
スタンダードタイプ用ハーフサイズ 設定あり！
ハーフサイズだから工夫次第で自由自在。
ルーフボックスやサイクル・ウインターキャリアなど、
各種アタッチメントの併用にも対応します。 横幅62cm!

取り付け例❶
ベースキャリア
のバーに穴あけ
加工の後、付属
のボルト、ナット、
ワッシャーにて
固定。

取り付け例❷
ステーと付属のプレートにて
バーを挟み、付属のボルト、
ナット、ワッシャーにて固定。

取り付け例❸
A-xオーニングに付属のボルト、
ナットを用いステーとオーニング
を固定します。

ROOF RACK

Produced by

アルミの軽量さとスチールのような
重厚感が融合した「A-xルーフラック」

エー・クロス

材質はアルミ製ながら、結晶塗装（リンクル塗装・縮み塗装）による質感は
スチールのような重厚感。素材の特性を十分に活かし、軽さはもちろん耐食
性の高さにも要注目。A-xはスチール特有の嫌な錆とは無縁です。幅広い
サイズ展開でさまざまな車種へ適合するなどマルチなルーフラックです。

フット付タイプ

スタンダードタイプ

サイズ 重量（kg）フット数（本） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

M
M スーパーワイド
ML スーパーワイド
L ワイド

L スーパーワイド
LL

10.5
11.4
13.0
14.2
15.4
17.8

4
4
4
6
6
8

 長さ140cm 幅105cm 高さ13cm
長さ140cm 幅125cm 高さ13cm

長さ150cm 幅140cm 高さ13cm

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅140cm 高さ13cm

長さ200cm 幅125cm 高さ13cm

110cm×97cm

110cm×117cm

120cm×132cm

140cm×117cm

140cm×132cm

169cm×117cm

¥56,100（税込）
¥61,600（税込）
¥75,900（税込）
¥79,200（税込）
¥85,800（税込）
¥89,650（税込）

E20050
E20008
E20054
E20051
E20052
E20053

ルーフラックスタンダード用E20037 ￥5,390（税込）
ルーフラックフット付用 E20033 ￥2,640（税込）

汎用
6枚E20034 ￥1,320（税込）
4枚 E20032 ￥880（税込）

E20011MLハーフ

フック用 ベースシートIN103

キャリア装着によるルーフのキズ防止
用保護シートです。曲面にも確実に貼
れ、糊を残さずキレイにはがせます。特
殊透明シートなので目立ちません。

汎用ユニファス iGuard 盗難防止ボルト/ナット

高度の防犯性を備えた革新的なネジキットです。専用工
具を用いての脱着が容易で、ステンレス鋼を採用する
ことにより錆に強く、見た目にも美しく車を守ります。

ベースキャリア不要。
ラックとの一体感が高まる専用フット付き。
レインガーター専用設計モデル。

汎用ベースキャリアを使用して取り付けします。

サイズ 重量（kg） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

S
M

M ワイド
M スーパーワイド

L
L ワイド
L L

MLハーフ

6.5
8
 8.6
9
9.4
10.4
11.4

6.9

 長さ110cm 幅90cm 高さ13cm
長さ140cm 幅100cm 高さ13cm

長さ140cm 幅115cm 高さ13cm

長さ140cm 幅125cm 高さ13cm

長さ170cm 幅110cm 高さ14cm

長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ200cm 幅120cm 高さ15cm

長さ150cm 幅62cm 高さ13cm

80cm×82cm

110cm×92cm

110cm×107cm

110cm×117cm

140cm×102cm

140cm×117cm

169cm×112cm

120cm×55cm

¥37,400（税込）
¥41,800（税込）
¥47,300（税込）
¥50,600（税込）
¥58,300（税込）
¥61,600（税込）
¥66,000（税込）

¥39,600（税込）

E20003
E20001
E20007
E20009
E20005
E20010
E20006

E20011

エー･クロスで遊ぶ。エー･クロスを楽しむ。

軽量アルミ製 ルーフラック
共振音※を
防止する為

の

センターバ
ー

を追加！※走行時に発生するさまざまな振動により、
　ルーフラック本体が共鳴し発生する異音。

独自の

防風設計に
より、

空気抵抗の
低減を図り

風切り音も
軽減します

!

ウッドアウトドアチェア
¥7,150（税込） O01001 

アルミ
アウトドアチェア
各¥4,290（税込）  

アルミロールトップテーブル
O01011 
アルミ製の天板は熱にも強く汚れても簡単に拭き
取ることが可能です。高さ調整もできシーンに合
わせてご利用ください。

お気に入りのアウトド
ア空間に調和する、
キャンバスとウッドの
自然な風合い。座面
は簡単に取り外すこ
とができ丸ごと洗濯
も可能。軽量コンパクト。シート

は耐久性抜群のオック
スフォードを採用。部分
的にメッシュ構造とし
通気性を確保。

●サイズ（約）：75×55×44/34cm 
※高さは可変タイプ。脚の取り付け位置により高さを
　約44と34cmからお選びいただけます。 
●収納サイズ（約）：57×17×17cm 
●重量（約）：2. 8kg 耐荷重（約）：25kg 
●材質：アルミニウム、ブラスティック 
●付属品：本体／収納バッグ

●サイズ（約）：120×60×46/42cm ※高さ可変 ●収納サイズ（約）：70×25×17cm
●重量（約）：6.8kg ●耐荷重（約）：40kg ●材質：天然木（ブナ材）●付属品：本体／収納バッグ

●サイズ（約）：90×52×70cm ●座面高：45cm 
●収納サイズ（約）：110×17×15c m 
●重量（約）：4.2kg ●耐荷重（約）：120kg 
●材質：キャンバス／木材 ●付属品：本体／収納バッグ

テーブルウッド
O01010

アウトドアシーンに自
然に溶け込む天然の
素材がうれしいロー
テーブルです。お子様
にも高すぎることのな
い使いやすいサイズ。

汎用品  
線径約8mm、マス目約8×8cm(可
変タイプ)。フック及び編み目は可動
式のため荷掛具合の調整が可能で
す。フックは強度にすぐれ対象物へ
の攻撃性が比較的低い樹脂製。伸縮
性約150%の適度な伸びで使いや
すさと固定力を両立。

カーゴネット

E20047  Lサイズ 〈120cm×100cm〉
¥3,630（税込）   ※A-xルーフラックLサイズ、Lサイズワイド、　Lスーパーワイド、LLサイズに対応

E20046  Mサイズ 〈100cm×100cm〉
¥3,300（税込） 　  ※A-xルーフラックMサイズワイド、Mサイズスー　パーワイド、Lサイズ、Lサイズワイドに対応

E20045  Sサイズ 〈90cm×90cm〉
¥2,970（税込）   ※A-xルーフラックSサイズ、Mサイズに対応

※対応ルーフラックのサイズは目安です
対応するネットの大きさは実際に使用されるルーフラ
ックや荷物の形状、量により大きく異なるため、弊社
へお問い合わせをいただきましてもご回答致しかね
ます。商品の伸長率をご考慮の上お選びください。

サイズ（cm） 最大寸法（cm）  　           伸長率（%）

※伸長率は人力での測定のため誤差がございます。

 Sサイズ  （90×90）  150×150　 166

 Mサイズ（100×100） 160×160　 160

L サイズ（120×100） 180×160 150×160

￥9,020（税込）
￥5,280（税込）

●サイズ（約）：105×59×70cm ●座面高：46cm 
●収納サイズ（約）：43×15×15cm ●重量（約）：1.2kg 耐荷重（約）：150kg 
●付属品：本体／収納バッグ ●材質：7075 アルミニウム合金／高品質プラス
チックホルダー／オックスフォード（900D）

A-xオーニング
汎用  E20120 2000×2500mm ¥36,300（税込）
A-xオーニングの設営・後片付けは簡単。ルーフラックとの相性も良く、収納後は
ラック側面へコンパクトに収まり積載量が減少することはありません。キャンバス
は420Dオックスフォードを使用しており耐水圧は3000mmと十分。伸縮式ア
ルミポールは高さ調整が容易で、天候や日差しに応じてフレキシ
ブルにご使用いただけます。格納カバーもソフトケースながら丈夫
な素材を採用。サイズが適合すれば他社製ルーフラックにも取り
付け可能。ペグ、ガイロープ付属。2.0m（W）x2.5m（L）約8kg

キャンプギアエー・クロス

質感、機能にこだわった
アウトドアギア

汎用

3本組 
E20111
￥8,800（税込）

2本組 
E20110
￥6,050（税込）

A-xルーフラックフット付モデル用  
オーニング取付ステー

ステンレス製、ラックへの取付ボルト類付き。
各社オーニングメーカーにも適合します。取り
付けピッチ40～50mm、M6、M8に対応。
ARB社、ブラストトレイル社は確認済み。オー
ニング取付用ネジ類は付属しておりません。

汎用 E20109 ￥1,650（税込）オーニング取付汎用ステー

〈取付例〉

A-xオーニングを汎用ベースキャリアへ装着するためのステー。設置箇所に合わせて挟む、穴を開けて固定するなど、創意工夫
して取り付けください。車種、ベースキャリアなどにより使用できない可能性があります。
※オーニングを取り付けるボルトやナットは付属しておりません。取り付け方法に関してのご相談はお受け致しかねます。お使い
　になる環境に合わせて、強度などを十分に考慮、ご確認の上ご施工ください。

O01005  
ブルー
O01006  
オレンジ

商品の価格は全て税込価格です レカロシート正規代理店 ● 製品の価格及び仕様などは予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。  

http://www.showa-garage.com

各種モール・SNS情報発信中! 是非、ご覧ください!

㈱ショウワクリエイト 〒486-0813 愛知県春日井市金ヶ口町3-9   営業時間 9:30～18:30  定休日  月曜日、第1・第3火曜日［製造元］

2023.5.500

TEL.0568-29-8711FAX.0568-29-8715
通信販売・業務販売・パーツ販売

TEL.0568-56-2311



ハイルーフ車に対応した足長ステー付きモデル。
レインガーターからルーフの高さが20cm以内の
車両に対応します。高さ調整も可能。

サイズ 重量（kg）フット数（本） 寸法（外寸） 寸法（内寸） 価格（税込）

M スーパーワイド
Lワイド
LL

11.4
14.2
17.8

4
6
8

 長さ140cm 幅125cm 高さ13cm
長さ170cm 幅125cm 高さ13cm

長さ200cm 幅125cm 高さ13cm

110cm×117cm

140cm×117cm

169cm×117cm

¥63,800（税込）
¥82,500（税込）
¥94,050（税込）

E20070
E20071
E20073

ROOF RACK
フット付タイプ スタンダードタイプ

さまざまな車種への取り付けが 可能です！ サイズはSサイズからLLサイズまで設定。

JIMNY JB23/43 
JIMNY JA1 1/22 

JIMNY JB64/74

SPACIA GEAR

RAV4

HIACE

HUSTLER EVERY

ATRAI CX-5

DELICA

 S サイズ    

 Mサイズ    

 Mサイズ  スーパーワイド    

 Mサイズ  

EVERY

 L サイズ   S サイズ    

 Mスーパーワイド/フット付   

 L スーパーワイド/フット付 

 ML スーパーワイド/フット付 

ハイルーフ用  LL/フット付

 M /フット付    

 L ワイド/フット付    

 L ワイド/フット付     ハイルーフ用L L/フット付    

エー・クロス

WRANGLER

装
着
例

ラングラーにジャストフィット
ハイルーフ対応タイプ

● MLスーパーワイド   　　　　　¥75,900
重量：13.0kg　フット数：4本
寸法（外寸）：長さ150cm 幅140cm 高さ13cm　寸法（内寸）：120cm ×132cm

PROBOX

PRADO  Mサイズ    

 Mサイズ  ワイド    

LLサイズ  ワイド    

E20054

 Mサイズ    

汎用ベースキャリアを使用して取り付けします。ベースキャリア不要。ラックとの一体感が高まる専用フット付き。
レインガーター専用設計モデル。

Jeepカスタムでおなじみ老舗四輪駆動車
専門店タイガーオートの協力のもと
開発したスペシャルモデル。


