
戸建住宅用・宅配ボックス

ブライズボックス

過剰な機能はいらない。
複雑な取り扱いがわからない。
おしゃれなデザインのものがほしい。 
そんな貴方へ、Brizeboxをご提案します。

通販好きな貴方に。ひとり暮らしや共働きのご家庭に。
「Brizebox」があれば再配達を待たずにいつでも外出。不在時はもちろん
手が離せない時も＜非対面＞で安心してお荷物が受け取れます。

The Smarter Postbox from UK.
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デザイン性と機能性を兼ね備えた
シンプルでスマートな宅配ボックス
　Brizebox（ブライズボックス） は、英国発・アメリカやカナダ、オーストラリアでも人気の

戸建住宅用・宅配ボックスです。

必要十分な機能のみを搭載した設計は、全ての人に使いやすく、難しい取り扱いは一切あり

ません。また、今までの宅配ボックスには無かったスマートなデザインを持ち、そこに個性的な

カラーを纏っています。 従来の「金庫」のようなイメージとはまるで違う、住宅を彩るひとつ

のアクセサリーとしての魅力を持ち合わせています。

●Brizebox は輸入品のため必ず納期のご確認をお願いいたします。　●海外製品の特性上、小キズ、色むら、僅少の個体寸法差等がある場合がございます。　●本品のデザイン、仕様、外観、価格は予告
なく変更となる場合がございます。　●印刷の都合で実物と若干色が異なる場合があります。予めご了承ください。

※ポールを埋め込む深さは、ご利用者立会いの元でお決めください。上図は必要最低限の深さを示しています。記載寸法以上の深さを維持してください。
※施工に不備がありますと、正常に可動しない恐れがあります。必ず別紙の「Brizebox 取扱い説明書・施工方法 /使い方」をご確認下さい。

ブライズボックス

施工用オプション品

Standard 用ポール
外形サイズ：50角／ L=1135mm
材質：スチール製
重量：2.0kg

Large 用ポール
外形サイズ：76.3φ／ L=900mm
材質：スチール製
重量：10.0kg

アンカーボルト４本
鍵２本
マグネットフック１個
印鑑ホルダー１個

Pole 本体付属品

Standard 用 Large 用

¥8,800
標準価格（税込）

¥19,800
標準価格（税込）
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Ex-LargeLargeStandard

地面

設置イメージ

サイズ・価格

ポール施工

据え置き施工据え置き施工

壁掛け施工ポール施工 壁掛け施工

¥49,500
標準価格（税込）

¥59,400
標準価格（税込）

¥76,450
標準価格（税込）

LargeStandard Ex-Large

スタンダード

外形サイズ：W390・H575・D330mm
材質：スチール製（溶融亜鉛メッキ鋼板パウダーコーティング仕上げ）
重量：14.0kg

Standard

内容量（小包最大寸法） レター受け取り口

約20kg まで

W320
D220

H180

W250mm

縦
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向

角２
封筒

厚み約10mm

ラージ

外形サイズ：W500・H850・D330mm
材質：スチール製（溶融亜鉛メッキ鋼板パウダーコーティング仕上げ）
重量：24.0kg

Large

内容量（小包最大寸法） レター受け取り口

約20kg まで

W410
D220

H310

W298mm

厚み約10mm

縦
方
向

角0
封筒

エクストラ・ラージ

外形サイズ：W600・H1150・D466mm
材質：スチール製（溶融亜鉛メッキ鋼板パウダーコーティング仕上げ）
重量：43.0kg

Ex-Large

内容量（小包最大寸法） レター受け取り口

約20kg まで

W520
D390

H320

W348mm

厚み約10mm

横
方
向

角２
封筒



選べるカラーバリエーション 全 8 色

ダイヤル錠
暗証番号を自由に設定可能。

据え置き台座（Large/Ex-Large 対応）
基礎にアンカーで固定するだけ、約40分で簡単に設置可能。

ショコラ・ダークグリーン・ボルドーは BOWCS特注カラーです。

※Brizebox にはレター受け取り口がありますので、郵便ポストとしての併用も可能です。

●全サイズ対応 ●本体別売り ●ロック時
の鍵の向きは本体ロットにより異なります。

●組み立て式・埋設工事が必要です。●本体別売り ●左右反転の仕様とスタンダード用・エクスト
ララージ用は受注生産となります。●表示価格には組立費、施工費等は含まれておりません。

● LED には明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光
色が異なる場合があります。

●この商品は 1 文字からのお届けになり
ます。●ドットは専用のステンレスビスを
ご使用下さい。

標準価格：￥2,200（税込）

外形サイズ：W54 Φ× H46.8 Φ
材質：亜鉛ダイカスト（ZDC）
黒色塗装仕上げ＋ニッケルメッキ仕上げ
左右兼用型／止金が付属

Large 据え置き台座（2種）
標準価格：￥55,000（税込）

外形サイズ：約 W514・H400・D344mm
化粧材：CAN'BRICK「マンチェスター（MC）」

ハウスナンバー（ABS 樹脂製）
標準価格：￥550（税込）/ 個

サイズ：約 70 ×約 45 ×約 8mm
材質（0 ～ 9）：ABS 樹脂
材質（ドット）：専用ステンレスビス

マリンランプ（ペンダントタイプ）
標準価格：￥39,600（税込）/ 個

電球：LED 電球 4W（E-26）/ 白熱電球 20W 相当
サイズ：φ132・H272mm
材質：アルミ、鋼線、ガラス　重量：約 1.7kg

標準価格：バイナルスタンド用￥2,200（税込）/ セット 　Brizebox用￥1,100（税込）/ セット

文字サイズ：最大 H50・W420mm（バイナルスタンド用）、最大 H30・W180mm（Brizebox 用）
/ 材質：塩化ビニール / 耐候年数：約５年（屋外）/ 書体：２タイプよりお選びください / 用途：バイ
ナルスタンド用・Brizebox 用からお選びください / 文字色：黒・白からお選びください※バイナル
スタンド用は黒のみとなります/ 対応文字：ローマ字・数字・一部の記号（ハイフン「-」、ドット「.」、
コンマ「,」など）/ 付属品：スキージー、仮止め用マスキングテープ（約 20 ～ 50cm 分）
●付属品の色やデザインは予告なく変更する場合があります。●貼付作業はお客様ご自身で行ってい
ただく商品です。

マリンランプ（ブラケットタイプ）
標準価格：￥37,400（税込）/ 個

電球：LED 電球 4W（E-26）/ 白熱電球 20W 相当
サイズ：W132 × D160 × H248mm
材質：アルミ、鋼線、ガラス　重量：約 1.8kg

Ex-Large 据え置き台座（3種）
標準価格：￥44,000（税込）

外形サイズ：約 W606・H130・D481mm
化粧材：CAN'STONE「クランク（CRQ）」

●付属品：取付金具・アンカー位置シート ●本体別売り ●化粧材の意匠上、大きな色むらと色幅、
サイズ幅があります。●セメントを主成分としているため白華が発生する恐れがあります。●屋外施
工の場合、風雨や太陽光の影響で経年による色の変化などがあります。

●単品でご購入の場合はパッケージ価格が適用されませんの
でご注意ください。●商品の外観・仕様・価格などは商品改
良のため、予告なく変更する場合があります。

MC-1 MC-5 CRQ-5CRQ-2CRQ-1

サイズ 本体＋据え置き台座
通常価格（税込）

パッケージ価格
5%OFF（税込）

Large ￥114,400 ￥108,680
Ex-Large ￥120,450 ￥114,428

Large × MC-1 Ex-Large × CRQ-1

＜5%OFF＞本体＋据え置き台座パッケージ

ハウスナンバー

マリンランプ

シャインゴールド シャインゴールドパールシルバー パールシルバーセピアブラウン セピアブラウン

機能門柱バイナルスタンド（Large Size 専用）
最高品質の PVC 樹脂を素材とし、錆びたり腐ったり、変色することなく、その美しさを長期に渡り保ちます。

シンプルタイプ
（本体・マリンランプ別売り：Large Size グリー
ン・ブラケットタイプ シャインゴールド）

装飾レール付き
（本体・マリンランプ別売り：Large Size ブ
ラック・ペンダントタイプ セピアブラウン）

標準価格：￥39,600（税込）

外形サイズ：H2130・W1000・D700mm
材質：PVC 樹脂

標準価格：￥33,000（税込）

外形サイズ：約 H1750・W680・D330mm
材質：PVC 樹脂

施工例 &お客様の声はこちらから

ブライズボックスお客様ご提供 我が家の

Ex-Large グレーEx-Large グレー Standard ダークグリーンStandard ダークグリーン

屋外用カッティングシート（ローマ字・数字）
ガーデン・エクステリアに。ご希望のお名前や社名、番地などをローマ字、数
字にて制作いたします。



宅配ボックスの機能は至ってシンプルです。荷物を入れる引き出しの底はフラップ式の扉になっており、通常時はフラップが降りて収納庫と繋がっています。
ハンドルを回すとフラップが持ち上がり、引き出しが開きます。荷物を引き出しの中に置いて閉めると、引き出しの底が開いて荷物が下に落ちます。
再び開けても荷物は引き出し部分にはないので、鍵で下の収納扉を開けない限り、入れた荷物を取り出すことはできません。

Brizebox の使い方

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月 4-28-3 
Tel：044-431-5052  Fax：044-431-5053
URL： https://www.bowcs.co.jp　Mail： info@bowcs.co.jp

Brizebox の底には 15㎜の厚さの衝撃吸収マットが貼ってあり、荷物が下の収納部分に落ちるときの衝撃を和らげます。さらに Ex-Large には壊れやすいものなどを
受け取る時のために、底にスプリングが付いていて浮上した状態を保つソフトドロップシステムを搭載しており、より大きな衝撃を吸収することができます。

1 43 6〜 〜荷物の入れ方（宅配業者） 荷物の取り出し方（本品ご利用者様）

販売代理店

本製品の保証及び免責事項

お荷物受け取りに安心のソフトドロップシステム

Q&A：よくあるご質問

保証期間：お買い上げ日より 1 年間
保証内容：保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて代品対応致します。

本製品は通常の宅配受取を目的としております。現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の保管には適しません。いかなる配達物、内
容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

必ず「商品到着後 3 日以内」にお客様のご注文内容と相違がないか、配送中の事故などによる不具合等がないか、ご確認ください。
商品の品質には万全の注意を払っておりますが、万一の場合には、商品到着 3 日以内にお買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。
原則として、お客様のご都合（サイズ違い・イメージ違い・誤購入等）や、到着から３日を過ぎての返品・交換については対応しかねますので、予めご了承ください。

次のような場合は保証期間中でも保証対象外となります。
⑴ 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷　 ⑵ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・
損傷　 ⑶ 当社が定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による分解等に起因する故障・損傷　 ⑷ 建築躯体
の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦
等により生じる外観の現象　 ⑸ 海岸付近、温泉地、融雪材を使用する地域などにおける腐食性の空気環境に起因する故障・
損傷　 ⑹ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷　 ⑺ 火災・爆発等事故、天変地異（落雷・地震・噴火・洪水・
津波など）、戦争・暴動破壊行為による故障や損傷　 ⑻ 自然現象や住環境に起因する不具合（例：異常な高温・低温・多湿・
塩害による不具合、軟弱地盤による沈下や倒壊、結露による凍結・サビ・カビの発生など）

レター受け取り口から投函した郵便物は、宅配ボックスの引き出しを開ける
と取れてしまいますか？
いいえ、レター受け取り口から投函した郵便物も、荷物と同じ下部の収納
庫に保管されます。収納庫の荷物は鍵でのみ取り出し可能です。

Q.

A.

Brizebox はサビませんか？
本製品はスチール製（鉄）のため、塗装が剥がれたり、傷が付いたところか
らサビが発生する可能性は否定できません。永く安全にお使いいただくた
めにも定期的なメンテナンスを行ってください。

Q.
A.

スペアキーを作りたいのですが？／鍵を紛失してしまったのですが？
海外取り寄せ対応となります。鍵または本体の鍵穴に刻印された英数字を
ご購入された販売店へお知らせください。

Q.
A.

Brizebox は複数の配達に対応していますか？
はい、収納庫のスペースに余裕があれば幾つでも受け取ることができます。

Q.
A.

Brizebox に先に入れた荷物は見えないようになっていますか？
はい、Brizebox に入れた荷物は覗いても見えないようになっています。

Q.
A.

Brizebox が荷物でいっぱいになったらどうなりますか？
荷物がいっぱいになるとハンドルが自動的にロックされて引き出しが開かな
くなり、宅配業者がそれ以上荷物をいれることができなくなります。

Q.
A.

印鑑はどこに設置できますか？
付属のマグネットフックを引き出し内部の宅配業者がよく見える位置に取り
付け、印鑑ホルダーをかけてお使いください。

Q.
A.

宅配業者が Brizebox にアクセスするのに暗証番号が必要ですか？
いいえ、必要ありません。宅配業者はハンドルを回して引出しに荷物を入れ
るだけです。ご利用者様も宅配業者も複雑な操作は不要です。

Q.
A.

Brizebox を郵便受けとして併用は可能ですか？
はい。レター受け取り口から通常郵便物の受け取りも可能です。受け取っ
た荷物や郵便物は鍵でのみ取り出し可能なため安心です。

Q.
A.


