
ＳＨ-Ｈ１

型式 SH-H2 SH-H3

幅 mm 1,850 2,300

長さ mm 3,650 4,550

高さ mm

面積 ㎡ 6.75 10.47

面積 坪 2 3.2

重量 kg 680 940

蛍光灯

・ブレーカー(100V2P-20A)

ＳＨ-Ｈ４

幅 mm

長 さ mm

高 さ mm

面 積 ㎡

面 積 坪

重 量 kg

蛍 光 灯

・ブレーカー(100V2P-20A)

・壁コンセント

・換気扇 

設 備

・配線引込口

・蛍光灯（スイッチ付）

5,450

2,663

12.54

3.8

1,080

40W×1 / 2ヶ所

型式 SH-H4

2,300

2,663

40W×1ヶ所

設備

・配線引込口

・壁コンセント

・蛍光灯（スイッチ付）

・換気扇
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SH-H2型　2坪スーパーハウス

面積　6.75m2（2.0坪）
サイズ　 W3,650×D1,850

平面図

立面図
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SH-H3　３坪スーパーハウス

面積　10.47m2（3.2坪）

立面図 サイズ　 W4,550×D2,300
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ＳＨ-Ｈ５６

2階建て

積　78.29m2（23.7坪）
サイズ　 W6,990×D5,600

1階 2階
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ＳＨ-Ｈ５６

5連棟

面積　65.24m2（19.8坪）
サイズ　 W11,650×D5,600

２連棟

面積　26.10m2（7.9坪）
サイズ　 W4,660×D5,600

ＳＨ-Ｐ５６型ＦＰ

例：4連棟2階建て
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CAF342コンテナハウス

全長 mm
全幅 mm
全高 mm
室内高 mm
床面積（外寸）㎡（坪）
構造
屋根
外壁
パラペット

CAF402連棟ハウス

型　式

床面積(坪) 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) 重量(Kg)

単　棟 4 5,720 2,320 2,700 1,500

2連棟 8 5,720 4,670 2,700 -

3連棟 12 5,720 7,020 2,700 -

4連棟 16 5,720 9,370 2,700 -

5連棟 20 5,720 11,720 2,700 -

6連棟 24 5,720 14,070 2,700 -

CAF-342
4,660
2,400
2,450
2,135

11.2（3.4坪）
軽量鉄骨・ラーメンユニット構造

亜鉛メッキカラー鋼板
亜鉛メッキエンボスカラー鋼板

有り

CAK402JH
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CAF402H コンテナハウス

CAF402H

全 　長　mm 5,575

全　 幅　mm 2,400

前　 高　mm 2,700

室内高　mm 2,385

床面積（外寸）㎡（坪） 13.3（4坪）

構　　　造 軽量鉄骨ラーメンユニット構造

屋　　　根 亜鉛ﾒｯｷカラー鋼板野地－合板

外　　　壁 亜鉛ﾒｯｷエンボスカラー鋼板

パラペット 有り

耐水合板12mm

塩ビ平マット張り

化粧合板フッ素樹脂化粧合板

断熱材 硬質ポリウレタンﾌｫｰﾑ

化粧合板

断熱材 グラスウール

ド　　　ア アルミサッシフラッシュドア

アルミサッシ窓（ブロンズ）

YKK1610×2

蛍光燈 40Wダブル×3

ブレーカー 20A

コンセント ダブル×3

外部電線 　　　　電話引込口 各1ヶ所

20cm×1

4ヶ所

成し（オプション）

ドアパネル 1

窓パネル 2

盲パネル 9

換気扇パネル 1

ドアーストッパー 1

 ●室内高を2,385mmとし、居住空間の充実をはかりました。
 ●連棟時の室内はすっきりした居住空間を追及し
　桁側ソデ壁の廃止により美観も更にアップしました。
 ●内装は人に優しさ、暖かみを感じさせるクリルコート紙
　化粧合板の採用でグレードアップ。
 ●蛍光灯は10Wﾀﾞﾌﾞﾙ×3ヶ所/棟で室内の明るさも向上。

パネル枚数

建具
窓

電気設備

換気扇

吊りフック

アンカー杭

項目

諸元

構造・外部仕上

内部仕上

床

壁

天　　　井
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CAK40Aシリーズ

特徴
●輸送、保管に便利な折畳み式ハウスです。
●設置環境に対応し、2階建てや間取りの組替えが出来ます。
●JIS規格角パイプの採用で確認申請の取得しやすくなりました。
●仮設事務所、仮設店舗、イベント等に最適です。
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CT-54DX
■タテ、ヨコにと連棟でき、２階建てにすることも可能。
■パネルの互換性により、窓や出入り口の位置を自由に選択。
■堅牢な構造体と断熱仕様により、快適な空間づくりを実現。
■実績ある折りたたみ方式により、輸送性能が向上、コスト削減に大きく貢献。
■スピーディーな施工を実現。（80坪程度の事務所なら一日で施工可能）
※条件により異なります。
■オプション品との組み合わせで様々なレイアウトを実現。
■連棟時の快適性を重視した天井高を確保。

型 式 CT-54DX CT-27DX

寸 法 L5,400×W2,406×H2,340 L2805×W2409×H2650

床 面 積 13.0m（4.0坪） 6.47㎡　（1.96坪）

構 造 軽量鉄骨、鋼板曲げ加工構造 軽量鉄骨

屋 根

天 井
化粧合板張り

t=12＋床用防塵塗装仕上げ
化粧合板 t=4mm

断熱材：発砲ウレタン

床 複合パネル 複合パネル

外 壁 カラー鉄板　t=0.27 カラー鉄板　t=0.27

断 熱 材 スチレンフォーム　t=25 スチレンフォーム　t=25

内 壁 カラー鉄板　t=0.27 カラー鉄板　t=0.27

ＣＡＰ３０３

型式 ＣＡＰ３０３
全長 4594 mm
全幅 2204 mm
全高 2360 mm
坪数 ３坪
出入口 両引戸（1618）１ヶ
窓(1609) 1
換気扇 羽根直径15cm/フード付　１ヶ
換気口 １ヶ　（ガラリ付）
灯具40wダブル １ヶ
灯具スイッチ 出入口部に片切SW１ヶ
コンセント ２口コンセント　２ヶ

金属折板張り　t=0.8
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ＣＡＫ５３３ＪＨ

型式 CAK533JH

亜鉛メッキカラー

鉄板瓦棒茸0.5t

断熱材 ウレタンシート18t

天井 化粧合板2.5t

カラー鉄板0.25t

（エンボス張り）

断熱材 硬質発泡ポリウレタン30t

内壁 化粧合板2.5t

床 床板材 塗装耐水合板12t

F40w2灯式

グロースタータ

（50Hz/60Hz切替）（PSW付）

スイッチ 柱付片切スイッチ×1ケ

コンセト 天井付2口コンセン×4ケ、

柱付き×2ケ

ブレーカ NFB20A（壁パネル付）

Ｕシリーズ

形式 間口×奥行×高さ 構造

U110 2100×1800×2610
U200 3600×1800×2610
U270 4500×2000×2610 外壁

U300 4630×2200×2610 内壁

U400 5400×2400×2610 天井

U500 7200×2400×2610 床材

形式 間口×奥行×高さ
U300 4630×2200×2610
U400 5400×2400×2610
U500 7200×2400×2610

化粧カラー合版 厚 4mm
塗装耐水合版 厚 12mm

建具
アルミサッシ 窓 16510

アルミ框ドア(硝子/アルミパネル)

鉄骨フレーム構造、錆止め塗装+ＯＰ塗装

屋根
ルーフデッキ66　厚0.6mm Ｈ66

結露防止ウレタン付　厚5mm貼り付け
金属サイディング 厚 15mm(グレー）

プリント合板 厚 4.0mm

屋根

外板

パネル

外板

電気

蛍光灯
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ＣＡＬ５３３・８０３

CAL533 CAL803

　組  　立  　時 3,857 5,744
諸 　折りたたみ

時

元
17.64（5.3） 26.09（8.0）

1,400 2,000

　室　内　高 　㎜ 2,170（中央ユニット）　2,158（拡張部）
　床面積　㎡（坪）
　質　　量　　　㎏
　構　　　　　　 造 軽量鉄骨　　　折りたたみパネル構造

型式
　全　　長　　　㎜ 4,670
全
巾
㎜ 1,970

　全　　高　　　㎜ 2,425（中央ユニット）　2,325（拡張部）
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ガードマンボックス UPG-M

本体 :
W1,200×D1,140×H2,345
メーカー：日野興業

物置ハウス

物置ハウス　ST-H2型

床 耐水カラー合板　12mm

外壁 金属サイディング

内壁 ベニヤ

建具 軽量バランスシャッター

天井 ベニヤ

屋根 長尺カラー鉄板

設備 換気口

1850mm×3650mm
H=2603mm　2坪

仕様 PAL-20S PAL-10S

本体寸法 W3,615×D1,814×H2,573(mm) W1814×D1814×H2443(mm)

面積 6.56平米（1.99坪） 面積3.3m2(1坪)

室内高 2,268 mm 2088mm

重量 630 kg 420kg

シャッター W1,557×H2,010 mm W1557×H1840

床荷重 300キロ/平米 床荷重:1000kg

※出入り口は引違い戸への変更が可能です。

■型

■仕様

■形式
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トイレ

TU-V1F4(BE) TU-V1J(水洗トイレ・小用） TU-V1SH（水洗トイレ・小用）

外寸(mm)：H2,470×L1,550×W840 外寸（mm）：W840 X D1160 X H2120 外寸（mm）：W840 X D1160 X H2120

便槽容量360リットル 重量：69kg 重量：50kg

TU-P2F4　(兼用トイレ） TU-P2F4SS　(ストール小便器） TU-P2W　(洋式）

外寸(mm)：H2,572×L1,598×W876

 外寸(mm)：H2,572×L1,598×W876 外寸(mm)：H2,162×L1,244×W876
便槽容量380リットル 便槽容量380リットル

メーカー：ハマネツ

TU-V1F4C(簡易水洗トイレ・兼用）

外寸（mm）：W840 X D1550 X H2470

重量：92kg / 便槽：360L / 給水：60L
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トイレ

快適性・機能性・耐久性を追求した可搬型簡易トイレです。

従来の簡易トイレのイメージを払拭、ご家庭やオフィスのトイレ同様、気持ちよくご利用いただけます。

　Ｋシリーズ Ｇシリーズ

■便器は割れにくいABS製（大小兼用）、FRP製（小専用）。 ■簡易水洗タイプで最軽量。

■瞬時に洗い流すフットポンプ。 　  1人でも組立できます！

■ガラリには網を張りました。室内灯をつけても虫が入りにくい。 ■壁・ドアパネルは断熱構造が得られるよう

　　”中空構造”に仕上ました。

KZS (小専用・簡易水洗） KZU （和式・簡易水洗） GZU　（大小兼用・簡易水洗）

簡易水洗ポンプ式　質量：95㎏　 簡易水洗ポンプ式　質量：90㎏　 簡易水洗ポンプ式　質量：80㎏　

ポンプ吐出量：250cc　　 ポンプ吐出量：250cc ポンプ吐出量：250cc

水タンク容量：100リットル 水タンク容量：100リットル　 水タンク容量：70リットル　

便タンク容量：450リットル 便タンク容量：450リットル 便タンク容量：370リットル

メーカー：日立建機カミーノ

ﾊｳｽ･ﾄｲﾚ･物置-14



トイレ（洋式）

※業界初！洋式ロール便座で、

　　　　　さらに快適！さらに清潔！

ハンドルを回すと高密度ポリエチレンシートが出てきます。

一度使用したシートは出てきませんので、

清潔で、いつも快適な使用感です。

外寸(mm)：H2470×L1550×W840

便槽容量360リットル

メーカー：ハマネツ

汲み取り口:Φ 130mm

本体材質：ポリエチレン製

乾燥重量：約100kg

トイレ（車載式）

外寸(mm)：H2,064×L1,180×W1,480　

便槽容量120リットル

メーカー：ハマネツ

乾燥重量：約120kg
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風呂ハウス

           専用脱衣場付でゆったりとしたバスタイムが実現！
FS2-25RB
外寸(㎜)：　H2,080mm × W1,483mm × L1,574mm

メーカー：ハマネツ

FS2-25RB（浴槽付）
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