
※記載価格は全て消費税抜きの価格です。写真の装飾品は表示価格に含まれておりません。
※カタログ掲載商品の印刷された写真と実際の商品とでは、実際の色・質感において異なって見える場合があります。
※カタログ掲載商品は、改良のため予告なく変更することがあります。
※屋外設置用の為、重要な書類・書物等の保管はしないでください。湿気等により劣化する恐れがあります。
※このカタログの内容は、2020年 6月現在のものです。仕様並びに装備は予告なく変更する場合がございます。 2020.06

■関　東　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒350-1335　埼玉県狭山市柏原240-5

■関　西　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒550-0013　大阪府大阪市西区新町2丁目15番27号

　

　 サンキン《ホームページ》http://www.sankin.co.jp

お客様に真に役立つ存在でありつづけたい

スチール機器事業部
エクステリア商品部 営業課

お買い求めは
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総合カタログ2020-21

「ちょうどいい」がきっと見つかる

SK8 シリーズ

たくさんの物を収納したい方へ

検索

0570-088-001 0570-085-001



P2-P3

1 2

収納の便利さを
生活の中で
楽しもう！！

大好きな

キャンプ用
品

農機具の
保管場所に

スタッドレス
タイヤを

外気から守
る ゴルフバッ

グも

ラクラク収
納

いろいろなモノを収納
さぁ！何を入れよう

SK8 特長

44
選べる

5サイズ

22

連動扉で

開閉スムーズ

11

圧倒的なコスト

パフォーマンス

33

便利な

仮ロック付錠

66

すっきり収納

棚板レス

55

安心の

日本製
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※写真はオプション
　（SK8 専用棚板棚柱
　セット）装備例です。

※写真はオプション
　（SK8 専用棚板棚柱
　セット）装備例です。

※写真はオプション
　（SK8 専用棚板棚柱
　セット）装備例です。

※写真はオプション
　（SK8 専用棚板棚柱
　セット）装備例です。

間口1,800㎜ 奥行1,200㎜ 約0.65坪間口1,800㎜ 奥行800㎜ 約0.44坪

SK8-70	 一般地型
ＪＡＮコード　4526258511007

本体価格　￥103,400（税抜き）
標準組立費　￥18,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512073    
※転倒防止工事別途
　基礎ブロック別途（9 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,010mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 1,770mm ×奥行 1,065mm
　　　　　 ×高さ 1,780mm 
●製品重量：約 105kg

SK8S-50	積雪地型
ＪＡＮコード　4526258511045

本体価格　￥120,000（税抜き）
標準組立費　￥18,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512110  
※転倒防止工事別途
　基礎ブロック別途（8 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,010mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 1,715mm ×奥行 665mm
　　　　　 ×高さ 1,729mm  
●製品重量：約 104kg

SK8S-70	積雪地型
ＪＡＮコード　4526258511052

本体価格　￥131,100（税抜き）
標準組立費　￥19,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512127   
※転倒防止工事別途
　基礎ブロック別途（11 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,010mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 1,715mm ×奥行 1,065mm
　　　　　 ×高さ 1,725mm 
●製品重量：約 129kg

■棚板取付例（オプション品）■棚板取付例（オプション品） ■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

SK8-50	 一般地型
ＪＡＮコード　4526258510994

本体価格	 ￥92,400（税抜き）
標準組立費　￥17,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512066 
※転倒防止工事別途
　基礎ブロック別途（6 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,010mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 1,770mm ×奥行 665mm
　　　　　 ×高さ 1,780mm 
●製品重量：約 88kg

■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

軽自動車から
ミニバンまでの
タイヤ収納可能

4WD の
タイヤ収納可能

4WD の
タイヤ収納可能

商品詳細ページ

商品詳細ページ 商品詳細ページ

軽自動車から
ミニバンまでの
タイヤ収納可能

商品詳細ページ
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SK8-130	一般地型
ＪＡＮコード　4526258511021

本体価格　￥164,500（税抜き）
標準組立費　￥23,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512097  
※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途（18 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口1,280mm×高さ1,710mm
●室内寸法：間口2,570mm×奥行1,465mm
　　　　　 ×高さ 1,720mm 
●製品重量：約 178kg 

SK8S-130	積雪地型
ＪＡＮコード　4526258511076

本体価格　￥210,800（税抜き）
標準組立費　￥24,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512141   
※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途（18 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,280mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 2,515mm ×奥行 1,465mm
　　　　　 ×高さ 1,720mm 
●製品重量：約 208kg 

SK8-100	一般地型
ＪＡＮコード　4526258511014

本体価格	 ￥125,600（税抜き）
標準組立費　￥21,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512080 
※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途 16 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口1,280mm×高さ1,710mm
●室内寸法：間口2,170mm×奥行1,465mm
　　　　　  ×高さ 1,780mm 
●製品重量：約 141kg 

SK8S-100	積雪地型
ＪＡＮコード　4526258511069

本体価格　￥183,600（税抜き）
標準組立費　￥22,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512134 
※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途（18 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,280mm ×高さ1,710mm
●室内寸法：間口 2,115mm ×奥行 1,465mm
　　　　　  ×高さ1,720mm 
●製品重量：約 177kg 

■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

※写真はオプション
　（SK8 専用棚板棚柱
　セット）装備例です。

棚板棚柱はオプションになります。

4WD の
タイヤ収納可能

商品詳細ページ
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間口3,000㎜ 奥行2,000㎜ 約1.82坪

SK8-180	一般地型
ＪＡＮコード　4526258511038

本体価格	￥200,000（税抜き）
標準組立費　￥26,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512103 
※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途（20 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,280mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 2,970mm ×奥行 1,865mm
　　　　　 ×高さ 1,720mm 
●製品重量：約 232kg 

SK8S-180	積雪地型
ＪＡＮコード　4526258511083

本体価格	￥246,300（税抜き）
標準組立費　￥27,000（税抜き）
ＪＡＮコード　4526258512158 
※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途（20 個必要）
◎標準装備：アンカープレート
●開口寸法：間口 1,280mm ×高さ 1,710mm
●室内寸法：間口 2,915mm ×奥行 1,865mm
　　　　　 ×高さ 1,720mm 
●製品重量：約 270kg 

■棚板取付例（オプション品） ■棚板取付例（オプション品）
棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

棚板棚柱取付位置
右寄せ・左寄せ可

SK8シリーズ	専用オプション

小物の整理整頓に便利です。
■SK8専用棚板棚柱セット	￥12,500（税抜き） 雨水トラブルなく安心です。

■SK8専用雨どいセット	￥12,500（税抜き）

自転車等の出し入れに大変便利です。
■オプションスロープ	￥24,700（税抜き）

タイヤの転がりを
防止します。
■タイヤストッパー
￥6,500（税抜き）

■スペアキー
1本	￥2,500（税抜き）

センサー探知で自動点灯・消灯。
夜間の搬入出や防犯に役立ちます。
■センサーライト	￥11,000（税抜き）

● JAN コード／4526258514633 
●セット内容／棚板 2 枚・棚柱 2 本
●棚板サイズ（1 枚）746mm × 381mm
●耐荷重：約 50kg（上下 2 枚設置での１枚当たり）
●棚板調整：10 段

● JAN コード／4526258514664 

● JAN コード／4526258514893 

● JAN コード／
　4526258514930  

● JAN コード／4526258514916
●探知範囲 約140°／6m　●電球寿命 約 4 万時間
●点灯開始　周囲が暗いときのみ点灯　●点灯時間 約10 秒 
● 1 日平均点灯回数
　・春夏秋＝平均約 160 回
　・冬＝平均約 100 回
　※春夏秋＝充電可能な平均日照時間約 3 時間
　　冬＝充電可能な平均日照時間約 2 時間

棚板

棚柱

1.3WLED
あかるさ

ルーメン
110 約

650㎜

150㎜

600㎜

※錠前又は鍵に番号が刻印され
ています。そちらの番号でご
注文いただけます。

720㎜73㎜

41㎜

※側面には付きません。

■棚板
1枚	（746×381mm）
￥6,750（税抜き）
● JAN コード／4526258514640

■棚柱
1本 ￥6,750（税抜き）
● JAN コード／4526258514657
※ 棚を一列追加したい場合に必要となります。 

43 ※記載価格は全て消費税抜きの価格です。 ※記載価格は全て消費税抜きの価格です。

※扉の逆開き設定可能

※扉の逆開き設定可能

※扉の逆開き設定可能

※扉の逆開き設定可能

※扉の逆開き設定可能



● 屋根の雨や雪などが落ちる場所への設置は、
行わないで下さい。

※ 破壊または倒壊して、ケガをしたり収納物
に被害を与えます。

● 雪下ろしは、屋根に乗らないで脚立等ご使用
の上、安全に行いましょう。

※転落し、ケガをします。

●塗装が傷むため、排気口など排ガスのかかる所は避けて下さい。
　腐食の原因になります。

● 屋根・屋上・崖の淵など、安全の確認出来
ない場所へは設置しないで下さい。

※ 強風により転倒破壊し、部材の落下により
周囲に被害を与えます。

● 物置の周りの雪も早めに取り除いて下さい。
※周りの雪で、変形・破損します。

● 地盤がやわらかい場所は、地固めを行って
から設置しましょう。

※変形または転倒します。

● 安全の為、屋根の積雪は、早めに雪下ろしを
して下さい。

※ 許容範囲を超えた場合、物置の変形・破壊によ
りケガ・死亡事故、収納物の損害につながります。

● 豪雪地帯への設置はしないで下さい。

● ベランダなど避難通路には、設置しないで
下さい。

※ 非常の場合に、避難通路として使えなくな
ります。

早めに

お客様への 注意事項

設置場所の注意

● 台風・強風の時は風が吹き込まないように、扉を閉めてカギをかけて下さい。
● 飲食品・穀物・漬物・ペットフードなどの収納は昆虫や小動物に荒らされ

る恐れがあります。また、薬品、湿気を嫌う衣服や絵画・人形などの収納
は湿気や乾燥等により腐食・変質を引き起こす可能性がありますので収納
は避けてください。

1.塩分は、サビの発生原因となります。
2.熱や湿気を嫌うものは段ボールやビニール袋などに入れて収納して下さい。
3.特に重いものを収納する時はカタログ・取扱説明書などで床板・棚板の強度を

確認して下さい。
4.夏の高温、多湿、冬の結露が原因で、変質・変色するおそれのあるものは収納

しないで下さい。
● 本来、物の収納用として使用されるもので、他の目的（遊び場或いは、住

居の一部など）のために、使用しないで下さい。障害事故の原因となります。
● 物置は鉄板製の為、季節の変化や地域差、又は気候により、庫内は温度、湿度、

ほこり、結露などの影響を受ける場合があります。
1.ドアを開けて庫内の換気をして下さい。季節または地域により、庫内がむれた

り、結露する場合があります。
2.衣類など湿気やほこりを嫌う収納品は、ビニール袋などに入れて下さい。
3.電気製品は必ず段ボール箱に入れて収納して下さい。ほこりや湿気から電気製

品を保護して下さい。
4.危険物は収納しないで下さい。
5.肥料や農薬などもサビの発生原因になりますので、床面に散乱しないようにし

て下さい。
6.屋根や雨どいの枯葉・ゴミは、取除いて下さい。

使用上の注意

積雪時の注意

● 強風で転倒しない様に、付属のアンカープ
レートまたは転倒防止金具で、本体を固定
して下さい。

※強風により転倒破壊します。

● コンクリートの土間なら
　オールアンカー（市販品）で
　４箇所固定して下さい。

● 土の上ならコンクリートを
　打ち込んで４箇所固定して
　下さい。

安　心

転倒防止対策

6

収納物サイズの目安（乗用車用タイヤの場合）

さっぱり

さっぱり

■ 重たい荷物の収納は？ ■ 屋根やレールの清掃！

お手入れワンポイント

足の付いた重たい荷物を入れ
る場合、床に板などを敷くと
床板を痛めません。

屋根に枯れ葉などがたまると、
雨漏りの原因になります。ま
た、レールに砂やゴミがたま
ると、扉の動きが悪くなりま
す。こまめにお掃除を！

① 

②

排気量(cc) タイヤサイズ ①（㎜） ②（㎜） ②×
4本（㎜）

660（軽） 155/65/R13 532 155 620

～ 1,000 165/70/R14 590 169 676

～ 1,500 175/65/R14 591 184 736

～ 2,000 195/65/R15 636 199 796

～ 2,500 205/65/R16 672 212 848

～ 3,000 215/55/R17 670 224 896

3,000以上 225/45/R18 660 225 900

大型4WD 285/50/R20 802 309 1,236

※タイヤの寸法は JATMA の規格寸法です。
※排気量別のサイズは目安です。実際のサイズをご確認

ください。

さっ
ぱり


