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カタログに掲載されている製品は、受注生産製品となります。
納期・金額に関しては、当社営業員もしくはお客様相談窓口までお問い合わせください。
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製 品素材について

塗装について
環境に優しく傷付きにくい“粉体塗装”を採用しています。

● 粉体塗装は有機溶剤などの有害物質を含まず、溶剤揮発や中毒・引
火等、危険性の少ない塗装です。

● 粉体塗装は、ロッカー表面に付着しなかった塗装を回収し再使用し
ているため、環境に優しい塗装です。

● 従来のメラミン塗装に比べ、優れた耐酸性・耐アルカリ性や耐湿性
をもち、厚塗りも可能です。

● 従来の粉体塗料より、30%UP（メーカー比）の隠蔽性をもつ粉体
塗料を使用しています。

※製品によっては細部にわたるすべてに粉体塗装が使用されているわけではございません。
あらかじめご了承ください。詳しくは当社営業担当者までお問合せください。　　　 　

I N F O R M A T I O N

※1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
　2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

ZAMR鋼板※

◆亜鉛―アルミニウム6%―マグネシウム3%のメッキ
層を持つ、溶融亜鉛めっき鋼板です。

◆塗装と併用して使用することで、ボンデ（電気亜鉛めっ
き）鋼板に対して約10倍の耐食性を得られます。

◆「長寿命化が図れる」「少ないめっき付着量で高耐食性
が得られる」という特徴をもった省資源対応の環境に
やさしい鋼板です。

◆野外で使用される防護壁やガードレールといった建築
用資材から、空調資材・コンテナといった産業機器機
材として使用されております。

◆光葉スチールでは、多数の処理タイプから『ロッカー』
の特性を活かせる「ZP処理タイプ」を厳選しました。

溶融亜鉛めっき層

亜鉛―アルミニウム6%
　―マグネシウム3%

めっき層

クロムフリー・リン酸処理層クロムフリー・リン酸処理層

鋼板

ボンデ鋼板

◆冷間圧延鋼板を原板とし、亜鉛めっき処理後に表面に
リン酸塩処理による化成被膜を施した、電気亜鉛めっ
き鋼板です。

◆ミガキ鋼板に対して、約13倍の耐食性を得られます。

◆電気処理加工のため、「めっき層が薄い」「高い加工性」
「塗膜の付着性がよい高耐食性」という特徴をもった
鋼板です。

◆大型な自動車や船舶などから、通信機器・コンピュー
タ部品といった精度を必要とされるものまで、使用さ
れております。

◆塗膜付着性が高い特徴を活かし、塗装と併用すること
で、長期間にわたり鋼板をサビから守ります。

めっき層

リン酸塩処理 化成被膜

鋼板
亜鉛

電気亜鉛めっき層

ミガキ鋼板に対して13倍の耐食性をもった〔ボンデ鋼板〕
� 更に10倍の耐食性をもつ〔ZAMR鋼板〕をご用意しました。

オーダーメイドにて承り、
� 長期間あなたの製品を守ります。



納 入 事 例� 〔スタジアムロッカー〕
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納 入 事 例� 〔スタジアムロッカー〕
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リラックスするひとときを…



納 入 事 例� 〔ゴルフロッカー〕
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優雅な空間を…

～Before～ 

～After～ 



納 入 事 例� 〔ゴルフロッカー〕

7

充実したひとときに…



納 入 事 例� 〔温浴・スポーツ施設ロッカー〕

8

心地よい時間を…



納 入 事 例� 〔温浴・スポーツ施設ロッカー〕

9

空間を快適に…



納 入 事 例� 〔スキーロッカー〕

10

洗練された製品を…



納 入 事 例� 〔スキーロッカー〕
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スタジアムロッカー�
競技場などスポーツ施設の選手控室に設置する『スタジアムロッカー』

座面マット付きロッカーのサイドにはワイヤー加工を施し、　　　　　
� 有効的に明るく広々とした空間を提供します。

小物収納付背もたれ・引出しを付属したフルオプションタイプです。
　大容量な収納スペースと鍵付小物収納で、
　　� 多種多様な手荷物を使い勝手よくご利用いただけます。

アルミタイプ�

木製タイプ�

ASPT-2075-BK
　（1人用・ブラックフレーム）
　H2000×W775×D650

本　体：ハンガーパイプ、アジャスター、座面マット（色：ブルー／レッド）付
側背面：ワイヤー加工
　（※組立式）

ASPT-2075-ML
　（1人用・メタリックフレーム）

WSPT-2075
　（1人用・木製）

　H2000×W748×D700
本　体：ハンガーパイプ、座面マット（色：ブラック）付
側　面：スチール製メッシュ＋木製パネル
下　部：引出し収納（キャスター付）

WSPT-2075W
　（1人用・木製）

　H2000×W748×D700
本　体：ハンガーパイプ、
　　　　座面マット（色：ブラック）付
下　部：引出し収納（キャスター付）

ASPT-2075-KSH-BK
　（1人用・ブラックフレーム）
　H2000×W775×D650
本　体：ハンガーパイプ、アジャスター、座面マット（色：ブルー／レッド）付
側背面：ワイヤー加工　　　背　面：背もたれ・小物収納付　　　下　部：引出し収納付
　（※組立式）

ASPT-2075-KSH-ML
　（1人用・メタリックフレーム）

■アルミフレームは、軽量で強く
サビにくいという特性をもち、
簡単にリサイクル可能なエコ
素材です。

メタリックフレーム

ブラックフレーム

重厚感のある木目柄を採用した「木製スタジアムロッカー」です。
　側面にワイヤー加工を施したタイプと、
　　� 個室ブースのような佇まいの2種類をご用意しております。

連結イメージ
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スタジアムロッカー�
　　　　　アルミタイプ・スチールタイプ・木製タイプをご用意し、
� 各種オプションとの組み合わせで、競技に合わせたオリジナルなスタジアムロッカーを提供します。

■連結によりスペースに合わせた設置が可能です。

◦小型の収納庫で、小物の収納に最適です。
◦貴重品保管にも使用されるゼロリセット錠を採用しました。
◦棚の上部や座面下への設置が可能です。

引き出し内小物収納庫

◦座面同様のクッション材を使用したレザーシート貼りです。
◦フッ素処理された表面で、汚れが付きにくく、付着した汚れも
簡単に落とせます。

◦異素材からの染料移行防止効果に優れています。

◦キャスター付スチール製の大容量な引き出しで、多くの荷物を
収納できます。

◦内部には小物保管庫を取付けられ、人目につかない場所に小物
を収納できます。

引き出し内部

背　面

引き出し

小物収納庫

スチールタイプ�

各種オプション　※オプションにより、オリジナリティあふれた製品を提供します。�

SSPT-2075　（1人用）
　H2000×W776×D650
本　体：ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター付
　　　　座面色（ブルー／レッド）
側背面：ワイヤー加工
　（※組立式）

CZ1-1　（小物収納庫）
　H250×W250×D250
ゼロリセット錠

SM-315　（背もたれ）
　H315×W723×D220（195）
シート色（ブルー／レッド）

HD-360　（引き出し）
　H360×W705×D630
キャスター付
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ゴルフロッカー�

H1800×W900×D525
本体：
　スチール（ベージュH5）
扉　：
　スチール＋シート貼
エンドパネル：
　MDF＋ラッピングシート貼

ゴルフ場の顔となる「ゴルフロッカー」
　　高級感あふれる木製（MDF）扉やスチールシート貼扉で、洗練された施設に沿ったイメージを形にします。

各種オプションの組み合わせにより、より良い使い心地を提供します。

例）GOL-1900×450×600
　H1900×W450×D600

H寸 W寸 D寸
1800
～

1900

350 515
～
600

400
450

GOL-■■■■×□□□×▪▪▪▪
〔H〕〔W〕 〔D〕

品番：

※扉仕様もスチールシート貼扉・MDF扉をお選びいただけます。
　詳細は47頁をご覧ください。
※つまみ・取手や錠使用、庫内オプションも各種お選びいただけます。

参考寸法

レイアウト・スペースに合わせての特注制作が可能です。
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〔 スリッパ掛け 〕

ゴルフロッカー�

ゴルフバックの一時置として使用するゴルフスタンドは、
片面・両面ご用意しております。

LG-18B　（両面ゴルフスタンド12セット用）
　H950×W1800×D960
ステンレスパイプヘアライン仕上、アジャスター付

LG-18S　（片面ゴルフスタンド6セット用）
　H950×W1800×D470
ステンレスパイプヘアライン仕上、アジャスター付

〔 錠 〕

〔つまみ・取手〕

〔ナンバーサイン〕

〔 小物入れ 〕

〔 シューズトレー 〕

〔 上部棚板 〕

〔ハンガーパイプ〕

〔 鏡 〕

◆木製扉に最適な錠です。
　スチール扉にも取り付け可能です。
◆鍵を紛失した場合、シリンダー錠の内筒
を交換できるので、以前の鍵では扉を開
けられなくなります。

錠 仕 様

錠の裏側

・盗難防止対策としてカマ錠が
最適です。

・専用ケースを取り付けること
で扉検知機能を付加できます。

エンドパネル

各種オプション

◆MDFを使用したエンドパネルで、外部
からの衝撃をガードでき丈夫なロッカー
にすることができます。
◆エンドパネルに木目調などの化粧シート
を貼る事でお好みのイメージを再現する
ことも可能です。
◆エンドサインシートを貼り、ロッカーの
位置を伝えることができます。

各 種 サ イ ン

◆各種ロッカー用ナンバー・サインを取り揃えています。

樹脂盛りシール　楕円型／角型　（金・銀）

エンドサインシート

〔エンドパネル〕

〔エンドサイン〕
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化粧シート貼ロッカー� 〔温浴・スポーツ施設ロッカー〕

多彩な空間を演出するために、　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　扉の表面に、木目化粧シート貼りを施した製品です。

YSL3-2〔※スライドヒンジ仕様〕
YPL3-2〔※ピンヒンジ仕様〕
� 　（3列2段 6人用）
　H1800×W900×D515
扉寸：H860×W292

ハンガーパイプ、Sフック［3］付

YSL2-3〔※スライドヒンジ仕様〕
YPL2-3〔※ピンヒンジ仕様〕
� 　（2列3段 6人用）

　H1400×W900×D455
扉寸：上　段H395×W442
　　　最下段H525×W442

YSL2-4〔※スライドヒンジ仕様〕
YPL2-4〔※ピンヒンジ仕様〕
� 　（2列4段 8人用）

　H1800×W900×D455
扉寸：上　段H395×W442
　　　最下段H525×W442

YSL2-5〔※スライドヒンジ仕様〕
YPL2-5〔※ピンヒンジ仕様〕
� 　（2列5段 10人用）
　H1800×W900×D455
扉寸：H341×W442

▶シリンダー錠
　（MX錠）

▶コインリターン錠
　（DRH錠）

錠は下記２種よりお選びいただけます。
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化粧シート貼ロッカー� 〔温浴・スポーツ施設ロッカー〕

オーダーメイドにて、高耐食性をもち長寿命化が図れるZAMR鋼板や
　　　　　　　　　　　　　　　木製（合板・MDF他）扉の製作も対応いたします。
� また使用用途に合わせて、錠タイプもお選びいただけます。

YSL2-2-3　（上段2列2段 下段3列 7人用）

　H1800×W900×D515
扉寸：上段H395×W442
　　　下段H925×W292　ハンガーパイプ、Sフック［3］付
※スライドヒンジ仕様

YSL3-2-2　（上段3列 下段2列2段 7人用）

　H1800×W900×D515
扉寸：上段H925×W292　ハンガーパイプ、Sフック［3］付
　　　下段H395×W442
※スライドヒンジ仕様

YSL3-2-1　（上段3列 下段2列 5人用）

　H1800×W900×D515
扉寸：上段H1195×W292　ハンガーパイプ、Sフック［3］付
　　　下段H525×W442
※スライドヒンジ仕様

共通仕様：粉体塗装
　　錠種：MX錠／DRH錠
　　 扉 ：スチール（補強付）製 木目シート貼
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YMR仕様：粉体塗装
　丁番：スライドヒンジ
　錠種：MX錠／DRH錠
　 扉 ：スチール ポリカーボネート窓付
　　　　木目シート貼仕上

YCR仕様：粉体塗装
　丁番：スライドヒンジ
　錠種：MX錠／DRH錠
　 扉 ：スチール ポリカーボネート窓付
　　　　塗装仕上

シューズケース

YCRZ4-8　（4列8段 32人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H187.22×W267
最下段：扉寸H379.46×W267

YCRY4-7　（4列7段 28人用）
　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H187.22×W267
最下段：扉寸H571.68×W267

YCR4-9　（4列9段 36人用）

　H1800×W1100×D350
扉寸H187.22×W267

YMRY4-7　（4列7段 28人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H187.22×W267
最下段：扉寸H571.68×W267

YMR4-9　（4列9段 36人用）

　H1800×W1100×D350
扉寸H187.22×W267

扉付き下足入れ専用の『シューズケース』
　　　施設入口に適した、利用場所・使用状況が一目でわかる窓付きです。
� オーダーメイドにて、お客様の意向に沿った製品仕様・サイズもご提供いたします。

YMRZ4-8　（4列8段 32人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H187.22×W267
最下段：扉寸H379.46×W267

▶シリンダー錠
　（MX錠）

▶コインリターン錠
　（DRH錠）

錠は上記２種よりお選びいただけます。

《スライドヒンジ仕様》

スライドヒンジ・ピンヒンジ仕様をご用意し、
� 用途によってお選びいただけます。
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YMP仕様：粉体塗装
　丁番：ピンヒンジ
　錠種：MX錠／DRH錠
　 扉 ：スチール ポリカーボネート窓付
　　　　木目シート貼仕上

YCP仕様：粉体塗装
　丁番：ピンヒンジ
　錠種：MX錠／DRH錠
　 扉 ：スチール ポリカーボネート窓付
　　　　塗装仕上

YMPY4-7　（4列7段 28人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H564×W267

YMPZ4-8　（4列8段 32人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H374.66×W267

YMP4-9　（4列9段 36人用）

　H1800×W1100×D350
扉寸H185.33×W267

YCP4-9　（4列9段 36人用）

　H1800×W1100×D350
扉寸H185.33×W267

YCPZ4-8　（4列8段 32人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H374.66×W267

YCPY4-7　（4列7段 28人用）

　H1800×W1100×D350
上　段：扉寸H185.33×W267
最下段：扉寸H564×W267

《ピンヒンジ仕様》

◦扉を閉める際はスプリングによ
り、半開きの状態で留まること
がありません。

◦使用頻度に伴い、調整が必要と
なることがあります。

◦使用頻度に伴う調整の必要がな
く、施設管理者の負担を軽減で
きます。

◦自社製ヒンジの採用により、ス
ライドヒンジに対しコストダウ
ンを実現しました。

スライドヒンジ ピンヒンジ

上部の見た目が異なります 上部の見た目が異なります



スポーツ施設　トータルコーディネート�
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HOC3-2　（3列2段 6人用）
　H2000×W900×D515
錠 ：MX錠（扉検知機能付）
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）
ハンガーパイプ 付

HOC3-3　（3列3段 9人用）

　H2000×W900×D515
錠 ：MX錠（扉検知機能付）
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）

HOR3-7　（3列7段 21人用）

　H1900×W900×D380
錠 ：ナンバーダイヤル錠
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）
扉コーナーカバー 付

更衣ロッカー レンタルロッカー
スチール扉に明るい木目シート貼を施し、

内筒交換可能なシリンダー錠を使用しました。
定期的利用者用として貸し出す保管庫
個人で番号設定できるキーレス錠仕様です。

▶ナンバーダイヤル錠
　（DST錠）

・ダイヤル４桁錠施タイプ
・検索キーで番号忘れも安心です。

▶シリンダー錠
　（MX錠）

別売のマスター・チェンジマスターキーでの
非常開錠や内筒交換が可能です。
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HDS4-11　（4列11段 44人用）
　H2000×W1100×D350
錠 ：SX錠　　丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定

HOV2-6　（2列6段 12人用）

　H1585×W476×D300
錠 ：ゼロリセット　　丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定、マグネットラッチ 付

HDSZ4-10　（4列10段 40人用）

　H2000×W1100×D350
錠 ：SX錠　　丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定

シューズケース 一時保管庫
多くの利用者が訪れる施設に対応した「シューズケース」

最下段をブーツ用に大きくしたタイプもご用意しました。
スマホや財布等の個人所有物を

一時的に収納する保管庫です。

▶ゼロリセット

施錠解錠操作（ツマミ回転）と同時にダイヤルナンバーが「0（ゼロ）」
になるオートリセット機能付きで、暗証番号が残らず安心です。

▶シリンダー錠
　（SX錠）
別売のマスター・チェンジマスターキーでの
非常開錠や内筒交換が可能です。
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フリーコンビネーションロッカー

スチールロッカー

扉色を自由に組み合わせて、オリジナルロッカーを演出します。

カラーバリエーションを加えた『スチールロッカー』
スポーツ施設や公共の場において用途に応じてご使用いただけるよう、　　　　

大小合わせてご用意いたしました。

更なるサビ対策を施した ZAMR鋼板 仕様変更にも別途対応しております。
　　　お気軽にお問い合わせください。

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：ピンヒンジ
　　錠種：MX錠／DRH錠（ヒラベロ仕様）
　　 扉 ：スチール（補強付）製

TH2-4C　（2列4段 8人用）
　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
プラスチック名札差 付

ホワイトブラック ブルー ピンク

TH2-5C　（2列5段 10人用）

　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
プラスチック名札差 付

ホワイト ブラックブルー ピンク

TH3-2C　（3列2段 6人用）
　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック［3］、フック 付

ホワイト ブラック ピンクブルー

▶シリンダー錠
　（MX錠）

▶コインリターン錠
　（DRH錠）

錠は下記２種よりお選びいただけます。
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ワイヤーメッシュロッカー

デザイン性を活かした、新たなタイプの扉です。

● 扉枠のスチールと樹脂コーティング仕上の優しい触感なワイヤーを使用した構造
です。ワイヤー色は『白』となります。

● φ3×φ2mmのスチール線材を組み合わせ溶接し、表面に樹脂コーティングをし
ています。

● 樹脂コーティング後に両側のスチール枠にはめ込み、ビス固定しています。

ワイヤーメッシュ扉

通気性を考えたオリジナルの『ワイヤーメッシュロッカー』
様々な空間に合わせた扉色をご用意し、　　　　　　　　　　　

用途に合わせた収納スタイルを提案します。

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：ピンヒンジ
　　錠種：MX錠／DRH錠（ヒラベロ仕様）
　　 扉 ：ワイヤーメッシュ＋スチール枠

TH2-4CMH　（2列4段 8人用）
　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定
プラスチック名札差 付

ホワイトブラック ブルー ピンク

TH2-5CMH　（2列5段 10人用）

　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定
プラスチック名札差 付

ブラック ブルーピンク ホワイト

TH3-2CMH　（3列2段 6人用）
　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック［3］、フック 付

ホワイト ブラック ブルー ピンク

塗装色は、ホワイト・ブラック・ブルー・ピンクを
ご用意しております。
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清潔な明るいイメージで、収納状況を外からより確認できる扉です。

● スモーク（AKタイプ）・クリア（ACタイプ）の2種より
お選びいただけます。

● プラスチックの中でも高い強度を持ち、衝撃を吸収し
てくれる弾力性を兼ね備え、カーポートの屋根材・自
動車分野・医療等にも使用されています。

● クリアタイプは透過ガラス同等の透明性があります。

ポリカーボネート扉

TH3-2CAK　（3列2段 6人用）
　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック［3］、フック 付

ホワイト ブラック ブルー ピンク

TH2-4CAK　（2列4段 8人用）

　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定
プラスチック名札差 付

ホワイト ブラック ブルーピンク

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：ピンヒンジ
　　錠種：MX錠／DRH錠（ヒラベロ仕様）
　　 扉 ：ポリカーボネート＋スチール枠

大きな窓で利用状況が一目でわかる「ポリカーボネートロッカー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリカーボネート窓は掲載品のスモーク色のほか、

透過性の高いクリア色もお選びいただけます。

ポリカーボネートロッカー

TH2-5CAK　（2列5段 10人用）
　H1900×W900×D510
横中仕切板溶接固定
プラスチック名札差 付

ホワイトブルー ピンク ブラック
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BYL4-1CMH
（ワイヤーメッシュ）

BYL4-1CAK
（スモークポリカーボネート）

BYL4-1CAC
（クリアポリカーボネート）

BYL4-1C　（4列1段 4人用）

　H600×W1260×D450
プラスチック名札差、
中棚（棚受上下2カ所）付

※車椅子には多くの種類があります。掲載した製品は成人用の標準的な
車椅子の寸法を参考にしています。

※置台を設置する場合には、床あるいは壁面に必ず固定してください。
※ロッカーを置台に組み合わせる場合には、置台と壁面に必ず固定して
ください。

※ご要望により特注製品を承ります。
　考慮する設計条件などをお気軽にご相談ください。

BF4-1PF　（壁面取付用ロッカー置台）
　H380×W1320×D480

・スチール角パイプ製の、壁面取付用ロッカーです。
・木製天板付で、天板の縁は安全を考慮してクッション材でカバーしています。

・イラストは、壁面取付用置台で使用する場合の車椅子との位置関係を横から見
た状態で示したものです。

・車椅子のサイズに合わせた高さに設置した場合に、車椅子がロッカーに十分近
づけることを示しています。

・車椅子のままでも扉の開閉と荷物の出し入れが楽にできます。

・壁面に取付設置をする構造では、イラストのように足元部分に空間があるので、
車椅子の回転も楽にできます。

障害を持つ方の社会参加を応援し設計した『バリアフリーロッカー』
　　　　　　　　　　　　　　　　安全に使い易くご使用いただけるように、
� 専用の壁面取付用置台と床置き置台を合わせてご提案します。

ワイヤーメッシュ・ポリカーボネート2種類のスタイルもご用意し、
　塗装色も、ホワイト・ブルー・ブラック・ピンクを揃えております。

お客様の使用状況に合わせたオーダーメイドも行っております。
　お気軽にお問い合わせください。

ブラック

ブルー

・イラストは、床置用置台で使用した場合の、
車椅子とロッカーとの位置関係を横から見
た状態で示したものです。

・車椅子のサイズに合わせた置台を使用する
と、車椅子が近づけることを示しています。

・置台の足元手前にスタンド脚があり、車椅
子の回転はしにくくなりますが、設置が簡
単で床に確実に固定する事ができます。

・スチール角パイプ製の、4脚タイプの床置き用ロッカー置台です。
・前下部のパイプをなくし車椅子が奥まで入り、使用しやすいようにしました。

BF4-1CR　（床置用ロッカー置台）
　H700×W1260×D450

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：ピンヒンジ
　　錠種：MX錠／DRH錠（ヒラベロ仕様）

バリアフリーロッカー

ピンク

ホワイト
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プライベートロッカー
通常よりも小さな間口の「プライベートロッカー」
　　　　　　　　　　　限りある空間内で多くの皆様に使用して頂ける製品で、

衣類や洗面用具まで多種多様な個人所有物を保管するのに最適です。

LPA3-6C　（3列6段 18人用）
　H1900×W900×D350
横中仕切板溶接固定

ホワイト ブラック ピンクブルー

LPA3-7C　（3列7段 21人用）

　H1900×W900×D350
横中仕切板溶接固定

ホワイトブラックピンク ブルー

LPA3-8C　（3列8段 24人用）
　H1900×W900×D350
横中仕切板溶接固定

ホワイト ブラックピンクブルー

◆温浴施設・スポーツ施設等の固定利用者に、マス単位でレンタル
することもできます。

◆個人が使用する洗面用具、通常の洗面バスケットやポンプ式シャ
ンプーが入る大きさです。

◆扉の基本色に4色をご用意し、扉を組み合わせることでオリジナ
ルな雰囲気も演出できます。

◆キー管理のしやすさを考慮した“内筒着脱式錠”仕様です。

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：ピンヒンジ
　　錠種：MX錠／DRH錠（ヒラベロ仕様）
　　 扉 ：スチール製

▶シリンダー錠
　（MX錠）

▶コインリターン錠
　（DRH錠）

錠は下記２種よりお選びいただけます。
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スタンダード商品として取り揃えた『一時保管ロッカー』
　　　更衣や手荷物などの一時保管としてご使用頂けます。
� お客様の要望に応えたオーダーメイドも行っております。お気軽にお問い合わせください。

TH2-3C　（2列3段 6人用）
　H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
プラスチック名札差 付

TH3-3C　（3列3段 9人用）

　H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
プラスチック名札差、中棚 付

TH3-1C　（3連 3人用）
　H1900×W900×D510
丁番：ピンヒンジ
扉（補強付）、プラスチック名札差、
中棚［2］、ハンガーパイプ、
Sフック［3］、フック 付

共通仕様：粉体塗装
　　錠種：MX錠／DRH錠（TH：ヒラベロ仕様）
� （YSL：カマベロ仕様）
　　 扉 ：スチール（補強付）製

シングルカラーロッカー

YSL2-2-3C
　（上段2列2段 下段3列 7人用）

　H1800×W900×D515
丁番：スライドヒンジ
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）
プラスチック名札差 付
上段扉寸：H395×W442
下段扉寸：H925×W292
　　　　　ハンガーパイプ、Sフック［3］付

YSL3-2-2C
　（上段3列 下段2列2段 7人用）

　H1800×W900×D515
丁番：スライドヒンジ
プラスチック名札差 付
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）
上段扉寸：H925×W292
　　　　　ハンガーパイプ、Sフック［3］付
下段扉寸：H395×W442

TF2-3N　（2列3段 6人用）
　H1790×W900×D510
横仕切板差込構造（補強付）、底板（補強付）、
各部溶接補強、巾木一体、
名札差プレス加工

TF2-4N　（2列4段 8人用）
　H1790×W900×D510
横仕切板差込構造（補強付）、底板（補強付）、
各部溶接補強、巾木一体、
名札差プレス加工

TF2-5N　（2列5段 10人用）

　H1790×W900×D510
横仕切板差込構造（補強付）、底板（補強付）、
各部溶接補強、巾木一体、
名札差プレス加工

扉なし更衣ロッカー

共通仕様：粉体塗装／ミガキ鋼板
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防サビ仕様 ロッカー・シューズケース

ZTF2-3N　（2列3段 6人用）
　H1790×W900×D510
ZAM鋼板製 ZTF2-4N　（2列4段 8人用）

　H1790×W900×D510
ZAM鋼板製

更衣・保管ロッカー
プールサイドや海水浴場、温浴浴場内など、
� 常にサビに気をはらわないといけない場所に最適です。

年代ごとの使いやすさを考えた製品をラインナップしました。

〔ZAM鋼板〕を使用し、サビの発生を抑えることに特化した『防サビ仕様製品』
　　　　　　　　　　掲載製品のほか、サイズ・仕様等オーダーメイドにて対応します。
� 詳しくは、弊社営業員までお問い合わせください。

ZTE1-4N　（1列4段 4人用）
　H1400×W486×D400
ZAM鋼板製

ZTE2-4N　（2列4段 8人用）

　H1400×W954×D400
ZAM鋼板製

ZTF2-5N　（2列5段 10人用）

　H1790×W900×D510
ZAM鋼板製

ZTM1-4N　（1列4段 4人用）

　H1600×W459×D400
ZAM鋼板製

ZTM2-4N　（2列4段 8人用）
　H1600×W900×D400
ZAM鋼板製

《成人～高校生用》

《中学生用》 《小学生用》
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ZSQB4-4N　（4列4段 16人用）
　H1730×W1058×D350
ZAM鋼板製、棚板付

ZSQB3-4N　（3列4段 12人用）

　H1730×W798×D350
ZAM鋼板製、棚板付

シューズケース
ブーツケースや多人数用シューズもあわせてご用意し、
� 降雨・降雪時の収納や外置きでも、快適に長くご使用いただけます。

収納ケース
防サビ仕様の特性を活かした
　　プールサイドに必要な収納ケースもご用意しています。

ステンレス製 ロッカー・シューズケース
『ステンレス製品』もオーダーメイドにて対応します。
�

ZSU1-6N　（6段 多人数用シューズケース）

　H1730×W1058×D350
ZAM鋼板製

ZBV1-3N　（3段 ビート板収納庫）

　H1200×W1200×D400
ZAM鋼板製
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プラスチックロッカー

扉色見本
グリーン レッド イエロー

PLA-01　（1人用）
　H450×W320×D460
耐衝撃性ポリエチレン製・一体成型

風雨にさらされる屋外や湿気の多い場所に適した『プラスチックロッカー』
　　　一体成型のため衝撃に強く、内面・外面の水洗いが可能で清潔にご使用いただけます。
� 連結可能で、スペースに合わせて自由な設置ができます。

プラスチックロッカーは〔輸入販売製品〕です。
サイズはH600・H900を併せてご用意しておりますが、受注生産となります。
　詳細に関しましては、「当社営業員」または「お客様相談室」へお問い合わせください。

※掲載写真以外にセミオーダーにて下記色をお選び頂けます。

南京錠シリンダー錠

錠見本

※錠前は上記2種以外への変更はできません。
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プラスチックロッカー

◦�ハンマーで叩いた位では割れない「耐衝撃性ポリエチレン」を使用した一体成型のため、非常に頑丈で組立ての必要もありません。
◦部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。
◦本体・扉の接合部分（ヒンジ部分）が頑丈な造りになっており、3200N（ニュートン）の外力に耐えられます。

★自由自在な増設式ロッカー！

天板と底をはめ込み、上下を組み合わせるこ
とができ、お客様のスペースに合わせて自由
な設置が可能です。

必要に応じて、上下・左右・
背面をビスで連結固定するこ
ともできます。

★プラスチック製のため、丸洗いが可能です！

排水孔 内部を洗った場合、全面左右の
穴から外に排水されます。

ロッカーが汚れても、外面・内
面の水洗いが簡単にできます。
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貴重品保管庫
携帯電話・小物等の一時保管に最適な『貴重品保管庫』
　　　お客様の大切な品を、多種多様なセキュリティー対応にて、安全に保管します。
� 防犯に対しての安全性を重要視する現代に必要な保管庫です。

コンピュータマイクロ制御による
　非接触RF-IDチップ＋生体ID認証（指紋認証）による
　� ダブルチェックシステムを採用（FRF型）

◉人がセンサーに近づくと音声ガイダンスが自動開始するオートメッセージ方式です。
◉暗証番号入力は、大型 LCDタッチパネルを採用しタッチパネル番号もランダムに
表示されます。
◉高性能メモリにより、IDと暗証番号は停電復旧まではいつまでも記憶します。
◉停電時の機能停止でも、メカ非常開錠により即時対応できます。

非接触ICカード・生体ID認証（指紋認証）と暗証番号入力の組み合わせによるLRF型・FL型のもご用意しました。

［FRF型］ ［LRF型］ ［FL型］

ご用途に合わせて、5つのマス仕様からお選び頂けます。　　PB-23タイプは【H1477×W540×D300】となります。

《PB-46FRF》 《PB-41FRF》 《PB-36FRF》 《PB-22FRF》 《PB-23FRF》

CX5-8　（5列8段（40口））
　H1600×W900×D300
横中仕切板溶接固定（補強付）

PB-46FRF　（46マス）
　H1600×W890×D300

仕様：粉体塗装／ミガキ鋼板
　　丁番：ピンヒンジ

YMS3-5-1DR　（15マス）
　H1600×W735×D300
横中仕切板溶接固定（補強付）

仕様：粉体塗装
　　丁番：スライドヒンジ
　　錠種：コインリターン錠（DRH錠）
　　 扉 ：スチール（補強付）製 木目シート貼

CX4-8　（4列8段（32口））
　H1600×W727.2×D300
横中仕切板溶接固定（補強付）

CX3-8　（3列8段（24口））
　H1600×W554.4×D300
横中仕切板溶接固定（補強付）

シリンダー錠
（MX錠）

コインリターン錠
（DRH錠）

文字合わせ錠
（ナンバーロック）

◉ �CXタイプは、3つの錠種からお選びいただけます。

一時保管ロッカー（小物収納庫）



色調や材質にこだわった『オーダメイドロッカー』
　　　ロッカー専門メーカーだからできる、材質からこだわった異種混合を実現しました。
� ご要望に合わせたオーダーメイドもご相談ください。

オーダーメイドロッカー
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※製品見本

異なる基調で
新たな雰囲気を
提供します…

※製品見本

ソフトウレタン樹脂で
扉周囲が巻かれた

安全性が高い製品です。

ソフトエッジのコーナー

ソフトエッジの断面

※製品見本

間伐材を扉に使用し
木のぬくもりを与えるロッカーを

お届けします。
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スキー・スノーボードロッカー�
スキー・ボード用具を、安全・整然と収納できる「スキー・スノーボードロッカー」
　　　　　　　　　　　雪や湿気を考慮して通気口をつけ、

大切なスキーやスノーボードを傷つけないようにマット敷を施しました。

カラーバリエーション（EKD・EKPタイプ）

EKD-4　（スキー・スノーボードロッカー 4人用）

　H2000×W700×D550
扉（補強付）、ゼロリセット錠、棚板［2］、マット敷、
天板通気口、アジャスター付

EKD-2　（スキー・スノーボードロッカー 2人用）
　H2000×W369×D550
扉（補強付）、ゼロリセット錠、棚板［2］、マット敷、
天板通気口、アジャスター付

対面設置時も、
　ゆったりとした通路幅を確保できます。

※EKD-4 は折り戸形式を採用し、扉１枚に
比べ約半分のスペースで開閉ができます。

ブラック ホワイトブルー ピンク

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：掛け丁番
　　錠種：数字合わせ錠（ゼロリセット錠）
　　 扉 ：スチール（補強付）製



35

スキー・スノーボードロッカー�
高耐食性を図れるZAMR鋼板での製作や、施設にあわせたスタイル・寸法など、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご希望通りのオーダーメイドも可能です。
� 当社営業担当員までお問い合わせください。

サビに強いステンレスパイプを使用し、
縦に並べて収納します。

ステンレス巻丸パイプ
　（φ19mm）

ブーツ収納イメージ

EKP-4　（スキー・スノーボードロッカー 4人用）
　H2000×W550×D550
扉（補強付）、ゼロリセット錠、棚板［3］、ステンレス巻パイプ［4］、
マット敷、ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付

EKP-2　（スキー・スノーボードロッカー 2人用）

　H2000×W450×D550
扉（補強付）、ゼロリセット錠、棚板［3］、ステンレス巻パイプ［2］、
マット敷、ガードチェーン、天板通気口、アジャスター付

※EKPタイプは、収納空間を有効活用したブーツ収納方式です。
　ブーツ収納部を省スペースにすることで、スキー・スノーボード
収納部を広く利用できます。

キャスター（オプション）

スキー・スノーボードロッカーは、ア
ジャスターをキャスターに変更するこ
とで、移動時の負担も軽減できます。

※�製造オプションとなりますので、
　事前にお問い合わせください。

◦施錠解錠操作（ツマミ回転）時に、ナンバーが
「0（ゼロ）」になるオートリセット機能付き。
◦ワンタイム仕様／固定番号仕様対応。
◦非常開錠キー（別売）にて万一の解錠も可能。
◦色：ホワイト・ブラック・ブラウン・グレー・アイボリー

▶数字合わせ錠／ゼロリセット
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KTDK-06ST　（スキー・スノーボードスタンド
スタンドバータイプ　　　　　）

　H1100×W1400×D632
ステンレス製、スタンドバー式
※ノックダウン式

KTDK-06CL　（スキー・スノーボードスタンド
スタンド錠タイプ　　　　　　）

　H1100×W1400×D632
ステンレス製、スタンド錠式
※ノックダウン式

◦掲載写真はKTD-1518（15セット用）です。
　上部仕切棒の位置はスキー板下部より約1200mmです。

スキー・スノーボードスタンド
宿泊施設・ロッジ等の入り口に設置するされる「スキー・スノーボードスタンド」
　　　　　　　　　　　ステンレス素材を使用し、サビに強い製品をラインナップし、

盗難防止も考慮した錠付タイプもご用意しました。

KTD-1218　（スキースタンド12セット
オールラウンドスキー用 ）　

　H1500×W1800×D500
ステンレス製、マット敷受皿付　溶接仕様
� ※スキー幅約133mmまで収納できます。

KTD-1518　（スキースタンド15セット
クロスカントリー用　　 ）

　H1500×W1800×D500
ステンレス製、マット敷受皿付　溶接仕様
� ※スキー幅約104mmまで収納できます。

受皿（オプション）

※１台で使用する場合は壁面へ設置してください。
　2台背合わせ連結・オプションの受皿を付けることで自立使用できます。

ゴムパッキン付きで、板を傷つけません。
錠付は盗難防止に最適です。

スタンドタイプ

バータイプ 錠タイプ
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スキー・スノーブーツロッカー

カラーバリエーション（EKBタイプ）

ブラック ホワイト

ブルー ピンク

ブーツをまとめて収納できる「スキー・スノーブーツロッカー」
　　　　　　　　　　　素材にボンデ鋼板を使用し錆に強い製品や、

濡れたブーツを乾燥・殺菌するブーツドライヤーをご用意しました。

低濃度オゾンによりブーツ内を除菌・脱臭します。
屋内仕様で排気脱臭機能がつき、キャスター付で移動も簡単です。

EKB3-5　（ブーツロッカー 3列5段 15人用）

　H2100×W1000×D380
横中仕切板溶接固定（水抜き穴付）、扉（補強付）、
MX錠、アジャスター付

EKB3-4　（ブーツロッカー 3列4段 12人用）

　H1690×W1000×D380
横中仕切板溶接固定（水抜き穴付）、扉（補強付）、
MX錠、アジャスター付

共通仕様：粉体塗装
　　丁番：掛け丁番
　　錠種：シリンダー錠（MX錠）
　　 扉 ：スチール（補強付）製

EKBK-S20-200B　（ブーツドライヤー20人用）
　H1330×W1400×D600
電源：単相200V（50Hz/60Hz）
最大電流：16A　　最大消費電力：3.0ｋW
キャスター付

EKBK-S40-200　（ブーツドライヤー40人用）
　H1920×W1685×D700
電源：三相200V（50Hz/60Hz）
最大電流：22A　　最大消費電力：7.0ｋW
キャスター付
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武道用具保管庫
体育用具の収納目的に合わせた「各種武道用具保管庫」
　　　　　　　　　　　場所をとり、乱雑になることを避けるために適した保管庫です。

各種スポーツ向けに、ご希望通りの特注もできます。

※竹刀は使用年代によりサイズが異なります。
　選定にご注意ください。

S-42　（小中学校用 竹刀スタンド）
　（H950）×W616×D500
約42本収納（1列7本）、スチール角パイプ製、各部溶接止め、
受け皿マット敷、キャスター、
倒れ止め盗難防止チェーン 付　（※南京錠は別途）

S-36　（高校・一般用 竹刀スタンド）

　（H1000）×W642×D500
約36本収納（1列6本）、スチール角パイプ製、各部溶接止め、
受け皿マット敷、キャスター、
倒れ止め盗難防止チェーン 付　（※南京錠は別途）

S3-2　（柔道着入）
　H1790×W900×D480
錠なし引手（DSK-909）
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、名札差プレス加工、
中棚［2］、ハンガーパイプ、Sフック［3］付

S-100　（竹刀入（小学校～一般用））
　H1558×W326×D320
錠 ：シリンダー錠（DSS-909）
扉（補強付）、中棚、マット敷、
ガードチェーン付

S2-18　（弓入）
　H2300×W900×D450
錠 ：シリンダー錠（DSS-909）
扉（補強付）、アクリル窓（3mm）、マット敷付

S2-16　（矢筒入）
　H2300×W900×D450
錠 ：シリンダー錠（DSS-909）
横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
棚板［3］、プラスチック名札差付

共通仕様：粉体塗装／ミガキ鋼板
　　丁番：掛け丁番
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S2-4　（2列4段 8人用）
　H1790×W960×D480
丁番：掛け丁番
横中仕切板溶接固定（補強付）、底板（補強付）
扉（補強付）気孔絞り加工、
プラスチック名札差 付

S2-3　（2列3段 6人用）
　H1790×W960×D480
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定（補強付）、底板（補強付）
扉（補強付）気孔抜き加工、
プラスチック名札差 付

S2-3MH　（2列3段 6人用）

　H1790×W960×D480
丁番：ピンヒンジ
横中仕切板溶接固定（補強付）、底板（補強付）、
プラスチック名札差 付

武道用具保管を想定し、通気性を高めた多収納を目的としたロッカー
　　　用具・衣類の清潔感を重要視して、通気性が良く広いロッカーを提供します。
�

共通仕様：粉体塗装／ミガキ鋼板
　　錠種：DSK-909

S2-4MH　（2列4段 8人用）

　H1790×W960×D480
丁番：掛け丁番
横中仕切板溶接固定（補強付）、底板（補強付）、
プラスチック名札差 付
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ESUK2-3　（スーツケースロッカー
� 2列3段 6口用）

　H2000×W900×D700
内寸法：（全段共通）h606×w392.5×d680

横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
コインリターン錠、ステンレス床板付

■ 各マス下部のステンレス板により、水分にも強
く、スーツケースのキャスターによる本体への痛
みも緩和します。

通常のスチールに比べ、サビに対して強いボンデ鋼板を使用したうえ、
　　� 粉体塗装にて、より耐サビ効果の高い製品に仕上げています。

ロッカー下部はステンレス敷となっており、
� 本体の痛みを抑えます。

大容量コインロッカー� 【コインリターン式】

スーツケースも収納できる「コインリターンロッカー」
　　　　　　　　　　　一時預りとしてご使用いただく、大型専用の収納ロッカーです。

本体の痛みを抑え、長くご利用いただけるような仕様で提供します。

ESUH2-3　（スーツケースロッカー
� 2列3段 6口用）

　H2000×W900×D700
内寸法：（上段）h381×w392.5×d680
　　　　（中段）h459×w392.5×d680
　　　　（下段）h979×w392.5×d680

横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
コインリターン錠、ステンレス床板付

ESUH2-2　（スーツケースロッカー
� 2列2段 4口用）

　H2000×W900×D700
内寸法：（上段）h606×w392.5×d680
　　　　（下段）h1258.5×w392.5×d680

横中仕切板溶接固定、扉（補強付）、
コインリターン錠、ステンレス床板付

共通仕様：粉体塗装
　　錠種：コインリターン錠（DRH錠）
　　 扉 ：スチール（補強付）製
　　床板：ステンレス貼
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� 【ソリッドケーシング式】

大きな荷物を一度に収納できる「大容量型コインロッカー」
　　　　　　　　　　　有料制の一時預かりとして最適です。

通常のコインロッカーに比べて大きな間口と奥行で、多くの荷物を収納できます。

KS-13-03K　（1列3段 3口用）
　H1900×W450×D700

内寸法：（全段共通）h548×w390×d675

扉（補強付）、ステンレス床板付

KS-13-03H　（1列3段 3口用）

　H1900×W450×D700
内寸法：（上２段）h379×w390×d675
　　　　（下　段）h888×w390×d675

扉（補強付）、ステンレス床板付

KS-12-02H　（1列2段 2口用）
　H1900×W450×D700

内寸法：（上段）h548×w390×d675
　　　　（下段）h1125×w390×d675

扉（補強付）、ステンレス床板付

　●使用可能な硬貨� （下記のいずれか）
　　有　料　式：10円・50円・100円・500円・専用メダル� （10円・100円は、2枚・3枚も設定できます。）
　　リターン式：1枚＝10円・50円・100円・500円・専用メダル�（リターン式は、複数枚数設定はできません。）
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コインロッカー
使い方に合わせて選択いただける『コインロッカー』
　　　収納物の安全管理とプライバシーを守るためのロックシステムで、
� 有料方式・コインリターン方式から選択頂けます。

KS-23-06　（2列3段 6口用）
　H1790×W840×D455

内寸法：h512.5×w359.5×d430

KS-24-08　（2列4段 8口用）

　H1790×W840×D455
内寸法：h378×w359.5×d430

KS-25-10　（2列5段 10口用）

　H1790×W840×D455
内寸法：h297.5×w359.5×d430

KS-35-15　（3列5段 15口用）
　H1790×W900×D455

内寸法：h297.5×w239.5×d430

KS-36-18　（3列6段 18口用）

　H1790×W900×D455
内寸法：h243.5×w239.5×d430

KS-25-10B　（2列5段 10口用）

　H1790×W840×D455
内寸法：h297.5×w359.5×d430

スモークアクリル窓 付
　●使用可能な硬貨� （下記のいずれか）

　　有　料　式：10円・50円・100円・500円・専用メダル
　　　　　　　　　（10円・100円は、2枚・3枚も設定できます。）
　　リターン式：1枚＝10円・50円・100円・500円・専用メダル
　　　　　　　　　（リターン式は、複数枚数設定はできません。）
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コインロッカー

KS-32-06　（3列2段 6口用）

　H1790×W900×D515
内寸法：h781.5×w239.5×d490

ハンガーパイプ、フック、中棚 付

KS-22-04　（2列2段 4口用）
　H1790×W840×D515

内寸法：h781.5×w359.5×d490

ハンガーパイプ、フック、中棚 付

KS-31-03　（3連 3口用）

　H1790×W900×D515
内寸法：h1583×w239.5×d490

ハンガーパイプ、鏡、フック、中棚上下［2］付

KS-38-24　（3列8段 24口用）
　H1790×W900×D350

内寸法：h176×w239.5×d325

ポリカーボネート窓 付

KS-38-24C　（3列8段 24口用）

　H1790×W900×D350
内寸法：h176×w239.5×d325

KS-46-24　（4列6段 24口用）

　H1790×W900×D300
内寸法：h192×w165×d275

コインロッカー専用扉は、
「扉自動閉装置付きヒンジ」を使用し、自動的に閉まる機能をもち、
開いたままで放置されることを防ぎます。
また、「扉開き過ぎ防止装置付き」で開け過ぎを防止する構造を採用
しました。

オーダーメイドにて、塗装色の変更も可能です。
　　　硬貨はキーを抜くまで内部に留まるため、
� キーを抜くまでは何回でも荷物の出し入れが可能です。



引手・錠
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各種選択できる錠のほかにも
� お客様の設置条件に合わせた錠種を、特注対応にてお選び頂けます。

◆�キーを紛失した場合には、マスターキー（別売）による非
常開錠やチェンジマスターキー（別売）により内筒自体を
交換できます。

◆�錠の掛け忘れ防止として、
扉を閉めなければ鍵がかからない『検知式』
扉を閉めた後にボタンを押さなければ鍵がかからない
『ボタン式』もご用意しております。

◆�キーを紛失した場合には、チェンジマスターキーにより
内筒本体を交換できます。

◆�使用中は投入口・返却口が閉鎖され、コインの抜取り・
誤投入を防止します。

◆�硬貨を使うのでキーの返却率が高まり、紛失が減ります。

◆�手が掛けやすい取手付錠です。

ボタン式

プッシュボタン
取手付

シリンダー錠（MX錠）� 〔内筒交換式〕

◆�キー紛失の心配がないキーレス錠です。
◆ �4桁のダイヤルを暗証番号に合わせて施解錠します。
◆�利用者が使用毎に番号設定を変える事ができます。
◆�番号忘れも、マスターキー（別売）で解錠できます。
◆�機械式なので、配線工事や電池の心配がありません。
◆�色はピュアホワイト・ブラック・コールドグレーをご用
意しました。

◆�モード切り替えカードをかざすことにより、［ビジター
モード］と［メンバーモード］の切り替えができます。
◆�登録カードを紛失した際の非常キー（別売）による開錠
や、キー紛失時・固定利用者入替の際には内筒交換キー
（別売）による内筒錠自体の交換ができます。

◆ �IC カード（FeliCa/Mifare）でロッ
クできます。

◆�単三電池4本使用

◆�施開錠操作（ツマミ回転）と同時にすべてのダイヤルナ
ンバーが自動的に「0（ゼロ）」になります。

◆�暗証番号が残らず、安心です。
◆�色もブラック・グレー・ホワイト・ブラウン・アイボリー
をご用意しました。

◆�施錠解錠時に毎回暗証番
号を入力するワンタイム
仕様と、固定番号を登録
し解錠時のみ番号を入力
するメンバー仕様をお選
び頂けます。

◆�電池仕様（単３：２本）で、
配線は不要です。

◆�電池切れ・番号忘れ時は、
非常キー（別売）で解錠
できます。

◆�色はブラック・ホワイト・
ブラウンからお選びいた
だけます。

文字合わせ錠（ナンバーロック錠）

ＩＣ錠（ピットロック錠）� 〔内筒交換式〕

数字合わせ錠（ゼロリセット錠）

電気式テンキーロック（EL錠）

コインリターン錠（DRH錠）� 〔内筒交換式〕
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� ※本体仕様により取付けできない品もあります。　　　
� 詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

脱着用チェンジマスターキー（別売）
で、内筒自体を簡単に交換できるた
め、安全性が増します。

縦入れタイプ横入れタイプ

◆�カードを扉裏の差込口に入れると鍵が使える状態になります。

◆�キー紛失の場合、チェンジマスターキーによりシリンダー錠の内筒自体を簡単に交換できます。

カード錠（CD錠）� 〔内筒交換式〕

カードロックシステム

〔内筒交換式〕内筒着脱イメージ

表面 裏面 扉検知ケース（オプション）

シリンダー着脱錠（GLM-02錠）� 〔内筒交換式〕

◆�スチール／木製扉に利用可能な錠です。
◆�安全に配慮した、カマレバー仕様です。
◆�内筒着脱式で、キー紛失時や利用者が変更になった場合
も容易に交換が可能です。

◆�オプションの「扉検知機能」ケースを取り付けることで、
錠の空回しを防ぎます。

　（施錠時のみ錠を抜くことができます。）

◆�錠がついていない、一般的に使用
される引手もご用意しています。

錠なし引手

DSK-909DSK-707

◆�他の錠との組み合わせで、カードを扉裏の
差込口に入れることにより施錠できる状態
になります。また、カード挿入前の誤施錠
も防ぎます。

�（※錠種により組み合わせられない錠もございます）

◆�組み合わせでキーレス錠を使用することに
より、カード紛失の心配がありません。

◆�カード利用により、複数庫の使用や誤認に
よる指定外ロッカーの使用を防止します。

施錠前 施錠後
見本は数字合わせ錠との組み合わせです。

アート引手
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◆�１～４桁までの数字（英字）が印字できます。
◆�別途番号部に点字を打ち込むことが可能です。
◆�サイズ：32.8×57mm� ◆�裏　面：シール付
◆�材　質：ABS樹脂� ◆�カラー：ベージュ

◆�樹脂コーティングで、ワンランク上の品質を提供します。
◆��サイズ：（楕円型）40×60mm／（角型）25×50mm
◆�裏　面：シール付� ◆�カラー：ゴールド・シルバー

◆�ロッカー側面やエンドパネルに取り付け、設置場所のお知
らせに最適です。

各種用品
様々な各種用品をご用意しております。
� 掲載詳細や掲載外オプションに関しても当社営業担当者までお問い合わせください。

◆�扉の角に怪我防止用に取り付けることができます。
◆�カラー：アイボリー・ダークブラウン

◆�バンドを環状に仮止めできる「仮止め機能付きストッ
パー」を採用し、激しい運動を行う際などでも、腕から
の脱落を防ぐことができます。

◆�カラー：ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
◆�材　質：ポリウレタン樹脂

◆�伸縮度が大きいカールコードを使用し、手首への装着が
非常に簡単で、子供やお年寄りにも便利です。

◆�カラー：ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
◆�材　質：ポリウレタン樹脂

◆�キー収納部とベルト部が連結されているため曲がりやす
く、手首着用がしやすく付け心地の良い仕様になります。
曲がることによるコンパクトな収納も可能です。

◆�カラー：ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
◆�材　質：ポリウレタン樹脂

◆ �4桁までの数字（天地10mm）を印字できます。
◆�サイズ：30×40mm� ◆�材　質：ABS樹脂
◆�カラー：ホワイト・イエロー・ピンク・オレンジ・ブルー・レッド・グリーン

◆�表面のラミネート処理で、文字が消えにくいバーコード
や、施設名・注意・案内等を入れることができます。

◆点字対応や、ICタグ仕様も可能です。

※本体仕様により取付けできない品もあります。詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

コーナーカバー

小　判　札

番　号　札

キー・オ・メイト（キーバンド）各種

キー・オ・メイト S型

キー・オ・メイト RK型

キー・オ・メイト RT型

バーコードタイプ 点字対応

プラスチックタイプ

樹脂盛りタイプ

点字対応

エンドサイン
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施設のイメージや運用方法に沿った各種仕様にも対応いたします。
� さまざまな組み合わせにより、お客様のイメージを形にします。

扉・天板・エンドパンネル

◆ �MDFを使用した天板やエンドパネルを採用することで、外部からの衝撃をガードでき丈夫なロッカーにすることができます。
◆�天板やエンドパネルに木目調などの化粧シートを貼る事で、お好みのイメージを再現することも可能です。

◆�ロッカーと壁や柱の間に発生するわずかな隙間でも、フィラー
（隙間塞ぎパネル）を設置することで、見栄えがよく、一体感を
増すことができます。
◆�壁側に関しては、扉を広角に開くことができる助けになります。

◆�多種多様な種類を持つシートを貼ることで、
　施設イメージに沿った製品を提供します。

◆�使用頻度の高い扉の材質を木製（MDF：中密度繊維板）にすることで、丈夫でサ
ビない扉にすることができます。

◆�表面には、オレフィンシート貼り加工を施しています。

扉

天板・エンドパネル・巾木

フィラーパネル（フィラー処理）

《スチール扉》 《木製（MDF）扉》

別シート色
� イメージ

表面シート貼り加工

表面シート（オレフィンシート）
ポリプロピレン・ポリエチレンなど、炭素と水素のみで構成さ
れ、燃やすと水と二酸化炭素などになる樹脂の総称です。
燃焼時に塩化水素ガスやダイオキシンがほとんど発生しない、
環境にやさしい素材です。

MDF（中密度繊維板）
材チップを蒸煮・解繊したものに接着剤となる合成樹脂を加え
板状に熱圧成型したものです。
木材の様に高い加工性を持ち、耐久性が高く、木材特有の反り
や乾燥割れなどの癖が少ないという特徴を持っています。
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納入事例

温浴施設の入口へ

スポーツジムなどのロッカールームに
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納入事例

温浴施設の脱衣室へ

プールの脱衣ブースに
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安全上のご注意

異常があった場合

故障時の処置・修理

●製品に添付している取扱説明書は、製品の使い方と使用上の注意事項に
ついて記載しています。

　 ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。
● 床に傾斜や段差がある場所や、不安定な場所では使用しないでください。
転倒してケガをする恐れがあります。

● 乱暴な取扱いや用途以外の使用は絶対にしないでください。破損・故障
によりケガの原因になります。

● キャスター付き製品の上に乗ったり、家具を踏み台代わりに使用しない
でください。

　 転倒してケガをする恐れがあります。
● 扉を開けたままで使用しないでください。頭・顔・手・肘・肩などをぶ
つけて、ケガをする恐れがあります。

● 扉開閉の際など、可動部の隙間には指や手を入れないでください。ケガ
をする恐れがあります。

● 分解や改造をしないでください。破損したりケガの原因になります。
● 強い衝撃を加えないでください。変形したり、破損したりして、ケガを
する恐れがあります。

● �使用中にネジの緩みが生じた場合は、早めに締め直してください。
● �製品を使用開始後、収納物の重量や床の状態による本体のゆがみにより、扉と本体の隙間が目立ったり擦れたり
することがあります。その場合は、本体の水平を調整してください。

● �溶接はずれや部品の欠損がある場合は、直ちに使用を中止し、お客様相談窓口またはお求めの販売店までご相談
ください。

● �当社はお客様に安心してご使用していただくため、細心の注意を払い品質の維持と管理を行っております。
　 万一製品の故障・不具合が発生した場合、お客様相談窓口またはお求めいただいた販売店までお申し付けください。
● �修理についてのお問い合わせは、お客様相談窓口またはお求めいただいた販売店までお申し付けください。

コーヨーお客様相談室
〔TEL〕 026-274-0808　　　　〔FAX〕 026-274-0805

〔ホームページ〕 http://www.koyo-steel.co.jp
〔e-mail〕 reference@koyo-steel.co.jp　
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アフターメンテナンス

施設メンテナンス

光葉スチール株式会社は創業以来、お客様のご要望を取り入れながら、
　　　ロッカーの設計・製造・施工・メンテナンス（修理）までを一貫して行っております。

アフターメンテナンスについて

● KOYOは、スチール家具専門メーカーとして長年の実績と信頼を基に、きめ
細やかなサービスシステムであらゆるニーズにお応えします。

● お客様に長年ご利用いただけるよう、可能な限り補修対応・部品交換等のメン
テナンスに努めさせていただきます。

● ご依頼から引渡しまで一貫したサービス体制で、皆様にご満足いただける様に
実施いたします。

● 現在お使いのロッカー修理、または使えない状態のロッカーなどの修理など、
当社製品に限らずお気軽にご相談ください。

ご相談 調査 お見積り

部材製作修理施工お引渡し

～メンテナンス流れ～
保守・修理項目
● 扉の交換修理
● 取手（錠）の交換修理
● 付属部品の取付交換
● 製品の調整
● 修理部品の販売
● 塗装について
● 他社製品の修理メンテナンス

不特定多数のお客様にご利用頂く製品は、使用頻度の高い扉部分のメンテナンスや、
　早めの消耗部品交換が必要になってきます。
お客様には常に最良の状態で永くロッカーをご使用いただく為にも、
　ご導入時点から計画的なメンテナンスをおすすめ致します。

定期的なメンテナンスをおすすめいたします

● 年に一度は、製品の全点検・調整・部品交換などのアフターメンテナンスをおすすめします。（有償になります）
● スライド丁番を使用したロッカーは、定期的に点検を行ってください。（3ヶ月に1回程度の点検をおすすめします）
● スライド丁番の取付ネジに緩みがある場合には、本体側と扉側ネジの増し締めを行ってください。
● シリンダー錠は、定期的に点検を行ってください。（3ヶ月に1回程度の点検と潤滑処理をおすすめします）
● 内筒着脱タイプのシリンダー錠は、半年程度毎に清掃し潤滑処理を施してください。
● シリンダー錠は、利用頻度の激しい場所と少ない場所で入れ替えを行うと、より長く使用できます。
● シリンダー錠の寿命は、キーメーカー試験室における実験において、抜き差し回転の繰り返し回数が約30,000回とな
っています。

全てのシリンダー錠に当てはまる結果ではありませんが、利用客が多く使用頻度が高い扉のシリンダー錠は、計算上では数ヶ月の寿命となります。
使用頻度が低い扉の錠は、入れ替えになっても寿命に達しないことがあり得ることを意味します。　



■掲載内容について■
●カタログに掲載している内容及び商品及び製品例は、光葉スチール株式会社に工業所有権と著作権が帰属いたします。
●掲載商品は、スタンダード商品として常時在庫をしているものではありません。受注後の生産となります。
　（改良等のため予告なく製品仕様・品名・記号を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。）
●記載の表示寸法は、基本的にmm（ミリメートル）であらわしています。
●掲載商品は、印刷のため実際の色彩と異なる場合があります。
●商品の詳細と仕様については、必ず事前に最寄りの当社営業所またはお客様相談窓口に詳細をご確認ください。

610101HP-A

コーヨーお客様相談室 　TEL : 026-274-0808　FAX : 026-274-0805
http://www.koyo-steel.co.jp� e-mail：reference@koyo-steel.co.jp

本　　　社 TEL : 026-274-0800 FAX : 026-274-0810長野県千曲市八幡 4601-1

工 場 本社工場・八幡工場

営 業 本 部

東 京 支 店

大 阪 支 店

長野営業所

名古屋営業所

仙台営業所

福岡出張所

TEL : 026-274-0808（代）

TEL : 03-6300-5852（代）

TEL : 06-6392-8277（代）

TEL : 026-274-0206（代）

TEL : 052-531-6271（代）

TEL : 022-748-5670

TEL : 092-432-6107

FAX : 026-274-0805

FAX : 03-6300-5853

FAX : 06-6392-8278

FAX : 026-274-0805

FAX : 052-524-2635

FAX : 022-748-5673

FAX : 092-432-6108

長野県千曲市八幡 4601-1

東京都渋谷区本町３-10-3（清水橋矢部ビル10F）

大阪市淀川区宮原 2-14-14（新大阪グランドビル 11F-A）

長野県千曲市八幡 4601-1

愛知県名古屋市西区花の木 3-19-5（佐藤ビル 3B）

宮城県仙台市青葉区一番町 1-17-24（仙台高裁前ビル 3F）

福岡県福岡市博多区堅粕 3-1-19


