
We preserve your most valuables 
safely and conveniently.

Digital Locker Lock



新発売

宅配ボックス専用のデザインと機能

B11PS, B21DSキーパッド／RFIDリーダー付キャビネットロック
用途：宅配ボックス、ファイルキャビネットおよび各種保管庫類

埋め込み式の設置に
対応するデザイン

LCD画面：入庫日時を表示

入力端子: 
5V Micro USB外部電源

埋め込み式ハンドル

各種カムプレートに対応 
（オプション）

二段階キー管理システム（マスター、ユーザー）、
内側解錠スウィッチ、こじあけ警報機能

三段階キー管理システム（オーナー、マスター、ユーザー）、
RFID読み取り対応、バックライト付キーパッド、
錠の施錠状態を認識、こじあけ警報機能

B11PS （宅配ボックス用）

B21DS
（ファイルキャビネット、保管庫用）

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色 黒／濃灰色(1種)

本体

カム

AB S

スチール製

101(H)x82(W)x43(T )mm

単 3電池 x 26,796 回
（使用環境による、結露なきこと）

15～20mm



新発売

シンプルながら耐久性に優れたプレミアムキャビネットロック

ML51PA, ML52RAキーパッド／RFIDリーダー付カムロック
用途：更衣室ロッカー、保管庫、メールボックス、および各種保管庫類

既存の機械式カムロックからの
交換が簡単

ハンドルとロックが一体化し
設置が簡単

入力端子: 5V Micro USB
外部電源

各種カムに対応
（オプション）

バッテリー残量表示LED

開閉時お知らせ
LEDライト

扱いやすいハンドル

二段階キー管理システム (マスター、ユーザー)、
共用モードまたは専有モード、こじあけ警報機能

二段階キー管理システム (マスター、ユーザー)、
共用モードまたは専有モード、こじあけ警報機

ML51PA （キーパッドタイプ）

ML52RA （RFIDタイプ）

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色 黒／濃灰色(1種)

152(H)x35(W)x20(T )mm本 体

ハンドル含む

本体＆ハンドル

フロントパネル AB S

アルミダイカスト

152(H)x35(W)x28(T )mm

ML51PA: 単 4 電池 X50,000 回
ML52RA: 単 4 電池 X16,000 回
（使用環境による、結露なきこと）

5～20mm



LL9000シリーズ LL92, LL94 RFID キャビネット用ロック
用途：更衣室ロッカー、保管庫、メールボックス、宅配ボックス、ファイルキャビネットおよび各種保管庫類 

LL92PRN（ネットワークタイプ）　LL92PRE（ライブ電源タイプ）　LL94PR（バッテリータイプ） LL92ARE（ライブ電源タイプ）　LL94AR（バッテリータイプ）

特徴

その他LL9000シリーズの特徴

特徴

仕様

キー挿入タイプ 非接触キータイプ 
扉閉状態時、キーは本体に固定されるため
紛失を防止

三段階キー管理
（オーナーキー、マスターキー、ユーザーキー）

LL92PRNはロックコントロールシステムに対応

共用モードまたは専有モードに対応

スライド式カム
こじあけ警報機能
緊急時 DC 9V 外部電源に対応

Mifare Classic, Ultralight, DESfire EV1に対応

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色 ダークグレー

66(W)x106(H)x27.5( T )mm

66(W)x132(H)x29.2( T )mm

66(W)x98(H)x29.2( T )mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 28,000 回
( 使用状況による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS

ネットワークタイプ
ライブ電源タイプ

内座
（ネットワーク、オンラインタイプ）

内座
（バッテリータイプ）

外座

15～20mm



LL5000シリーズ LL54PK IC キーキャビネット用ロック
用途：靴箱、更衣室ロッカー、メールボックス、ファイルキャビネットおよび各種保管庫類

特徴 仕様

三段階キー管理
（オーナーキー、マスターキー、ユーザーキー）

こじあけ警報機能
上下作動カム
オプションキー：クリーナーキー、外部電源キー

扉閉状態時、キーは
本体に固定されるため紛失を防止

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色

ブラック

タイプにより異なる

ゴールドまたはシルバー

70(W)x91.9(H)x28(T )mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 14,000 回
( 使用状況による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS

ネットワークタイプ
ライブ電源タイプ

ロック本体

ロック本体

外座 LL54PK-3、4、6

LL54PK-3、4

LL54PK-6、7

外座 LL54PK-7

外座

A: 18～20mm（標準機能）
B: 10～15mm（特殊機能）
C: 22～25mm（特殊機能）

ゴールド／シルバー又は
ブラック／ゴールド



ML8000シリーズ ML81PA キーパッドタイプ
用途：事務所、公共機関、学校、キャビネットメーカー、および警備保障会社

特徴

オプション

仕様

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

二段階キー管理（マスターキー、ユーザーキー）

共用モードまたは専有モードに対応
こじあけ警報機能
緊急時外部電源に5VマイクロUSB接続で対応

（ハンドル - 別売品）

４～12桁 暗唱番号

材質

電源

寸法

ドア厚

色
ダークグレーまたは白

黒

67.2(W)x133(H)x26.5(T)mm

109.3(W)x34.2(H )x9(T)mm

バッテリータイプ 単 3電池 x16,000 回
( 使用状況による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS

ライブ電源タイプ

ロック本体

外座

ロック本体

外座

10～30mm



ML8000シリーズ ML81RA RFID タイプ
用途：事務所、公共機関、学校、キャビネットメーカー、警備保障会社

オプション
（ハンドル - 別売品）

特徴 仕様

二段階キー管理（マスターキー、ユーザーキー）

共用モードまたは専有モードに対応
自動施錠 ON／OFF 機能
こじあけ警報発信機能
緊急時外部電源に5V マイクロUSB接続で対応

Mifare Classic, Ultralight, DESfire EV1に対応

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色
ダークグレーまたは白

黒

67.2(W)x133(H)x26.5(T)mm

109.3(W)x34.2(H)x9(T)mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 17,000 回
（使用環境による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS

ライブ電源タイプ

ロック本体

外座

ロック本体

外座

10～30mm



LL8000シリーズ LL86DA キーパッド / RFID 併用タイプ
用途：ゴルフロッカー、更衣室ロッカー、貴重品ロッカー、ファイルキャビネットおよび各種保管庫

特徴 仕様

共用モードまたは専有モードに対応
自動施錠ON/OFF機能
バックライト付キーパッド
メロディ音量調整機能
こじあけ警報機能
緊急時外部電源にDC 9Vで対応

三段階キー管理システム
（オーナー、マスター、ユーザー）
キーパッドおよびRFID Mifare Classic,
Ultralight, DESfire EV1に対応

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色
黒/ダークシルバー

黒

67.2(W)x133(H)x26.5(T)mm

60(W)x122(H)x20.5(T)mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 15,000 回
（使用環境による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS 

ライブ電源タイプ

ロック本体

外座

ロック本体

外座

10～30mm



LL8000シリーズ LL87AT キーパッド RFID リーダー付タイプ 
用途：ゴルフロッカー、更衣室ロッカー、貴重品ロッカー、ファイルキャビネットおよび各種保管庫類

特徴 仕様

三段階キー管理システム
（オーナー、マスター、ユーザー）
キーパッドおよびRFID Mifare Classic, 
Ultralight, DESfire EV1に対応
共用または専有モードに対応
自動施錠ON/OFF機能
バックライト付キーパッド
メロディ音量調整機能
こじあけ警報機能
埋込式または半埋込式設置
緊急時に外部電源にDC 9Vで対応

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色
ダークグレー

黒

67.2(W)x133(H)x26.5(T)mm

57(W)x86.5(H)x4.0(T)mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 15,000 回
（使用環境による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS 

ライブ電源タイプ

ロック本体

外座

ロック本体

外座

10～30mm



LL6000/LL7000 LL65BA, LL75BA キーパッド / IC キーリーダー付タイプ
用途：ゴルフロッカー、更衣室ロッカー、貴重品ロッカー、ファイルキャビネットおよび各種保管庫類 

特徴 仕様

特徴 仕様

三段階キー管理システム
（オーナー、マスター、ユーザー）
キーパッドと IC キーに対応
共用モード又は専有モードに対応
自動施錠ON/OFF 機能
バックライト付キーパッド　
作動時 LED表示
こじあけ警報機能
緊急時外部電源にDC 9Vで対応

三段階キー管理システム
（オーナー、マスター、ユーザー）
キーパッドと IC キーに対応
共用モード又は専有モードに対応
自動施錠ON/OFF 機能
バックライト付キーパッド　
作動時 LED表示
こじあけ警報機能
緊急時外部電源にDC 9Vで対応

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色
黒／金または金／銀

黒

52(W)x118(H)x16(T)mm

67.2(W)x133(H)x26.5(T)mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 16,340 回
（使用環境による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS

ライブ電源タイプ

ロック本体

外座

ロック本体

外座

10～30mm

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

材質

電源

寸法

ドア厚

色
黒／金または金／銀

黒

60(W)x124.5(H)x20(T)mm

67.2(W)x133(H)x26.5(T)mm

バッテリータイプ 単 3電池 x 14,100 回
（使用環境による、結露なきこと）

DC 5V 外部電源

ポリカーボネート / ABS

ライブ電源タイプ

ロック本体

外座

ロック本体

外座

10～30mm



リストバンドキー GK91, GK92 RFID キーバンド

（ウレタン製） （シリコン製）

（ウレタン製） （シリコン製）

（ウレタン製） （シリコン製）

盗難防止タグ付 盗難防止タグ付

盗難防止タグ付 盗難防止タグ付

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

製品の色と機能は予告なく変更されることがあります

対応機種

タイプ

色

対応機種

オプション

タイプ

色

LL9000シリーズ

RFID 付挿入キー

こげ茶、紫、カーキ、アイボリー本体

ウレタン製
バンド
シリコン製
バンド

こげ茶、紫、カーキ、グリーン、ワイン

こげ茶、アイボリー

RFID ロック全般、但しL92PR、L94PRを除く

RFID キー

こげ茶、紫、カーキ、アイボリー本体

ウレタン製
バンド
シリコン製
バンド

こげ茶、紫、カーキ、グリーン、ワイン

こげ茶、アイボリー

盗難防止タグ

対応機種

オプション

タイプ

色

LL92PR, LL94PRを除く全てのロック

IC キーまたは RFID 付挿入キー

こげ茶、紫、カーキ、アイボリー本体

ウレタン製
バンド
シリコン製
バンド

こげ茶、紫、カーキ、グリーン、ワイン

こげ茶、アイボリー

盗難防止タグ








