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2台用
2023年春発売予定
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カーポート市場は拡大※傾向
※マーケット規模＝売上ベースでの市場規模

1. 市場・マーケットについて カーポートSC 後方支持 2台用

■CP市場推移

約120%
売上ベースで市場拡大中

カーポート市場全体の成長率
（2017年度 → 2021年度）

2021

約470億円 約570億円

データソース：日本EXT工業会データ

約120％

2020201920182017
年度
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おかげさまでカーポートSCは発売以来、大変ご好評を頂いています。
※国内外のデザイン賞受賞。2022年現在も右肩上がりで伸長中です。

2. 商品投入の狙い カーポートSC 後方支持 2台用

20倍超

2017年度 ～ 2021年度
カーポートSCの伸長率
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■カーポートSC売上推移と伸長率（2017年発売起点）

デザインアワード4冠達成※

発売商品

2017.10
カーポートSC

1台用、駐輪場

2018.10
SC 2台用

2020.3
SC1500

1台用、2台用

2021.4
SC 木調色

20212020201920182017

※4冠はSC1台用・駐輪場のみ
※追加申請が可能なグッドデザイン賞BEST100は

カーポートSCシリーズ全てが対象
年度
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敷地条件への対応を強化します
※よりお客様のニーズにお応えするため、大型・特殊系屋根の投入を検討

2. 商品投入の狙い カーポートSC 後方支持 2台用

■カーポートSC ラインアップ（2022年度まで）

仕様 1台用 2台用 3台用 駐輪場 テラス

600N/㎡
42m/秒相当 設定ナシ
設
定
色

アルミカラー 3色 3色 3色 3色

木調カラー 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック)

600N/㎡
38m/秒相当 ー

後
方
支
持

設定ナシ

設
定
色

アルミカラー ー
木調カラー ー

1500N/㎡
46m/秒相当
設
定
色

アルミカラー 3色 3色

木調カラー 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック)
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3．商品の位置づけ

カーポートSCシリーズへ、3台用と後方支持2台用を同時発売します
※耐積雪強度 600N/㎡エリア向けに、より大きな敷地へのご提案を可能とします。

仕様 1台用 2台用 3台用 梁延長（2台用・3台用） 駐輪場 テラス

600N/㎡
42m/秒相当
設
定
色

アルミカラー 3色 3色 3色 3色 3色 3色

木調カラー 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック)

600N/㎡
38m/秒相当 ー

後
方
支
持

設
定
色

アルミカラー ー 3色
木調カラー ー 3色(基材:ブラック)

1500N/㎡
46m/秒相当

設
定
色

アルミカラー 3色 3色

木調カラー 3色(基材:ブラック) 3色(基材:ブラック)

■カーポートSC ラインアップ

カーポートSC 後方支持 2台用

23年春新商品として別途ご説明します

NEW NEW

NEW
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カーポートSC 後方支持 2台用2. 商品投入の狙い

商品の狙い現状の課題

・カーポート市場は売上ベースで拡大傾向
⇒ 販売単価UP傾向

・中級市場が大幅拡大
⇒ 普及から中級志向へ、ユーザーがシフト傾向

・各社、中高級グレード商品に注力
・アルミ形材屋根カーポートの新規投入
・今後、強化の可能性アリ
・SCを意識したカラー、構造商品投入

・SCは堅調に推移
・SCのデザイン性が高い評価を頂いている
・敷地条件により、SCが欲しいが付けられない
ユーザー存在

【カーポートSCの敷地対応力強化】
・完全後方支持タイプの2台用をラインアップ
・取付向きを変えて「側面片支持 2台用」としても設置可能

【SCをグレードアップさせる魅力的なオプション】
・SC×美彩：シームレスラインライト / “新”人感センサー

【SCシリーズのデザインポリシー継承】
・シリーズ共通：薄さ40mmの美しい屋根材
・屋根下からビスやボルトが見えない
・カーポートSC全シリーズ※が
「グッドデザイン・ベスト100※」対象に！

自
社

競
合

市
場
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カーポートSC 後方支持 2台用4. 商品特長

カーポートSCの更なる強化 “後方支持” 2台用 登場
敷地条件で諦めていたお客様へのご提案を可能にします。

【注意※】
屋根部のプラットフォーム化により屋根材を兼用。
屋根の貼り向きが変わるため従来のSCと呼称が違います。
※間口（W）サイズを表記する屋根材セット・前後枠セットの梱包ラベルが、
他のSCと部材兼用となっているため、L50 又はL57という表記になっています。

耐風圧強度 38m/秒相当（自社基準）
耐積雪強度 600N/㎡（20㎝相当：比重0.3）
屋根角度 5°
柱本数 3本
Wサイズ※ 50・57
Lサイズ※ 48・55（2台用のみ設定）
Hサイズ 22・25

カラー ナチュラルシルバーF/シャイングレーF/ブラック
チェリーウッド/オーク/クリエモカ※➀

オプション サポート柱/偏芯基礎対応※②/ダウンライト/ラインライト
など

※➀木調色は屋根部のみ
※②構造上の理由により、偏芯基礎部材の設定は有りませんが、

柱が強いため偏芯基礎部材ナシで120mmまで柱を隣地に寄せる事が可能です

・サイズ設定は2台用のみ
・アルミ色・木調色の2タイプ設定（SCシリーズ同等）

■※②偏芯部イメージ

柱

「偏芯基礎部材無し」
で、120mmまで寄せら
れます

基礎
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カーポートSC 後方支持 2台用4. 商品特長

後方支持ならではの敷地対応力
・後方支持での設置では、屋根の後ろに柱が来ますが、
90度回転して設置する事で、 側面片支持 2台用 としても
ご提案頂けます。
敷地条件や、車の出し入れのしやすさなど、
設置の方向を変えることでお客様のニーズに合わせ、
今まで以上にご提案の幅が広がります。

向きを変えて “片支持2台用” として、ニーズに合わせて使い方いろいろ
後方支持2台用は、“側面 片支持2台用”としても設置可能です。敷地条件などニーズに合わせて、柱の設置場所を選べます。

後方支持 2台用側面 片支持 2台用
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カーポートSC・テラスSC 共通4. 商品特長 新規追加オプション（SCシリーズ×美彩）

SCをグレードアップする魅力的な“あかり”の提案（新オプション追加）
カースペース / テラス空間をよりステキに演出する “あかり” の提案です。

SCシリーズ ×

1 SC専用 シームレスラインライト
専用屋根材にビルドインする美しいラインライト
全SCシリーズ・全カラーの屋根材へ取付が可能

全カラー対応 人感センサ リニューアル2
デザイン性を大幅に見直し、小型化を実現。
耐熱仕様で、全ての屋根材色に対応します。
形材色と合わせた3色設定（シャイングレーF、ナチュラルシルバー、ブラック）。

3

シャイングレー ナチュラルシルバーF ブラック ※木調色にも取り付け可能！

新色追加で美しくコーディネート（ダウンライト・スイッチ・スタンド）

・ダウンライトG1：ナチュラルシルバーF
・スイッチ：ナチュラルシルバーF、ブラック
・センサー/スイッチスタンド：ナチュラルシルバーF、ブラック

形材色に合わせ
新色追加
(ナチュラルシルバーF)

専用屋根材に美しくビルトイン
全ての屋根材色をご用意
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4. 商品特長：SCシリーズ オプション一覧

仕様 1台用 2台用 後方支持
2台用 3台用 1500

1台用
1500
2台用 駐輪場 テラス

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- ○ - ○ - - - -

サイドスクリーン ○
(水下のみ)

○ - ○ ○
(水上追加)

○
(水上追加)

○
（水下のみ）

-
異形対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

そ
の
他

カーポートライト スポットライトダウンライト カメラセット 人感センサ
サイクルキーバー 輪止めセット 吊り下げ物干し

延長梁

NEW

NEW

雨樋ネット着脱式
サポート柱

が、後方支持 2台用の対応オプションです

ラインライト
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カーポートSC 後方支持 2台用

カーポートSC 後方支持2台用も グッドデザイン賞 対象に！
カーポートSCのデザイン性が高く評価され続けています。

“後方支持“もグッドデザイン！
2017年度 グッドデザイン・ベスト100の追加対象に！

・後方支持の構造でも、わずか40mmという薄さのシンプルで美しい
屋根を採用。ネジやボルトも従来通り、屋根下からは見えません

・雨どいも屋根・柱に内蔵し、徹底的にノイズレスを目指しました。

・SCシリーズとして継承されている、そのシンプルで美しいデザインが
評価され続けています。

後方支持でも
わずか40mmの美しい屋根材を採用

雨どいも屋根・柱に内蔵
徹底的にノイズレスを目指しました。

4. 商品特長
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カーポートSC 後方支持 2台用4. 商品特長 まとめ

今まで以上の敷地対応力柱の位置が選べる２WAYカーポート！
住宅と調和したカースペースの新たな可能性をご提案します。

カーポートSCの敷地対応力更なる強化 後方支持2台用登場！1
敷地条件などにより、SCをご採用頂けなかったお客様へ新たなご提案を可能にします。

２ SCをグレードアップさせる魅力的な新オプション
【SC×美彩：シームレスラインライト】 と 【SC×美彩：新 人感センサ】

新人感センサ

３ SCシリーズとしてデザインポリシー継承

SCシリーズとして、そのシンプルで美しいデザインが評価され続けています。
※3台用・梁延長仕様と併せて、後方支持も2017年に受賞した

『グッドデザイン・ベスト100』 の対象となりました。

シームレスラインライト




	2023年春発売 エクステリア新商品
	カーポートSC�後方支持�2台用
	スライド番号 3
	1. 市場・マーケットについて
	2. 商品投入の狙い
	2. 商品投入の狙い
	3．商品の位置づけ
	2. 商品投入の狙い
	4. 商品特長
	4. 商品特長
	4. 商品特長 新規追加オプション（SCシリーズ×美彩）
	4. 商品特長：SCシリーズ オプション一覧
	スライド番号 13
	4. 商品特長 まとめ
	スライド番号 15

