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ピピ !

電動ロールスクリーン

電動シェード 電動カーテンレール

電動商品３つのメリット

リモコンを押すだけで
誰でも簡単に操作できる1

2 3

家電商品と同様にリモコンによる操作が

可能で、住宅から店舗、各種施設と幅

広い物件におすすめです。電源があれば、

手動のロールスクリーンやカーテンレール

の設置と同様に取付けできます。

ベッドの中や、座ったままでも
リモコンで操作できます。

操作コードが思わぬ事故につながる可能性が
あります。電動商品は操作コードがないので、
安心してお使いいただけます。

吹き抜け窓など、手の届かない高窓でも、
リモコンで簡単に操作ができます。

開閉・昇降操作に
コードが要らず、安全

高所窓も簡単に
操作ができる

サンゲツの電動商品とは
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ピピ !

複数台のコントロールも簡単

冷蔵庫や電子レンジのように
コンセントに電源をさすだけ 本体を壁面や天井に取付けたら、

家電商品と同様に、一般家庭用コン
セント（100V）に電源コードをコン
セントにさすだけ。基本的には通常
のロールスクリーンの設置と大きく変
わりません。
※電気工事士の資格が必要な難しい配線も、必
要ありません。

取付けはシンプルで簡単！

複雑なリモコン設定は不要
開閉操作に必要なリモコンの設定を
行って商品を出荷するため、現地で
の調整は必要ありません。
※カーテンレールの場合は、取付後の初回動作時
にリモコン操作で全開、全閉にすることで位置
を自動で学習します。

１部屋で、2台以上の操作をしたい、
電動カーテンレールと電動シェード
を１つのリモコンで操作したい場合
は、使用条件に合ったリモコンを発
注すれば、複数台操作や個別操作
も可能です。
※ご注文の際に使用条件をご指定いただければ、
指定条件に設定した状態でお手元に届きます。
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10

商品の右端部よりコードが出ます。

モーターの下端（商品上端から
380mm下の位置）より
コードが出ます。

商品の左端部よりコードが出ます。

モール

コード長さ　1m / 3m / 特注で指定可能

コード長さ　

 1m / 3m / 5m  / 特注で
指定可能

コード長さ　1m / 3m / 特注で指定可能

電動ロールスクリーン 電動シェード

電動カーテンレール

取付けのポイント
電動商品の取付けには、コンセントの位置がポイントになります。

電源コードの長さや、納め方が変わるため、事前に確認が必要です。

電動商品ガイド

コンセントが設置済みの場合

取付ける窓の上部に一番近いコンセントを確認しましょう。コードは１ｍ、３ｍの2種類と、
特注で長さの指定が可能です。
※特注の場合、別途見積りと納期の確認が必要です。

コンセントから端末機器までの距離を測ります1

コンセントが近くにない場合2
長さのある電源コードを伸ばして差し込みます。
見栄えが気になる場合は別売りのモール材で、
窓枠や入隅に沿って垂直・水平にモールを固定
すればコードが目立ちません。
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（奥）

（手前）

約 200mm

約
20
mm

約
20mm （奥）

（手前）

約 200mm

約
65
mm

天付けブラケット
（奥）

（手前）

約 200mm

モーター

推奨
100mm

ボックス右端部から約200mm、
ボックス奥側から約20mm
※取付けに必要なボックス巾：
巻き径＋60mm

ボックス左端部から約200mm、
ボックス奥側から約20mm

モーター設置側のボックス端部
から約200mm、ボックス奥側
から約65mmの位置

取付けのポイント
電動商品の取付けには、コンセントの位置がポイントになります。

電源コードの長さや、納め方が変わるため、事前に確認が必要です。

壁面に設置する1

カーテンボックス内に設置する場合2

窓枠上部の高さに合わせ、約100mm離れた位置に
コンセント設置を依頼しましょう。
※窓枠に近すぎると、サッシを固定している柱に干渉する可能性があります。
※カーテンレールの場合は、モーターユニット下端に電源コードを繋げるため、
現場の状況を確認した上で一番目立ちにくい位置にコンセント設置を依頼
します。

コンセントをこれから設置する場合

電動商品ガイド

商品によって電源コードの位置が異なるため、商品の規格に合わせた対応が必要です。

電動ロールスクリーン 電動シェード 電動カーテンレール

4/7



1カ所のコンセントで複数台を接続する方法
別売りの「電源ジョイントボックス（渡り電源コード付属）」で

複数台のロールスクリーンやシェードを接続することが可能です。

電源コンセントに接続

1台目に連結した
電源ジョイントボックスに繋げた
渡り電源コードと接続

2台目同様に
前設置メカと連結

1台目

1台目2台目3台目

2台目

3台目

渡り電源コード長さ

（1m/3m）
（0.8m/2m/2.8m）

最大接続
20台まで可能

電動商品ガイド

●電源ジョイントボックス必要数量 ：接続台数　ー　1台
●渡り電源コード必要数量 ：接続台数　ー　1本
●渡り電源コードの長さ ：0.8m / 2m / 2.8mから指定してください。（商品巾＋商品間の距離）

2台
2本（　　　）3台接続

する場合
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・W2000mm×H1700mm　２台
・電源コード長さ　1m
・電源ジョイントボックス連結 ※別売
  ( 渡り電源コード2ｍ）

・W4000mm×H2800mm
・レール：ダブル（両開き）
・レール分割　※追加料金なし

・電源コード長さ　1m

・6chリモコン　1台 ※別売

・電動ロールスクリーン標準装備リモコン
・電動カーテンレール標準装備リモコン

写真の取り付け例

商品本体価格には 1ch リモコンの
金額が含まれます。
複数チャンネルリモコンをご使用
の場合は、本体価格より標準装備
の 1chリモコン代（6,600 円）を
差引き、必要なリモコンの価格を
加算してください。

オプションリモコン
注文時の金額計算

見積りのポイント

電動商品ガイド

電動商品本体のほか、取付環境によっては

別売りの部材・部品が必要になります。

コンセントの位置と電源コードの長さ
複数台設置する場合の取付方法
リモコンの設定と種類

電動ロールスクリーン

電動カーテンレール

リモコン

79,000 円×2台

8,200 円

141,400 円×2本
※カーテン代別途

31,100 円

-6,600 円×2台
-6,600 円×2台

合計453,700 円

※W2,000mm×H1,700mmで
本体価格79,000円／台の場合

1部屋に電動ロールスクリーン2台と、電動カーテンレール2本を設置、
1つのリモコンでそれぞれを操作したいので 6chリモコンを使用

※カーテン代別途
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各商品の取付方法は、サンゲツ WEB サイト上の
「Sangetsu Space Creation Park」から動画でも
ご覧いただけます。各種メカの操作、取付方法、
メンテナンス動画など商品選定に役立つ情報を
取り揃えています。

WEBコンテンツ

電動商品ガイド

商品仕様
電動ロールスクリーン 電動シェード 電動カーテンレール

製作可能巾
(mm) 

製作可能高さ
(mm)

製作条件

リモコン方式

受信機 

リモコンch 

リモコン送信距離 

電源コンセント

渡り電源コード

電源ジョイント

 550～2,700 550～3,000 
 (5mm単位 ) (10mm単位 ) 

  500～3,000mm 
ー
 

 (10mm単位） 

 巾 : 高さ比 ▶ 1:8まで  最大生地重量3Kg 最大生地重量 10kg

  RF 方式（電波方式）

  本体一体型   モーターユニット

  1ch・2ch・6ch

  15m

   1m、3m    1m、3m、5m

 0.8m、2m、2.8m ー

 最大 20 台まで ー

片開き：500～3,000
両開き：500～4,000
(10mm単位 )

ロールスクリーンやバーチカルブラインド、
ウッドブラインドなど 6 種類のメカタイプを
一冊に集約したオールインワン型の見本帳
です。住宅を中心にホテルや各種施設など
幅広くお使いいただけるラインアップです。

見本帳のご紹介 施工動画を見る

ロールスクリーン＆ブラインド

1vo l

上のQRコードからも
ご覧いただけます。
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