
施工エリアは全道各地対応可能です。まずはご相談ください。株式会社中川製作所
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●資料請求はお電話にて！ お見積もり無料

http://www.nakagawa-seisakusyo.com

株式会社中川製作所

■本社／帯広工場
■札幌支店／札幌工場
展示場

帯広市西23条北1丁目1番10号
〒080-2463 ☎0155-37-9011 FAX 0155-37-9014

石狩市新港南2丁目3722番地15
〒061-3244 ☎0133-62-8067 FAX 0133-62-8467

■旭川展示場 旭川市東光1条6丁目3
〒078-8341 ☎0166-74-6607担当エリア：札幌支店

■北見展示場 北見市大通東7丁目4-1
〒090-0020 ☎0155-37-9011担当エリア：帯広本社

●長期間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れが固着し、シミなどの外観上の不都合が生じる原因となります。
　定期的な清掃をおすすめします。
●お手入れはスポンジや布などの柔らかなものを用い、金属製ブラシや金ベラ等の硬い物の使用は避けて定期的に行ってください。
●カーポートまわりには融雪剤（塩化カルシウム等）をまかないで下さい。錆の原因となります。
●経年劣化や使用による磨耗により、塗装の色あせ・錆発生などが起こるなどの外観上の変化については予めご了承ください。
●ボルト・ナット・ビス等は絶対に緩めないでください。また、弊社以外での加工・改造はご遠慮ください。製品の不具合の原因となります。
●雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因となります。梁材の上以外の屋根に乗ると屋根材の破損の原因となります。また、屋根
　材にはビスが出ている箇所がございますので足下に充分に注意してください。
●気象条件・立地条件等により屋根の積雪が屋根幅よりせり出す場合がございます。また、雪庇により、製品破損の恐れ、落雪の恐れがありますので早めに取り除い
　てください。
●雪の重さは、状態により大きく変化します。特に春先、しめった雪、降雨の後などは新雪に比べ 3倍位の重さになりますので状況により雪下ろしをおすすめします。
　また、雪下ろしの際は絶対に水をかけないで下さい。雪が氷状になりさらに重くなります。
●屋根勾配の関係上、融雪の際や大雨などの場合には、水が屋根や雨樋の反対側から溢れ出す場合がございますので、予めご了承ください。
●気候変動の多い春先及び秋頃に、屋根裏に結露が生じることがございます。
●冬期間は、縦樋が凍結により破損の恐れがありますので、排水口を雪や氷などで詰まらせないで下さい。
●軟弱地盤、凍結凍上、その他天変地異など弊社に起因しない瑕疵は弊社の責任の範囲外となります。
●設置場所が屋根から直接落雪の恐れがある場所、軟弱地盤、急勾配地、その他埋設物及び障害物がある場合などは設置が出来ない場合がございます。

積雪地対応型スチールカーポート積雪地対応型スチールカーポート

ズバ抜けた強さが
標準仕様

ズバ抜けた強さが
標準仕様

（自由に見学できます）

設計・製造・施工・販売
カーポート専門店



雨・風・雪から愛車を守る、
オールラウンド・カーポート

N A K A G A W A  S E I S A K U S Y O

STEELCAR-PORT
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スマートなデザインに堅牢さを秘めた、
オールシーズン頼れる４本柱。

住宅の外観とのコーディネートも楽しい、ハイクラスの美しさ。
防錆・耐久性＆耐候性を兼ね備えた高品質な塗装仕上げ。

標準4台用（中柱あり） ［中柱がないタイプもございます］

ワイド10.9ｍの4台駐車可能タイプです！
2世帯住宅や共同住宅にお勧めします。

お客様の用途・ご要望に
応じて対応します！
まずはご相談ください。

当社は、自社で一貫して設計・製造・施工
を行っているカーポート専門店です。
本カタログ掲載の仕様以外にもお客様
の敷地条件や用途などに合わせた自由設
計が可能です。ご要望に応じて現地確
認、無料設計、無料見積もりをいたしますの
で、お気軽にご相談ください。

現地確認 無料設計 無料見積もり

標準1台用
コンパクトスペースに最適！

美しさと強さを兼ね備えたスタンダードタイプ！

標準2台用

標準3台用

サイズ／全幅 3.1m × 奥行 5.5ｍ × 全高 2.65m
カラー／本体 ： アーバングレー 破風 ： アーバングレー

サイズ／全幅 5.5m × 奥行 5.5ｍ × 全高 2.698m
カラー／本体 ： アーバングレー 破風 ： アーバングレー サイズ／全幅 10.9m × 奥行 5.5ｍ × 全高 2.748m

カラー／本体 ： ブラウン 破風 ： ブラウン

サイズ／全幅 7.5m × 奥行 5.5ｍ × 全高 2.748m
カラー／本体 ： ブラック 破風 ： ブラック
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太陽光発電システム 《オプション》

片持ち1台用
車の乗り降りがしやすい。
2本柱のコンパクトタイプ！

・架台を立てないフラット施工
・冬場の積雪にも強い
・住宅の美観を損ねない

縦2台用
縦2台分の駐車ができる！

縦長の敷地に合わせたカーポート。

【自由設計 農業機械格納庫】

●施工例 自社で一貫して設計・製造・施工のカーポート専門店だから、
お客様のニーズに合わせた「自由設計」も可能です。

【片持ち1台用】

【自由設計 1台用】 【自由設計 マンション用】

※架台各種工事は別途料金がかかります。

【縦2台用】

【自由設計 縦4台用】

【2台用】

カーポートの屋根に
太陽光パネル！

「カーサンポート」

停電時も安心

貯めた
電気は

家庭で
消費
！

サイズ／全幅 2.7m × 奥行 5.5ｍ × 全高 2.56m
カラー／本体 ： アーバングレー 破風 ： アーバングレー

サイズ／全幅 3.1m × 奥行 10.94ｍ × 全高 2.7m
カラー／本体 ： アーバングレー 破風 ： ブラウン
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標準1台用

標準2台用

標準3台用

標準4台用

仕様図面（平面・立面）オプション装備

縦2台用 片持ち1台用
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明るい屋根（ポリカルーフ）
ガルバリウム鋼板と組み合わせて
暗くなりがちなカーポート内に自然光を採り入れることができます。

水止め面戸

吊り下げ式竿かけ

面戸セット

スポットライト（人感センサー）

雪止め金具

木目調破風

屋根に積もった雪を落ちにくくするための専用金具
です。

折板下面と梁の間に取付け、すき間をふさぎます。カーポートの水上側の折板端部に取付け、風雨で雨
水が逆流し、カーポート内に侵入するのを抑えます。

落ち着いた雰囲気を演出する木目調の破風。家の外
観やエクステリアにあわせてお選びください。

夜間の照明はもちろん、荷物の積み降ろしやセキュ
リティー対策としてもおすすめです。

カーポートの屋根付きの洗濯物干しや物掛けとして
活用することができます。

交換用タイヤを
収納できる側面収納棚。

●収納棚セットを取り付ける際は車のサイズを車検証などでよくご確認ください。

側面収納棚セットを取り付ける場合、駐車時やドアを開く際に
車にぶつからないように間口の広いサイズをお選びください。

側面収納棚セット 《オプション》

シーズンオフの交換用タイヤ
の保管場所をカーポート内に
確保できる、便利な側面収納
棚です。屋根吊り下げタイプ
の収納棚と異なり、タイヤを
持ち上げることなく収納でき
るので、タイヤ交換時もラク
ラク便利。

［中柱あり］

●柱　：丸柱（165.2φ×t 3.7）
　　　　　　  （190.7φ×t 4.5）
●梁　：H鋼（198×99）
                   （248×124）
●地杭： □200×L600/900フーチング付
                 □250×L600/900フーチング付
●破風：アルミ（雨樋付）
●屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6

9 10


	H1_H4
	P1_2
	P3-4
	P5-6
	P7-8
	P9-10

