BucketBossはアメリカミネソタ州の装備、ツールストレージメーカーです。
1980年代に開発されたバケツを利用した収納システムのバケッターシリーズは
BucketBossのオリジナルです。ヘビーでタフな作りで今なお、
アメリカの
コントラクターたちのマストアイテムとなっています。

バケット収納
※バケツは付属しません

① 10030

② 85030

バケッター 30
￥4,800（税込￥5,280）

バケッター 30 CAMO
￥7,200（税込￥7,920）

●30 ポケット

●30 ポケット

③ 10056

バケッター 56
￥11,000
10030

バケット
オーガナイザーは、
ほぼ全ての
5ガロンバケツに
対応します

（税込￥12,100）
85030

●56 ポケット

④ AB30060

⑤ GB20010

ウォッシュボス
￥6,800

ガーデンボス
￥7,200

（税込￥7,480）

（税込￥7,920）

●6 メッシュポケット

●12 ポケット

⑥ 25001

⑦ 10010

⑧ 15051

パラシュートバッグ
￥4,900（税込￥5,390）

バケットシート
￥3,400（税込￥3,740）

バケットスタッカー
￥1,900（税込￥2,090）

●19 ポケット

●サイズ：W31×Ｈ4cm

●サイズ：W26×Ｈ11cm

●5 ガロンバケツ対応汎用

●５ガロンバケツ対応ハンドル付き

上蓋ストレージ

汎用ストレージトレイ

⑨ 15054

⑩ 08010

⑪ 99981D24

スーパースタッカー
￥3,400（税込￥3,740）

バケットグリップ
￥900（税込￥990）

マグボス
￥980（税込￥1,078）

●サイズ：W27×Ｈ15cm

●汎用ハンドルグリップ

●12 ポケット

●５ガロンバケツ対応ハンドル付き

※特殊な形状のグリップには取付不可

●マグカップなどに取付け可能な

汎用ストレージトレイ

ステーショナリーオーガナイザー

●材質：① 〜 ⑤600D ポリーリップストップ / ⑥ヘビーデューティーダックウェアキャンバス / ⑦ 〜 ⑨プラスチック / ⑩ラバー / ⑪600D ポリーリップストップ
※BUCKETBOSS 製品はロットにより生産国が異なる場合があります。（CHINA、THAILAND、INDONESIA 等）

ツールポーチ（Flap Fit™シリーズ）

54120

54140

54160

リアガード Flap Fit™
￥2,800（税込￥3,080）

ツールポーチ Flap Fit™
￥4,200（税込￥4,620）

ネイルポーチ Flap Fit™
￥2,300（税込￥2,530）

●5 ポケット ●ストレッチベルト式

●9 ポケット ●金属製フック、

●1 ポケット ●サイドループ付

ホルダー、テープロールホルダー付

テープロールホルダー、
メジャー用スロット付

54175

54184

54188

ユーティリティープラス
Flap Fit™
￥4,800（税込￥5,280）

4 バレルシース Flap Fit™
￥3,800（税込￥4,180）

ビットキーパー Flap Fit™
￥3,200（税込￥3,520）

●5 ポケット ●メジャー用スロット付

●7 ロングビットポケット、5 ショートビットポケット

●3 ポケット、4 ツール差し
●メジャー用スロット付

Flap Fit™
通常のベルトループへの装着だけでなく
フラップをポケットに差し込むことで

54190

54130

ハンマーホルダー
Flap Fit™ ￥3,200（税込￥3,520）

4 ポケットパラシュート
ポーチ Flap Fit™
￥4,600（税込￥5,060）

●1 ハンマーループ

●4 ポケット

素早くポーチを脱着可能

●材質：600D ポリーリップストップ

ツールベルト & ポーチ
●ウェスト最大サイズ：132cm ●各ツールバッグ、サスペンダーは位置調整、取外し可能（ハンディマンホルスターを除く）

50300

55300

ハンディマンホルスター
￥4,600（税込￥5,060）

スパーキーユーティリティーポーチ
￥11,000（税込￥12,100）

●材質：600D ポリーリップストップ

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●5 ポケット、ハンマーループ 1

●12 ポケット、ハンマーループ 1

●脱着の容易なバックル式ベルト

●3 ウェイキャリングシステム
（ベルト、ハンドル、ショルダー）

50250

ハンディーマンリグ
￥10,800（税込￥11,880）
●材質：600D ポリーリップストップ
●3 ツールバッグ、11 ポケット

50100

エアリフト
サスペンションリグ
￥17,800（税込￥19,580）
●材質：600D ポリーリップストップ
●2 ツールバッグ、12 ポケット、ハンマーループ 1
●パッド入りサスペンダー

85035

55135

サスペンションリグ
MOSSY OAK® CAMO
￥23,000（税込￥25,300）

マレットバスター
サスペンションリグ
￥24,000（税込￥26,400）

●材質：600D ポリーリップストップ

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●2 ツールバッグ、12 ポケット、ハンマーループ 1

●3 ツールバッグ、29 ポケット、ハンマーループ 1

●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

55185-DIGC

55185-HVOY

フレーマーズ
サスペンションリグ デジカモ
￥28,000（税込￥30,800）

フレーマーズ
サスペンションリグ HI-VIS
￥33,000（税込￥36,300）

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●材質：1680D ヘビーデューティーポリー

●3 ツールバッグ、29 ポケット、ハンマーループ 1

●3 ツールバッグ、29 ポケット、ハンマーループ 1

●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

●ANSI と EN1150 規格を満たす高い視認性
●快適で動きやすい LoadBear™サスペンダー

ワークエプロン

80100

ウエストエプロン

￥3,200（税込￥3,520）

80200

ビブエプロン

￥5,200（税込￥5,720）

80300

ショップエプロン
80100

￥4,900（税込￥5,390）

●サイズ：W58×Ｈ24cm
●13 ポケット、ハンマーループ 2
●サイズ：W58×Ｈ60cm
●16 ポケット、ハンマーループ 2
●サイズ：W67×Ｈ81cm
●2 ポケット

●ウェスト最大サイズ：132cm ●材質：ダックウェアキャンバス
80200

80300

ツールバッグ

60012

60013

ゲイトマウス 12
￥6,800（税込￥7,480）

ゲイトマウス 13
￥5,200（税込￥5,720）

●サイズ：W31×D18×Ｈ23cm ●容量：約 7Ｌ ●16 ポケット

●サイズ：W33×D20×Ｈ25cm ●容量：約 8Ｌ ●6 ポケット

●ドクターズバッグ仕様

●ドクターズバッグ仕様

60016

70012

ゲイトマウス 16
￥10,200（税込￥11,220）

ゲイトマウス ハードトート
￥8,600（税込￥9,460）

●サイズ：W41×D23×Ｈ31cm ●容量：約 15Ｌ ●16 ポケット

●サイズ：W31×D25×Ｈ28cm ●容量：約 11Ｌ ●8 ポケット

●ドクターズバッグ仕様 ●ショルダーストラップ付

●フォームラバー付きスチールハンドル

60001

リガーバッグ
￥11,600（税込￥12,760）
●サイズ：W43×D15×Ｈ27cm ●30 ポケット

●材質：600D ポリーリップストップ

●材質：オリジナルカラーダックウェアキャンバス

ツールロール
●材質：ダックウェアキャンバス

70003

70004

74004

レンチロール
￥4,400（税込￥4,840）

ツールロール
￥6,200（税込￥6,820）

スーパーロール
￥13,000（税込￥14,300）

●サイズ：W46×H46cm

●サイズ：ロール時 W10×H37cm

●サイズ：ロール時 W15×H37cm

●11 レンチポケット（6mm 〜 32mm）

オープン時 W66×H37cm

オープン時 W66×H37cm

●壁掛け対応

●25 ポケット、17 ループ

●ジッパー式 6 ポケット

●クイックリリースバックル

●クイックリリースバックル
●壁掛け対応

※BUCKETBOSS 製品はロットにより生産国が異なる場合があります。（CHINA、THAILAND、INDONESIA 等）

