1953年創業のSUNCAST（サンキャスト）はイリノイ州に拠点を置く
総合樹脂成型メーカーです。
プラスチック収納、除雪用品においては
全米シェアNo.1を誇ります。

キャビネット

BMS2000

BMS5700

トールキャビネット Country
￥44,000（税込￥48,400）

トールキャビネット Country【ワイド】
￥72,000（税込￥79,200）

●外寸：W82×D65×H183cm ●内寸：W69×D51×H175cm

●外寸：W135×D83×H182cm ●内寸：W125×D72×H175cm

●間口：W 75×H 174cm ●重量：23kg（梱包重量：29kg）

●間口：W118×H168cm ●重量：42kg（梱包重量：46kg）

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●南京錠（別売）で施錠可能

●南京錠（別売）で施錠可能

●棚板最大 4 枚設置可能 ※棚板は付属しません

●棚板最大 3 枚設置可能 ※棚板は付属しません

●梱包サイズ：W84×D18×H 183cm（1 個口 )

●梱包サイズ：W87×D29×H 181cm（1 個口 )

BMS3400

ベースキャビネット Country
￥59,000（税込￥64,900）
●外寸：W135×D83×H116cm ●内寸：W125×D72×H109cm
●間口：W118×H102cm ●重量：30kg（梱包重量：35kg）
●材質：プラスチック
●南京錠（別売）で施錠可能 ●前扉と天板が開閉します
●棚板 1 枚設置可能 ※棚板は付属しません
●梱包サイズ：W88×D27×H138cm（1 個口 )

キャビネットオプション棚板

BMS2000SH

トールキャビネット専用棚板
￥2,600（税込￥2,860）
●対応製品 BMS2000

BMS3457SH

トールキャビネットワイド /
ベースキャビネット専用棚板
￥4,800（税込￥5,280）
●対応製品 BMS3400、BMS5700

BMS4700

ボックスキャビネット Stoney
￥96,000（税込￥105,600）

●材質：ラワンランバーコア合板
BMS5700 取付け例

●塗装：無塗装

●外寸：W179×D112×H132cm ●内寸：W166×D98×H126cm ●間口：W161×H118cm
●重量：47kg（梱包重量：56kg）●材質：プラスチック
●南京錠（別売）で施錠可能 ●前扉と天板が開閉します ●棚板は付属しません
●棚板最大 1 枚設置可能 ●梱包サイズ：W118×D35×H182cm（1 個口 )

※キャビネットの設置場所、組立、基礎などについては本カタログ 60 ページの「キャビネットのご利用にあたっての注意事項」を必ずご確認下さい。

デッキボックス

耐荷重 110kg

在庫切れ
SS601

SS601

SSW600J

22 ガロン チェアーボックス

DB5000B

DB5000

DB5000B / DB5000

50 ガロン デッキボックス（ブラウン）/（ホワイト）
各￥19,800（税込￥21,780）

SSW600J

22 ガロン ラタン調チェアーボックス
各￥8,900（税込￥9,790）

●外寸：W104×D53×H56cm ●内寸：W94×D43×H47cm ●重量：9.5Kg
●カラー：モカ / ライトトープ ●材質：プラスチック

●外寸：W56×D43×H52cm ●内寸：W47×D34×H41cm
●重量：4.4Kg ●カラー：ライトトープ / コーヒー
●材質：プラスチック

クーラーステーション＆ガーデンファニチャー

在庫切れ

BMDC6200

クーラーステーション

BMPS6400

￥34,000（税込￥37,400）

ストレージステーション

￥42,000（税込￥46,200）

●外寸：W79×D48×H86cm ●クーラー内寸：W53×D36×H33cm ●収納部内寸：W68×D40×H35cm

●外寸：W80×D48×H113cm ●内寸：W69×D36×H71cm ●重量：21.8Kg

●重量：15.9Kg ●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック ●２重壁構造（ブロー成形）

●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック ●２重壁構造（ブロー成形）

●大容量クーラーステーション ●水抜きドレン付属 ●サイドに栓抜き付属

●サイドにフックと栓抜き付属

２重のフタで
スッキリとした
外観

在庫切れ

GHW1732

ラタン調ダストボックス
GH1732

ウッディーダストボックス
（ホワイト）
各￥12,000（税込￥13,200）

在庫切れ

BMOC4100

アウトドアキャビネット
￥42,000（税込￥46,200）

●サイズ：W40×D41×H80cm ●重量：5.4Kg
●カラー：コーヒー（GHW1732）/ ライトトープ（GH1732）

●外寸：W107×D58×H90cm ●内寸：W95×D45×H82cm ●重量：22.5Kg

●材質：プラスチック

●カラー：コーヒー ●材質：プラスチック ●２重壁構造（ブロー成形）

●２重構造のフタで、ごみ袋を隠してセット可能

●移動可能な棚板が一枚付属●南京錠（別売）で施錠可能

●推奨ゴミ袋サイズ 70 〜 120ℓ

ホース収納

HH150

DHH150

HS102

ホースハンガー
￥1,000（税込￥1,100）

デラックスホースハンガー
￥2,600（税込￥2,860）

ホースガイド
￥700（税込￥770）

●サイズ：W33×D16×H27cm●材質：プラスチック

●サイズ：W36×D15×H33cm ●材質：プラスチック

●サイズ：W9.5×D9.5×H25cm ●入数：1 本 ●材質：プラスチック

●内径 15mm 外径 20mm のホースを

●内径 15mm 外径 20mm のホースを

●土埋め込み式 ●上部が回転ホースの絡まりを軽減

45m 収納可能

45m 収納可能 ●小物入れ付き

ツールストレージ
●ツールハンガーシリーズ（V772 / V757 / V713 / V748）は横に連結可能

V772P

V757P

V713P

ツールハンガー
￥2,400（税込￥2,640）

ユーティリティーシェルフ
￥2,400（税込￥2,640）

ガーデンツールハンガー
￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W63×D16×H11cm ●材質：プラスチック

●サイズ：W63×D2 0×H14cm ●材質：プラスチック

●サイズ：W63×D9×H11cm ●材質：プラスチック

●カラー：プラチナシルバー

●カラー：プラチナシルバー

●カラー：プラチナシルバー

V748P

ロングツールハンガー
￥3,200（税込￥3,520）

RTC1000

ホイールツールラック
（家庭用）
￥12,000（税込￥13,200）

●サイズ：W122×D13×H11cm●材質：プラスチック
●カラー：プラチナシルバー

●サイズ：W107×D51×H89cm ●材質：プラスチック
●移動に便利なキャスター付き ●最大 30 個のツールを収納可能

エッジング（見切り材）

FSS36

BSE10TG

フラッグストーン
ストリップ
￥960（税込￥1,056）

ボーダーエッジング
（ストーン）
￥3,800（税込￥4,180）

●サイズ：W89×D3.5×H13cm●入数：1 本 ●使用時高：0.8cm

●サイズ：W 30×D 4.4×H 14.6cm ●入数：10 本（3m 分）

● 材質：プラスチック

●使用時高：6.4cm ● 材質：プラスチック

●埋め込むだけの簡単設置 ●根止め仕様

●埋め込むだけの簡単設置

BBE10TC

ボーダーエッジング
（レンガ）
￥3,800（税込￥4,180）

PCE204

ガーデンエッジング PRO（6m）
￥2,400（税込￥2,640）

●サイズ：W30×D3.8×H14cm●入数：10 本（3m 分）

●サイズ：W610×D1.5×H11cm ●入数：1 本（コネクトパイプ２本付属）

●使用時高：3.5cm ●材質：プラスチック

● 材質：再生プラスチック ●長い見切りに最適 ●環境にやさしい再生素材を使用

●埋め込むだけの簡単設置 ●根止め仕様

ペットプロダクト
DH250

PFT800

中型犬用ドッグハウス
￥19,800（税込￥21,780）

ペットフィーダー【大】
￥4,600（税込￥5,060）

●サイズ：W69×D89×H75cm●ドアサイズ：W30×H52cm

●サイズ：W64×D33×H32cm

●ペット重量：31Kg まで ●材質：プラスチック

●ボウルサイズ：直径 19× 深さ 6.5cm

●取り外し可能なビニール製のドアカーテン付き

●材質：プラスチック、ステンレス
●米国獣医推薦品

DH350

大型犬用ドッグハウス
￥23,800（税込￥26,180）
●サイズ：W79×D98×H82cm ●ドアサイズ：W35×H50cm
●ペット重量：45Kg まで ●材質：プラスチック
●取り外し可能なビニール製のドアカーテン付き
●スタンドを取り外しても利用可能

ガレージキャビネット ( 屋内専用）

BMC3000

BMC3600

BMC7200

BMC8000

BMC3000

BMC3600

BMC7200

BMC8000

壁掛けガレージ
キャビネット
￥28,000（税込￥30,800）

ベースガレージ
キャビネット
￥34,000（税込￥37,400）

トールガレージ
キャビネット
￥59,000（税込￥64,900）

メガトールガレージ
キャビネット
￥78,000（税込￥85,800）

●外寸：W76×D31×H77cm

●外寸：W76×D51×H91cm

●外寸：W76×D51×H183cm

●外寸：W102×D51×H204cm

●内寸：W69×D 25×H 70cm

●内寸：W69×D 44×H 84cm

●内寸：W69×D 44×H175cm

●内寸：W97×D 44×H197cm

●重量：12.2kg

●重量：17.7kg

●重量：30kg

●重量：38kg

●カラー：シルバー & ブラック

●カラー：シルバー & ブラック

●カラー：シルバー & ブラック

●カラー：シルバー & ブラック

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●材質：プラスチック

●棚板１枚付属

●棚板 2 枚付属

●棚板 3 枚付属

●棚板 3 枚付属

●耐荷重：棚一枚につき 22kg まで

●耐荷重：棚一枚につき 34kg まで

●耐荷重：棚一枚につき 34kg まで

●耐荷重：棚一枚につき 34kg まで

SUNCAST 製品について
■輸入品、プラスチック製品の特性について
本製品は全てアメリカイリノイ州にある SUNCAST 物流倉庫から出荷されます。米国の基準にあわせた最小限の簡易梱包の為、製品および外装箱などに輸送時につく傷や汚れがある場合があります。製品の品質向上を目的にパーツ形状
の変更がある場合があります。製品画像と形状、色合いが異なる場合があります。プラスチックパネルに反りが生じている場合があります。経年による紫外線や寒暖差の影響を受けパネルに歪みが生じる場合があります。プラスチック
の厚みが一定でない場合やパネルカラーがまだらになっている場合があります。
■組立てについて
DIY を前提に設計されている為、組み立てにくかったり、バリ取りや穴あけなど多少加工が必要な場合があります。また、日本製と比べて建付けが悪い場合があります。組立前に付属の日本語説明書をよくお読み下さい。不明な点は組
立前に販売店へご連絡ください。組立前に説明書を利用して必ずパーツを確認して下さい。パーツ不足や不備がある場合は必ず組立前に販売店へご連絡下さい。組立は安全な服装で周りの環境に注意し人数、時間に余裕をもって行って
ください。雨天、風の強い日、気温０度以下の日には組立をしないでください。
■配送について
大型製品については４トン車が入る事が可能なトラック上（1Ｆ）までの配達です。荷役、移動については荷受人様の負担です。荷役の際に起こった事故、損害等につきましては販売店、運送会社が責任を負うことができません。余裕をもっ
た人数で慎重に行ってください。詳しい配送方法、送料、荷役に関しては販売店の指示に従ってください。
■その他注意事項
アメリカインチ・ガロン・ポンドを変換しています。実物と誤差がある場合があります。屋外仕様の製品は完全防水ではありません。暴風雨、豪雨などで水が混入する場合があります。表示価格は商品のみの価格であり送料、取付費、
工事費などは含まれておりません。仕様、カラー、価格は予告なく変更する場合があります。予告なく廃番製品が発生する場合があります。最新の在庫状況につきましては販売店にお問い合わせ下さい。
本カタログ及び SUNCAST ホームページ掲載の内容・写真・図版の無断転載はかたくお断りします。
■製品保証について
SUNCAST 製品は日本国内で米国 SUNCAST 社からの保証を受けることはできません。欠陥品に関しては SUNCAST 社の日本国内輸入代理店である有限会社 TOSHO（以下当社）が製品到着日より 30 日以内に限り
パーツ交換により保証対応します。ただし、輸入品の特性、製品の特性については保証対象外とします。欠陥品であるか否かは当社にて判断します。また、並行輸入品の対応はできません。納品日より 30 日を超えた場合は有償にて
パーツ交換対応します。米国 SUNCAST 社にてパーツ生産が終了した物、並行輸入品で購入された物に関してはパーツ供給ができません。なお、欠陥品の影響で発生した営業損失、労働損失、精神的損失等、欠陥品パーツ以外は一切
補償できません。
〈保証対象〉 ・成型時のミスによりプラスチックパーツに完全に穴が開き組立て不可な物・プラスチックパネルの型抜きミス（組立て現場で補正できないもの）・パーツ不足
〈保証対象外〉 ・外装箱の汚れ、傷み・組立て可能なプラスチックパネルの歪み・使用に問題のないプラスチックパーツ及びスチールパーツのキズや汚れ・輸入品の特性・ドア閉まり、建付けの悪さ・誤った組立て方法で破損したもの
・その他現場で対応出来るものや使用に問題のないもの・天災・事故による破損・並行輸入品
万が一、納品より 30 日以内に欠陥パーツが発生した場合は当社にて代替パーツの在庫の有無を確認して発送します。その際の送料などの費用は当社が負担します。欠陥パーツは着払いにて返送してください。返送された欠陥品の原因
を追究し、米国 SUNCAST 社へ通知すると共に改善提案書を提出し、今後の品質向上に努めます。
■キャビネットのご利用にあたっての注意事項
【設置場所について】製品には天災による製品保証及び損害補償は付帯していません。設置場所には十分ご留意ください。以下のような場所には設置する事ができません。
・建物の屋上やベランダ、バルコニーなど不安定な場所（階上設置不可）
・屋根からの雪や雨が直接落ちる場所・風当たりが強い場所。
・水はけが悪く地盤が安定していない場所・建物との境が狭い場所・水道メーターや下水溝などの上
・法律、条例等で制限されている場所【基礎について】説明書に従い基礎を作製の上、組立てしてください。米国 SUNCAST 社ではコンクリート基礎を推奨しています。基礎材料はキットに含まれません。組立て後は必ず基礎と固定して
ください。固定具（アンカー等）はキットに含まれていません。

