 角地タイプ）
	LTA1M（E）（リフティング アコー1型ミニ）
	LTA1M（E）-F（リフティング アコー1型ミニ 両開き親子タイプ）
	LTA1M-K・U（リフティング アコー1型ミニ 角地タイプ）
	LTHG（E）（リフティング アコーHG）
	LTHG○（E）（リフティング アコーHG 両開き親子タイプ）
	LTHG○-H（リフティング アコーHG 角地タイプ）
	LVTF（バリューテラス 連棟ユニット）
	LVTR（バリューテラス 連棟ユニット）

	M
	MAL（サイクル ポートMALタイプ）
	MDM（マサド ミックス 散水タイプ）
	MDR（マサド ミックス ローラー転圧タイプ）
	MFL1W（メッシュ フローラ1型 壁掛け）
	MFX（E）（マイ ポートFX）
	MFXT（E）（マイ ポートFX トリプル ワイド）
	MRAH（E）（メリー ルーフHタイプ）
	MRAL（E）（メリー ルーフLタイプ）
	MTY1（マルチ ヤード1型）
	MY（E）（マイ ポート）
	MYF1・2（マイ フェンス1・2型）
	MYFS1（マイ フェンスS1型）
	MYGP1（マイ門柱1型）
	MYGPSI（マイ門柱SI型）
	MYM1・2（マイ 門扉1・2型）
	MYMS1・2（マイ 門扉S1・S2型 ポリカタイプ）
	MYMS1-A・2-A（マイ 門扉S1・S2型 アルミタイプ）
	MYP（マイ ポート ミニ 横連棟ユニット）
	MYP（マイ ポート ミニ）
	MYPN（E）（マイ ポートneo 基本タイプ）
	MYPNY（E）（マイ ポートneo Y合掌タイプ）
	MYR（E）（マイ ルーフ）
	MYS（E）（マイ ポート 積雪地タイプ）
	NEOR（サイクル ポートNEO-Rタイプ）
	NEXT（E）（マイ ポートNext）

	N
	NGKN（和（なごみ）建仁寺垣 両面タイプ）
	NGKN-S（和（なごみ）建仁寺垣 片面タイプ）
	NGMT（和（なごみ）御簾垣 縦組）
	NGMY（和（なごみ）御簾垣 横組）
	NGOT（和（なごみ）大津垣 横組）
	NGPG（和（なごみ）後付け忍び返し）
	NGS-KN（和（なごみ）袖門扉 建仁寺垣）
	NGS-MT（和（なごみ）袖門扉 御簾垣 縦組）
	NGS-MY（和（なごみ）袖門扉 御簾垣 横組）
	NGS-OT（和（なごみ）袖門扉 大津垣 横組）
	NGS-YM（和（なごみ）袖門扉 四ツ目垣）
	NGYM（和（なごみ）四ツ目垣）
	NHG（M）（C）-H（ニュー ハピネスHG 角地タイプ）
	NHG（M）（ニュー ハピネスHG レールタイプ）
	NHG（M）C（ニュー ハピネスHG キャスタータイプ）
	NHG（M）C-F（ニュー ハピネスHG 両開き親子タイプ）
	NHG（M）D（ニュー ハピネスHG 電動タイプ）
	NHGK（M）C（ニュー ハピネスHG 傾斜地タイプ）
	NHGP（M）C（ニュー ハピネスHG ペット ガード タイプ）
	NHGP（M）C-H（ニュー ハピネスHG ペット ガード 角地タイプ）
	NNC4H（ニュー タイニー4H型）
	NP1F（ニュー・プロ メッシュ1F型）
	NPA20（NPA20型）
	NPLA1（ポーター ラインA1型 ）
	NPM1F（ニュー・プロ メッシュ門扉1F型）
	NRPA（E）（レジスト ポート 1500N/㎡・1200N/㎡仕様）
	NRPB（E）（レジスト ポート 3000N/㎡仕様）
	NRPC（E）（レジスト ポート 4500N/㎡仕様）
	NSGKN（和（なごみ）袖垣 建仁寺垣）
	NSGMT（和（なごみ）袖垣 御簾垣 縦組）
	NSGMY（和（なごみ）袖垣 御簾垣 横組）
	NST（ノンスリップ テープ）

	O
	OGM1・2（オレガ門扉1・2型）
	ORGF1・2（オレガ フェンス1・2型）
	ORGFX1（フィックス フェンス オレガ1型）


	P-T
	P
	PAD（舗装用 洗い出し基材）
	PCH（パレットクリームHG）
	PCR（パラミー サイクルRタイプ）
	PDA1（プチ ガードA1型）
	PDC1・2（プチ ガードC1・C2型）
	PDP1（プチ ガードP1型）
	PDS1（プチ ガードS1型）
	PDW1・2（プチ ガードW1・W2型）
	PGB（パーゴ ベンチ）
	PGD（E）（パーゴ ランド）
	PGDK（E）（パーゴ ランド 傾斜タイプ）
	PGN1・2（パーゴ ライン1・2型）
	PGTB（E）（パーゴ テラス 後柱仕様）
	PGTF（E）（パーゴ テラス 前柱仕様）
	PLA1（ポーター ラインA1型 電動式）
	PM（パターン目地）
	PMH（E）（パラミー ルーフHタイプ 600N/㎡）
	PMHB（パラミー ルーフ バス停タイプ）
	PMHF（E）（パラミー ルーフHFタイプ）
	PMHFK（E）（パラミー ルーフHFタイプ 傾斜タイプ）
	PMHK（E）（パラミー ルーフHタイプ 600N/㎡ 傾斜タイプ）
	PMHS（E）（パラミー ルーフHタイプ 1500N/㎡）
	PML（E）（パラミー ルーフLタイプ）
	PMLF（E）（パラミー ルーフLFタイプ）
	PMS1（プロ メッシュ1型）
	PMSM1（プロ メッシュ門扉1型）
	PMT（E）（パラミー ルーフTタイプ）
	PPA1～5（PPA1～5型）
	PSGA（セイフティ ガードA）
	PTH-S（パレットHG）
	PTK（パターンカートリッジ）
	PTMP（パターン目地 円形タイプ）
	PTP（E）（ペタル パーク ）
	PTP1（パレット門柱P1型）
	PTPL（E）（ペタル パークL）
	PT-PLS（パターン型紙）
	PTT1（パレット門柱T1型）
	PX（パラミックス）

	Q
	QLB（QL型）
	QLCB（QLC型）
	QLEBD（QLE型）

	R
	RAF1・2（RAF1・2型）
	RBF1～3（ルーバー フェンス1～3型）
	RCF3（ロマネ クロス フェンス3型）
	RCFX3（フィックス フェンス ロマネ クロス3型）
	RG（E）（レジスト ルーフ 3000N/㎡）
	RGPSP（レジスト ポート サイド パネル）
	RGP-TR（レジスト ポート タイヤラック）
	RGS（E）（レジスト ルーフ 4500N/㎡）
	RIHR（E）（ライズ ルーフHRタイプ 600N/㎡）
	RIHR（ライズ ルーフHRタイプ サイドパネル付）
	RIHRD（ライズ ルーフHRタイプ サイドパネル付 ダウンライト仕様）
	RIHRK（E）（ライズ ルーフHRタイプ 600N/㎡ 傾斜タイプ）
	RIHRS（ライズ ルーフHRタイプ 1500N/㎡）
	RILR（E）（ライズ ルーフLRタイプ）
	RKP1・2（レイン キーパーP1・P2型）
	RPC-AK（レコ ポールC-AK200）
	RPC-CK（レコ ポールC-CK98）
	RPC-CT（レコ ポールC-CT98）
	RP-FA（レコ ポールFA165A）
	RP-FK（レコ ポールFK50/76）
	RPS-AK（レコ ポールAK114）
	RPS-CK（レコ ポールCK50/60/76）
	RPS-CTK（レコ ポールCTK50/60/76）
	RPS-DJK（レコ ポールDJK50/76/114）
	RPS-DK（レコ ポールDK50/76）
	RPS-DTK（レコ ポールDTK50/76）
	RPS-EK（レコ ポールEK4-7/6-7）
	RSG（レジスト ポートSG）
	RSR（サイクル ポートRS-Rタイプ）
	RSRC（サイクル ポートRS-Rタイプ クローズタイプ）

	S
	SA1～3（スタック ラインA１～A3型）
	SA13（スロープ アコーL13型）
	SA1N（スタック ラインA１型 先端ノンレールタイプ）
	SAL（サイクル ポートSALタイプ）
	SAL（サイン ストッパー SALタイプ）
	SALG（スタック ラインALG型）
	SB（セイフティ ビームSB型）
	SBC（サーブル コート）
	SB-CP（セイフティ ビーム SB鋳物パネル）
	SBU（セイフティ ビーム ベンチユニット）
	SC（サイン ストッパー SCタイプ）
	SD（サイン ストッパー SDタイプ）
	SDB（ソリッド ルーフA バス停タイプ）
	SDH（E）（ソリッド ルーフA ワイドタイプ）
	SDH（E）（ソリッド ルーフAHタイプ 600N/㎡ 柱間ピッチ4000㎜）
	SDH（E）（ソリッド ルーフAHタイプ サイドパネル付）
	SDH（E）-3（ソリッド ルーフAHタイプ 600N/㎡ 柱間ピッチ2800㎜）
	SDHK（E）（ソリッド ルーフAHタイプ 600N/㎡ 柱間ピッチ4000㎜ 傾斜タイプ）
	SDHK（E）-3（ソリッド ルーフAHタイプ 600N/㎡ 柱間ピッチ2800㎜ 傾斜タイプ）
	SDHKS（E）（ソリッド ルーフAHタイプ 1500N/㎡ 傾斜タイプ）
	SDHKT（E）（ソリッド ルーフAHタイプ 3000N/㎡ 傾斜タイプ）
	SDHS（E）（ソリッド ルーフAHタイプ 1500N/㎡）
	SDHT（E）（ソリッド ルーフAHタイプ 3000N/㎡）
	SDKIT（つや消し＆滑り止めキット）
	SDL（サイン ストッパー SDLタイプ ）
	SDLE（ソリッド ルーフALタイプ 600N/㎡）
	SDLSE（ソリッド ルーフALタイプ 1500N/㎡）
	SDLSE（ソリッド ルーフALタイプ サイドパネル付）
	SDTU（ソリッド ルーフA 通路用ユニット）
	SEMF1F（SEMF1F型）
	SEMF1FS（SEMF1F型 後付け忍び返し ステンレス）
	SEMM1F（SEMM1F型）
	SF（セイフティ ビームSF型）
	SGFA1（SGF-A1型）
	SGFS1（SGF-S1型）
	SGMS1（SGM-S1型）
	SJ（セイフティ ビームSJ型）
	SJRV（セイフティ ビーム アーチユニット）
	SJ-ST（セイフティ ビーム ステップユニット）
	SKLA1（スケータ ラインA1型）
	SKLF1（スケータ ラインF1型）
	SKLS1（スケータ ラインS1型）
	SKM（SK抜き目地棒）
	SKM1（SK抜き目地 舗装用30タイプ）
	SKPM08（SK抜き目地 舗装用08タイプ）
	SKPS（SK舗装用目地棒）
	SKSD（SK滑り止め材）
	SKTC（ニュー SKタック）
	SMP（E）（スマート ポート）
	SMY（E）（マイ ポート 横連棟ユニット）
	SMYP（マイ ポート ミニ 横連棟ユニット）
	SNF（サイクル ポートSNFタイプ）
	SPMT-U（スーパーメトロンU）
	SRKF2・3（スライド式 ラックF2・F3型）
	SS1（スリム サイン1型 Nタイプ）
	SS1（スリム サイン1型 Pタイプ）
	SSR（サイクル ポートSSR-Rタイプ オープンタイプ）
	SSR（サイクル ポートSSRタイプ）
	SST（スリム サインT1型）
	SSTR（セイフティ ビーム ステップユニットR）
	STC-GS（STCプランター GSタイプ）
	STC-SS（STCプランター SSタイプ）
	STG1・2（スタッキング引戸1・2型）
	STLS1（スタック ラインS1型）
	STPC（スーパートップコート）
	STPG（ステップ ガードG）
	SU（セイフティ ビームSU型）
	SWU（セイフティ ビーム 壁付けユニット）
	SYR（サイクル ポートSY-Rタイプ）

	T
	TAF1～10（TAF1～10型）
	TAF4T（TAF4型 剣先タイプ）
	TAM1～7（TAM1～7型）
	TAM4T（TAM4型 剣先タイプ）
	TBF1～3（防風フェンスTBF1～3型）
	TDA16・18（TDA16・18型）
	TF1・2（テネシー フェンスN1・N2型）
	TM1・2（テネシー門扉N1・N2型）
	TNF1（防音フェンスTNF1型）
	TRF1（ルーバー フェンスTRF1型）
	TRL（テラ ライト）


	U-Z
	U
	UAX13（UAX13型）
	UAXC13（UAXC13型）
	UBA4（ユニット ラインBA4型）
	UBA4T（ユニット ラインBA4型 剣先タイプ）
	ULA1～6（ユニット ラインA1～A6型）
	ULA4T（ユニット ラインA4型 剣先タイプ）
	ULAG（ユニット ラインALG型）
	ULAGM（ユニット ラインALGM型）
	ULC（ユニット ラインC1～C4・C6型）
	ULF1（ユニット ラインF1型）
	ULGA1（ユニット ラインGA1型）
	ULS1（ユニット ラインS1型）
	UMP（E）（US門扉 Pタイプ）
	UMS（E）（US門扉 Sタイプ）
	UMTL（E）（US門扉 TLタイプ）
	UMTP（E）（US門扉 TPタイプ）
	UMTW（E）（US門扉 TWタイプ）
	UNH（ユニ ルーフ）
	URH（ユニ ルーフ）
	USD1・2（E）（ユニット スライダー1・2型）
	USF-B（USファサード 梁ユニット）
	USF-F（USファサード 機能パネル）
	USF-G（ユニット シャッター USファサード仕様 Sパンチングタイプ）
	USF-P（USファサード 化粧パネル）
	USF-P（ユニット シャッター USファサード仕様 Pタイプ）
	USF-S（ユニット シャッター USファサード仕様 Sタイプ）
	USF-TL（ユニット シャッター USファサード仕様 TLタイプ）
	USF-TP（ユニット シャッター USファサード仕様 TPタイプ）
	USF-TW（ユニット シャッター USファサード仕様 TWタイプ）
	USN-G（ユニット シャッター 単独仕様 Sパンチングタイプ）
	USN-P（ユニット シャッター 単独仕様 Pタイプ）
	USN-S（ユニット シャッター 単独仕様 Sタイプ）
	USN-TL（ユニット シャッター 単独仕様 TLタイプ）
	USN-TP（ユニット シャッター 単独仕様 TPタイプ）
	USN-TW（ユニット シャッター 単独仕様 TWタイプ）

	V
	VA1・2C-F（バリュー アコーA1・A2型 両開き親子タイプ）
	VA1C（バリュー アコーA1型）
	VA1C・2C-H（バリュー アコーA1・A2型 ペット ガード 角地タイプ）
	VA2C（バリュー アコーA2型 ペット ガード タイプ）
	VC（E）（サイクル ポートV-Rタイプ オープンタイプ）
	VCC（E）（サイクル ポートV-Rタイプ クローズタイプ）
	VCCL（E）（サイクル ポートV-Rタイプ クローズタイプ 照明付仕様）
	VCL（E）（サイクル ポートV-Rタイプ オープンタイプ 照明付仕様）
	VF1・2・M1・6・6S・7（バリュー フェンス1・2・M1・6・6S・7型）
	VOC1～3（ビビオ アコー1～3型）
	VOF1～4（ビビオ フェンス1～4型）
	VP（L）SP（バリュー ポート サイド パネル）
	VPCN（E）（バリュー ポート ミニ クローズ タイプ）
	VPCNL（E）（バリュー ポート ミニ クローズ タイプ 照明付仕様）
	VPN（E）（バリュー ポート）
	VPNL（E）（バリュー ポート ミニ オープン タイプ 照明付仕様）
	VPR（E）（バリュー ポートR）
	VR（バリュー テラスE Rタイプ）
	VRF（バリュー テラスE Fタイプ）
	VTF（E）（バリュー テラスFタイプ）
	VTR（E）（バリュー テラスRタイプ）
	VVM1～4（ビビオ門扉1～4型）

	X
	XLA16・18（XL-A16・18型）
	XMA12・14（XM-A12・14型）

	Y
	YCPR（サイクル ポートYCPRタイプ）
	YKR（パターンローラー）
	YL（YL型）
	YM（YM型）
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