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構造計算書付き

特願2019-19253
全国対応・施工実績多数

レンタルテント倉庫

【お問い合わせ】

世界で唯一！ 荷物と一緒に、
「荷台」に載ってしまうリフト イノリフト

短期間のニーズに、高品質・スピーディ・低コストで全て問題を解決します！
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受注決定
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メンテナンス



レンタルテント倉庫 RENTAL TENT WEREHOUSE

短期間だけ
使用したい

繁忙期だけ
必要

急に必要に
なった

こんな時に最適なテント倉庫のレンタルです。
一定期間を見据えたご利用に優れています。

なぜレンタルテント倉庫が選ばれるのか？

実例・使用例
製造業や物流業など
■工場の改築・修繕工事期間中の一時的な製品保管置き場
■製品保管及び出荷場
■既存保管庫で対応できない繁忙期だけの一時的な保管庫
■生産ライン組替えや新設時に必要な機材や資材の一時的保管

建築・建設・重機・設備会社など
■建築・建設工事現場などの仮設や資材置き場
■環境改善工事現場での対応策
■汚染物飛散防止の対応策
■雨天時の溶接作業や塗装作業場としての利用

ご存知ですか？ こんなところでも
■非常災害時の応急仮設建築物
■災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
■埋蔵文化財発掘調査用

それは、物流現場の問題を解決し、
スピーディーな事業展開に最適だから。

図面・構造計算書付き1,500円～/㎡月々のレンタル料金

短期間だけ使用したい、急に必要になった、繁忙期だけ必要…。
そんな時に最適なテント倉庫のレンタルです。
平成14年国土交通省告示第667号の技術的基準に適合した
設計のテント倉庫は、鉄骨は丈夫なトラス構造を採用し、
すべてのサイズに1級建築士による図面及び
構造計算書が付いていますので、安心してご使用していただけます。
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※取付工事費、撤去費用は別途となります。

安心・安全。 
地震に強い！

高強度、高品質の追求・開発に
全社員が取り組んでおります。
図面・構造計算書付き。

自社ブランド
一括管理

自社ブランドによる一括管理。
設計から施工まで一貫して対応
いたします。

工期短縮
スピーディー

2日～4日程度※と一般建築に比
べて短期間に設置、撤去が可能
です。　  ※設置面積によって工期は異なります。

明るさ向上
エコロジー

太陽光の利用により室内照明を
減らすことも可能で電力節約に
役立ちます。

高品質＆
コストダウン

コストパフォーマンスに優れ、経
済的に大きなメリットをもたらし
ます。

必要な時だけ
ご利用可能

最短1ヶ月からのご注文が可能で
すので、必要な時に必要な分だけ
ご利用いただけます。



レンタルテント倉庫シリーズの紹介

W10シリーズ 垂直積雪80cm仕様

固定式レンタルテント倉庫を仮設申請する場合について

緩和を受ける項目がない場合は、通常での建築確認申請が必要となります。

※仮設申請の必要の場合は別途申請費用がかかります。また納期も申請期間・基礎工事期間が必要になります。レンタルテント倉庫の販売はいたしません。
※レンタルテント倉庫に保険（別途）も備えております。
※取付工事費、撤去費用は別途となります。

標準的な基礎工事では布基礎が必要
となりますので、基礎工事図面等を提示
いたします。
（許容地耐力 長期30kN/㎡にて算定）

●レベル調整用のアジャスター仕様  アスファルト路盤等の勾配のある場所への施工用
●燃え抜け防止用認定ガラス内幕  法第22条区域指定への対応
●妻面への扉、サッシドア等の追加工事
●防炎・PEシートの内幕材  結露防止用

すべてに図面・構造計算書付き 特願2019-19253

❶W10×L10×H5（軒高）　 ［100㎡］
❷W10×L20×H5（軒高）　 ［200㎡］
❸W10×L30×H5（軒高）　 ［300㎡］

W12.5シリーズ 垂直積雪60cm仕様

❶W12.5×L10×H5（軒高） ［125㎡］
❷W12.5×L20×H5（軒高） ［250㎡］
❸W12.5×L30×H5（軒高） ［375㎡］

W15シリーズ 垂直積雪30cm仕様

❶W15×L10×H5（軒高）　 ［150㎡］
❷W15×L20×H5（軒高）　 ［300㎡］
❸W15×L30×H5（軒高）　 ［450㎡］

仮設建築物とは
一定期間後に撤去されることを前提とした建築物。工事現場の仮設事務所や材料置場、仮設店舗など。 
短期間しか使用しないため簡易な建築物で済ませることが効率的です。このような建築物を建築しようとする場合、知事
の許可を受けた場合、一定期間に限り建築して使用することが可能です。

緩和処置
構造や建築設備などの建築制限の緩和を受けることができます。
※『短期間だから』『簡易なものだから』といって、届け出等が不要となる仮設とはなりません。

①非常災害時の応急仮設建築物
②災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
③本建築物工事施工のための仮設建築物【資材置き場、現場に設ける事務所等】
④仮設興行場などの仮設建築物【仮設店舗、博覧会建築物等】
特定行政庁は仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生
上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間。（建築物の工事を施工するためその工事期間中）
当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗、その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認
める期間を定めてその建築を許可することができる。（引用：建築基準法 第85条5項）

「平成14年国土交通省告示第667号」テント倉庫建築物として申請します。

［テント倉庫建築物の適用範囲］
テント倉庫建築物は建築基準法に適用範囲が定められ、一般の膜構造建築物に比べてその技術的基準に緩和措置が設け
られている。

①骨組み膜構造である。
②建築面積が1,000㎡以下である
③建築階数が1階である。（平屋で中二階等は建設できない）
④軒の高さが5ｍ以下である。

⑤屋根の形状は、切妻、円弧、片流れのいずれかである。

⑥外壁、天井に開放している部分がなく、全て膜材で覆わ
れているか、出入り口を扉等で閉めることが出来る。

⑦倉庫内に間仕切壁が無い。
⑧風速の緩和措置（20％低減）ができ、その場合には建物
に風速を緩和した旨を明記する。
⑨柱脚と基礎はアンカーボルトにて緊結する。（セットアン
カー方式に移行しつつあります。）
⑩出入り口と窓の面積（無窓階の判定）が、建築面積の
1/30以上である。
⑪用途地域で　住居専用地域　第一種　という文字の
入った地域には建築できません。
⑫可動式テント倉庫建築物に使用する膜材料には、ガラス繊
維糸を使用してはならない。（Ｂ種膜材料は使用できない）
⑬膜材料の規格厚み0.45㎜以上とし、かつ、質量は400ｇ/
㎡以上。引張強さ400N/㎝以上、破断伸び率40％以下。
　引裂強さ78N以上。
⑭膜材料の接合部接合巾又は溶着巾は20㎜以上とする。
※膜材料の規格及び接合巾等は、一般の骨組膜構造建築物（平
成14年国土交通省告示第667号に規定）とは異なりますの
でご注意ください。

基準地盤面より
軒の高さが5ｍ以下

Rの始まり

W10シリーズ

W12.5シリーズ W15シリーズ

長年の実績による現地組み立て
方法と熟練の職人の手により短
期間で施工いたします。 

１級建築士による図面・構造計算
付き。国土交通省告示667号に
適合のテント倉庫は長期使用に
も耐える設計です。

構造物が軽量且つ屋根・壁が膜
材であるテント倉庫は他の建物
と比べ高い耐震性を兼ね備えて
おります。 

短期間施工 高強度設計 高い耐震性

優れた透光性 経済性 柔軟な対応
膜材はアイボリー色を使用し太陽
光透過による室内照明の削減と、
昼間は照明が不要で消費電力を
節約できランニングコストの低減
が図れます。

レンタル料金は経費処理でき、維
持費、管理費、償却などのわずら
わしさがありません。資金の効率
的な運用がはかれます。

オプションの追加など、ご希望に
そったご提案をいたします。岐阜
県羽島市を中心に全国対応！破
損など急なトラブルにも迅速対応
いたします。

［基礎工事］ ［特別仕様・オプション］

100㎡程度：2～3日
300㎡程度：3～4日

設置
期間

1,500円～/㎡月々のレンタル料金

-3- -4-

上記①～③項は、確認申請不要となります。

ハシマシート工業
ハイライト表示



ラインナップ世界で唯一！ 荷物と一緒に、「荷台」に載ってしまうリフト!世界で唯一！ 荷物と一緒に、「荷台」に載ってしまうリフト!

2つの機能を兼ね備えた革新的貨物ローダー

導入のメリット

簡単操作方法 ※作業時には、ヘルメットと安全靴を必ず着用してください。

パレットにフォークを挿入します フォークをリフトアップします フォークを荷室内に押し込みます 補助脚を引き出します

INNOLIFTをリフトアップします 補助脚を格納します INNOLIFTを積み込みます フォークを荷室床面に下ろします

フィンランドのフレンディックス社が開発、製造しているINNOLIFT
は、ハイエースやキャラバンといったバンタイプの小型商用車への荷
物を積み込む際に、より楽に積み込めるように開発された、革新的な
パレット/貨物ローダーです。

INNOLIFTは商用車の荷台に、重い荷物を積み込むと同時にINNOLIFT
自身も荷台へ積み込むことが可能です。そのためINNOLIFTは、大型ト
ラックへリフトで荷物を積み込む際に使用するようなパレットトラックや
カート、台車といったものを使用する必要はありません。※ ですので、運搬
に数名を必要とするような医療・白物家電等を運搬するのに最適です。

また、INNOLIFTのリフト操作は電動モーターのため、女性の方や高齢
者といった、力仕事には向かないと思われる方でも簡単に作業を行えま
す。 リフトモーターには12ボルト0.8kwモーターを搭載し、車両のバッ
テリー充電器とケーブルが付属しています。

※フォークリフトの構造上、下側がオープンになっているパレットを使用します。

日本初上陸日本初上陸 国際特許取得国際特許取得 ヨーロッパ安全基準［CE］マーク取得ヨーロッパ安全基準［CE］マーク取得

小型商業車（ハイエース・キャラバン）に乗せられる。
簡単操作。フォークリフトの免許が不要。
配送先で荷降ろしできる。台車も不要。
労働時間の短縮で効率アップ

体を傷めない。労災対策。
女性や高齢者でも使用可能。
安全面に配慮されている。
トラックや人員を効率よく配置。

共通仕様
●全長…1520mm
●全幅…980mm
●作業用通路幅…1810mm
●回転半径…1090mm
●パーキングブレーキ…機械式
●リフティングモーター出力…0.8kw
●バッテリー容量…12V/33Ah
●充電器…12V/10Ah
●動力…バッテリー

250kg
600mm
800mm
700mm
175kg
1080mm
1820mm

600kg
600mm
800mm
700mm
180kg
1200mm
1900mm

600kg
600mm
1000mm
900mm
185kg
1400mm
2290mm

500kg
600mm
1250mm
1150mm
190kg
1700mm
2800mm

運動能力
荷重中心
持ち上げ高
積載高
重量

全高（格納時）
全高（全伸時）

仕様 IS 250/800 IM 600/800 IL 600/1000 IXL 500/1250

105,000円/月

ワンボックス等に最適
シリーズ中、もっともコンパクト

●レンタルについて ※レンタル期間は最短1ヶ月から ※配送料は別途 ※動産物保険料は別途　●販売について  ※保証期間 購入から1年間 ※配送料は別途

月々に換算すると

105,000円 ～ 121,000円

1ヶ月22日間（週休2日）のご利用で

4,773円 ～ 5,500円

1日（8時間労働）に換算すると

1ヶ月あたり 1日あたり 1時間あたり
597円 ～ 688円

顧客 配送

特殊機能に加え軽量・コンパクト設計のため簡単に
小型商用車からトラックまでリフトごと積み込めます。

倉庫内作業

免
許
な
し

女
性

高
齢
者

免許不要。人材を選びません。

月々のレンタル料金 月々のレンタル料金

月々のレンタル料金 月々のレンタル料金109,000円/月

105,000円/月

121,000円/月

軽

トラック等に最適
コストパフォーマンスに優れる軽

IS 250/800

ハイエース、キャラバン等のバンタイプに最適
オールマイティに使えるミドルクラス普

2t トラック～大型車まで利用可能
シリーズ最大のリフト量を誇る4t

10t

IM 600/800

IL 600/1000 IXL 500/1250

軽バン・小型バン・ワンボックス
ハイエース・2t車・4t車・10t車

1

5 6 7 積込
完了

2 3 4
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