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大型総合スポーツクラブからコンパクトジム・スタジオやテニス・ゴルフなどのスクール、

ジュニアから高齢者施設など、多様化するお客様のニーズにフレキシブルに対応する

“フリープラン・ロッカー”。  素材からカラーや鍵など、自由にお選びいただけます。
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Free Plan
 Locker

サイズが
自由

デザインも
自由

カラーも
自由

木製扉のシートはシート見本帳から
スチール製塗装色は選びやすい25の基本色を
用意しております。

施設のスペースにロッカーサイズを合わせます。

木製、スチール製によってさらにバリエーションが増えます。 施設コンセプトやインテリアにあわせて、
色をお選びください。 PCやタブレット・スマホからもお気軽にセレクトいただけます。 

《オプション》
基本色に施設コンセプトやインテ
リアにあわない場合は日本塗料
工業会サンプル帳で選べます。
（一部選べない色もあります）

使用目的・設置場所の環境やスペースにあわせて、ロッカーサイズは自由に選んで設計したいもの。 
サラインテリアシステムのロッカーは既成枠にとらわれないフレキシブルなサイズが可能です。 
ミリ単位で設計することも可能にしました。

“記憶に残る”オリジナルロッカーを創りませんか。
サラインテリアシステムが提供するデザインロッカーは、施設のエクスペリエンスを高めます。 ロッカー
の扉面に写真や画像（デジタルデータ）を自由に描いてオリジナリティあふれるデザインを施すだけで、
無機質になりがちなロッカールームが独創的にイメージアップします。

既製品では叶えられない繊細なニーズにお応えします。
ロッカーサイズや人数の組み合わせが自由にできます。 例えば、コートが掛けられるロングサイズと
手荷物が収納できる小さめのサイズを組み合わせるなど、多様化するお客様のニーズにお応えします。 
既製品で我慢しなくてもいい、「美しさ」、 「使いやすさ」、 「安心」をご提供いたします。

Select 06組合せも
自由

Select 02

設置場所の環境・使用目的にあわせて選べます。

素材も
自由

Select 03

ロッカーを設置する環境に応じて鍵も選べます。

弊社の鍵はマスターキーが最少で済み、合鍵が作りにくい構造なので管理者にもユーザーにも安心
感を与えます。 また、シリンダーが簡単に取り替えられるのでメンテナンスもしやすくなっています。
施設のキャッシュレスシステムを構築する「ICキーロッカー」のご提案や、何度も利用されるユーザー
の利便性を考えた最適な鍵の選択をサポートいたします。

鍵が
自由

Select 05

Select 04

Select 01

フリープラン・ロッカーは、全ての仕様に

おいて、オーダーメイドとなっております

ので各項目を参照の上、ご指定ください。

◆冷間延鋼板  …………………………

◆亜鉛メッキ鋼板………………………
 〈電気亜鉛メッキ処理〉

◆木製扉…………………………………
 〈MDF（エコ素材の中質繊維板）にシート張り〉

◆木製扉…………………………………
 〈耐水性MDF〉 ※材料により価格が異なりますのでご留意ください。

詳細はＰ15・16をご覧ください

※塗装色／基本25色
一般に幅広く使用されているロングセラー素材です。
耐食性・防錆に優れた素材なので、 プールや温浴施設など、
比較的湿気の多い場所でおすすめです。

美観に優れ、高級感を演出するのに効果的な素材です。
ゴルフ場、スポーツクラブ、複合健康施設等におすすめです。

プール施設・温浴施設比較的湿気が多い場所に効果的です。

扉シートデザインの
詳細はコチラから→　

カラーバリエーション
の詳細はコチラから→　

N-87 22-90B 19-90C 19-80C 17-80C

25-80W 22-80V 02-80H 12-70T 17-70C

37-80L 39-40L 92-80H 85-70L 92-70L

69-80H 72-70L 72-40H 17-60D 15-50B

05-30T 12-30H 09-30D 09-20B N-20

カード錠チケット錠    シリンダー錠    IC錠    テンキー錠    ダブルロック錠    コインリターン錠    ダイヤル錠
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高度な技術により生まれた
耐水性MDF素材を新導入！！ 
プール施設で水に強い木製ロッカーを実現
高級感ある空間づくりも可能

《木製 扉》《スチール製 扉》

5人用  上2列下3列

体育館、市民プールなど様々な公共施設に、防犯性を重視
した機能的なロッカーです。 新素材を導入し、木製扉も新た
に加わり、さらに選択肢の幅が拡がりました。
またステンレスベースやパネルなど、オプションもご用意し、
各施設に合わせた提案ができます。

プール施設で難しかった木製ロッカーの設置
を可能にし、デザインの選択肢が拡がりました。
高温多湿でも寸法変化が少なく、反りが起こり
にくい新素材。木目柄やカラフルな単色シート
もご用意しております。

公共施設向けに防犯性、安全性を
高めたロッカー
スチール製と木製をご用意

KS5SST2スチール

大型から少人数まで、様々な公共施設向けに設計されました。カラーや、使用人数の変更、扉のデザインなどの仕様は自由自在。

鍵の種類もカード錠・コインリターン錠・シリンダー錠のいずれにも対応します。公共施設向け 更衣ロッカー

扉の角にぶつけても
コーナーガードが怪我
から守ります！

バールでこじ開
けにくくするため
の特殊プレート。

持ち上げずにキャリー
バックが、スムーズに
収納でます。

コーナガード装備！

NEW

W780×D515×H1900
8人用  2列4段

K24SWT2木製

W780  D515  H1900

6人用  2列3段
K2SSWT2木製

W780  D515  H1900

こじ開け防止
プレート

〈型番〉

列 段 鍵
材質や鍵の種類により「型番」が
異なります。

K 2 3 SS T2
材質

本体扉とも冷間延鋼板焼付塗装仕上げ
本体扉とも亜鉛メッキ鋼板焼付塗装仕上げ
本体冷間圧鋼板　扉:MDFシート貼り
本体冷間圧鋼板　扉:耐久性MDFシート貼り

SS
BB
SW
ST

カード錠
コインリターン錠
シリンダー錠
チケット錠

C
Ｒ
Ｍ
T2

材　質 鍵 

■オプションパーツ

扉の内側に設置するだけ！

KS-BAK

KW-BAK
KT-BAK

HA-DAN

バックパネル エンドパネル エンドパネルＷ

ダンパー 各種パネル ステンレスベース

W 300～1000
D 18～20
H 1790～1900

冷間延鋼板

木　　製

耐水木製

KS-ENDS

KW-ENDS
KT-ENDS

W 450～515
D 18～20
H 1790～1900

冷間延鋼板

木　　製

耐水木製

KS-ENDW

KW-ENDW
KT-ENDW

W 900～1030
D 18～20
H 1790～1900

冷間延鋼板

木　　製

耐水木製

KS-FIX SA-BAS
W 30～1000
D 450～515
H 1790～1900

むき出しになる側面や背面を隠して、美観を維持します。 床の水漏れや塩素による
サビ対策に効果的。

W 300～1000
D 380～550
H 50～100

フサギパネル

ステンレス鋼版

ゆっくり閉まるので、手をはさ
むこともく安心安全な扉に！

3人用 K13SST2

■ 製品一覧

人数 列数/段数 サイズ
スチール 木製

製品番号

K13SWT2W390×D515×H19001列3段

4人用 K14SST2 K14SWT2W390×D515×H19001列4段

4人用 K22SST2 K22SWT2W600×D515×H19002列2段

5人用 K15SST2 K15SWT2W390×D515×H19001列5段

5人用 KS5SST2 KS5SWT2W780×D515×H1900上2列下3列

6人用 K23SST2 K23SWT2W780×D515×H19002列3段

6人用 K32SST2 K32SWT2W900×D515×H19003列2段

7人用 KS7SST2 KS7SWT2W1000×D515×H1900上3列下4列 寸法は基本サイズです。幅・奥行き・高さは変更可能です。

8人用 K24SST2

人数 列数/段数 サイズ
スチール 木製

製品番号

K24SWT2W780×D515×H19002列4段

9人用 K33SST2 K33SWT2W900×D515×H19003列3段

10人用 K25SST2 K25SWT2W600×D515×H19002列5段

12人用 K26SST2 K26SWT2W600×D515×H19002列6段

12人用 K34SST2 K34SWT2W900×D515×H19003列4段

15人用 K35SST2 K35SWT2W900×D515×H19003列5段

18人用 K36SST2 K36SWT2W900×D515×H19003列6段

※下記製品番号は本体扉共：冷間延鋼板（SS)、本体：冷間延鋼板 扉:MDFシート貼り（ＳＷ）の表示のみ記載しております。　
　下記以外に本体扉共：亜鉛メッキ鋼板（ＢＢ）、本体：冷間延鋼板 扉:：耐水性ＭＤＦシート貼り（ＳＴ）もございます。
　

KB-BAK亜鉛メッキ KB-ENDS亜鉛メッキ KB-ENDW亜鉛メッキ

Free Plan Locker Free Plan Locker
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セキュリティー強化! 人件費削減! 利便性の向上!

Point
01

Point
02

Point
03

・約32人/分
 (連続モードの場合約 55人/分)
・正常通過/不正通過/無通過
・双方向/片方向通行
・二次元コード/ICリーダー
・W150 ×D1100 ×H1100
 （通路幅600、900）　

・タッチパネル式券売機
・高額紙幣対応機
・日計、累計、グループ集計、時間帯別
  集計、入出金情報、取引データ
・W650 ×D300 ×H1600
・約137Kg

公共施設向けの入退場管理システムは、施設全体のセキュリティーを強化します。

券売機で発行した「利用券」を、入退場ゲートやロッカーで使用することにより、リアルタイム

で入退場数管理が可能となります。また、発券業務が自動化され、受付業務の効率化、人件費

削減、適正人材の配置に役立てることができます。

フラッパーゲート 券売機

券売機で購入した利用券でゲートが通過でき、
その利用券でロッカーの施解錠が可能

利用の流れ

公共施設向け 入退場管理システム

管理システム

タッチ＆ゴーで入退場！チケットの二次元コード読み取り！
チケットの有効性を判定！入場者人数データを管理用PCに送信！

多言語対応！最大9種の決済方法に対応！
チケットロッカー対応機！

EPG-1115M/C/S型 MP-T322

・カード発行専用券売機
・カード発行口座/最大6口座
・価格設定（現金） 10～99,990円
・価格設定（カード） 1～99,999円
・W770 ×D650 ×H1650

券売機

印刷済み券から印刷券まで多種多様な
発券が可能! チケットロッカー対応機!

BT-K560P

・高額紙幣対応機
・日計、累計、グループ集計、時間帯別
  集計、入出金情報、取引データ
・W650 ×D300 ×H1600
・約137Kg

券売機

ECOモードで電気料金節約！
ユニバーサルデザイン！大型POPボタン対応！

BT-e212

・高額紙幣対応機
・低額紙幣対応
・日計、累計、グループ集計、時間帯別
  集計、入出金情報、取引データ
・W650 ×D250 ×H1600
・約137Kg

券売機

奥行き250㎜のスッキリ薄型ボディー！
大型POPボタン対応！

BT-L252

※利用券は回収します。

入館時に券売機にて、
「利用券」を
購入してください。

「利用券」をかざし
精算します。
超過料金をお支払
いください。

お帰りの際はロッカーから「利用券」を抜いてお持ちください。

「利用券」をゲートのリーダ部にかざして
ゲートを通過し、入館します。 ここに

かざします

ゲートに「利用券」を
リーダ部にかざして
通過します。

利用者の入退場管理にフラッ
パーゲートを使うことにより、
セキュリティー性の向上がさら
に図れます。

受付業務の効率化により人件
費が削減され、リアルタイムで
入場者数が管理できるので、
適正人材の配置も可能です。

「利用券」をゲートやロッカーで
使用することで、入場者の利便
性が向上し、利用回数の増加
が見込めます。

利用券

利用
券

▶ ▶

▶

▶

▶

01

01

02・06

03
05

02

入館後、ロッカーを利用ください。
「利用券」をチケット錠に差込施錠します。

03 04

05 06

券売機 ゲート

ゲート

ロッカー

精算機

フリーボックス

ホストPC制御装置

窓口発売機
精算機

更衣ロッカー

入退場ゲート

入場券の券売機

利用券

利用券
利用券

「利用券」を扉のカード挿
しに差し込みます。

扉を閉めて、鍵を左に回
し、キーを抜いてください。
キーベルトは手に付けて
ご利用ください。

Free Plan Locker Free Plan Locker



5人用上2列下3列
W780×D515×H1900

高級感を演出する木製扉のロッ
カーです。 フィットネスクラブやゴ
ルフ場など大型施設で多くご利用
をいただいております。 

上質な質感の木製

扉／木製 扉／スチール製

ZS5SWC

3人用1列3段
W390×D515×H1900

Z13SWC

KW-END

3人用3列1段
W750×D515×H1900

Z31SWC
6人用2列3段

W780×D515×H1900

Z23SWC
6人用3列3段

W900×D515×H1900

Z32SWC
7人用上3列下4列

W1000×D515×H1900

ZS7SWC
8人用4列2段

W1000×D515×H1900

Z42SWC

更衣ロッカー

7人用上3列下4列
W1000×D515×H1900

抜群の耐久性能を備えた定番の
スチールロッカーです。 オフィス
や学校、公共施設などでのご利
用に最適です。 自由自在のバリ
エーションで、お洒落なロッカー
へとセンスアップもします。

耐久性に優れた
スチール製

ZS7SSC

3人用1列3段
W390×D515×H1900

Z13SＳC
3人用3列1段

W750×D515×H1900

Z31SＳC
4人用2列2段

W600×D515×H1900

Z22SＳC
5人用上２列下3列

W780×D515×H1900

ZＳ５SＳC
6人用2列3段

W780×D515×H1900

Z23SSC
8人用4列2段

W900×D515×H1900

Z42SSC
6人用3列2段

W900×D515×H1900

Z32SSC

更衣ロッカー

設置例

サラインテリアシステムが提供するデザイン
ロッカーは、施設の独自性を高め、差別化、話題
づくりなどの効果が見込めます。
無機質になりがちなロッカーの扉面に、場の「雰
囲気」を演出するオリジナルの写真や画像（デジ
タルデータ）を自由に描くことができます。高画
質で耐久性・耐候性にも優れています。

設置場所によってはむき出しにな
る側面や背面を隠したり、ロッカー
同士のつなぎ目をキレイに施すな
ど、美観を維持します。

ロッカーの扉に、写真や画像を
自由に描く事が可能です。

オプション デザインロッカー
全ての

更衣ロッカー
に

取付可能！

他にはない

独創性豊か
な

デザイン！

設置例

オリジナルデザインに対応するフリースタイルロッカー。 内側はスチール製。カラーや枠の有無や、使用人数、扉のデザインなど

の仕様は自由自在。 鍵の形状もカード錠、IC錠、シリンダー錠、テンキー錠、ダブルロック錠のいずれにも対応します。
《本体：スチール／扉：木製とスチール製の2タイプ》※特注でオール木製もできます

設置場所に応じて
オプションパネルも完備！

エンドパネル KW-BAKバックパネル KW-FIXフサギパネル

更衣ロッカー

09 10

Free Plan Locker Free Plan Locker



10人用2列5段下段大
W600×D450×H1900

P25SSA-B
12人用2列6段下段大
W600×D450×H1900

P26SSA-B
14人用2列7段下段大
W600×D450×H1900

P27SSA-B
15人用3列5段下段大
W900×D450×H1900

P35SSA-B
16人用2列8段下段大
W600×D450×H1900

P28SSA-B
21人用3列7段下段大
W900×D450×H1900

P37SSA-B
24人用3列7段下段大
W900×D450×H1900

P38SSA-B
18人用3列6段下段大
W900×D450×H1900

P36SSA-B

21人用3列7段下段引出
W900×D450×H1900

スチール扉は
木製に変更も可能

P37SSA-B

契約ロッカー
（シリンダー錠）

設置例

ヨガマット用契約ロッカー

「使いづらい」を
「使いやすい」に

変身！

しゃがんで使用する下段
の使い勝手を「引き出し」
にすることで、使いやすさ
が格段に増しました！

下段が引出しの
契約ロッカーが誕生！

目から鱗
サラの発想力！

オープン7段下段大
W1000×D380×H1900

S07SSO-B
オープン8段下段大

W1000×D380×H1900

S08SSO-B
オープン9段下段大

W1000×D380×H1900

S09SSO-B
オープン10段下段大

W1000×D380×H1900

S010SSO-B
14人用2列7段下2段大
W600×D380×H1900

S27SSM-2B
16人用2列8段下段大
W600×D380×H1900

S28SSM-B
18人用2列9段下段大
W600×D380×H1900

S29SSM-B
20人用2列10段下段大
W600×D380×H1900

S20SSM-B
14人用2列7段下段大
W600×D380×H1900

S27SSM-B

21人用3列7段下2段大
W900×D380×H1900

S37SSM-2B
21人用3列7段下段大
W900×D380×H1900

S37SSM-B
24人用3列8段下段大
W900×D380×H1900

S38SSM-B
27人用3列9段下段大
W900×D380×H1900

S39SSM-B
28人用4列7段下2段大
W1000×D380×H1900

S48SSM-2B
32人用4列8段下段大
W1000×D380×H1900

S48SSM-B
36人用4列9段下段大
W1000×D380×H1900

S49SSM-B
40人用4列10段下段大
W1000×D380×H1900

S40SSM-B
32人用4列8段

W1000×D380×H1900

S48SSM-E

30人用3列10段下段大
W900×D380×H1900

一目で見分けられる
窓付き扉を採用

S30SSM-B

シューズロッカー
(シリンダー錠）

設置例

※寸法は基本サイズです。 高さ・奥行き・巾は変更できます。

※寸法は基本サイズです。 高さ・奥行き・巾は変更できます。

スポーツクラブなどで、お客様に月極でご利用いただけくための契約ロッカーです。

鍵の形状もダイヤル錠・シリンダー錠のいずれにも対応します。
契約ロッカー 各施設の雰囲気に合わせたカラーリングはもちろん、デザインなど仕様は自由自在。

鍵はコインリターン錠・シリンダー錠のいずれにも対応します。
シューズロッカー

下段をブーツ仕様に
することができます。
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Free Plan Locker Free Plan Locker



より安全を考えた「錠」シリーズ　だから安心

対応ロッカー

対応ロッカー

更衣ロッカー・
スクールロッカー

対応ロッカー

更衣ロッカー・スクールロッカー

契約ロッカー・更衣ロッカー・
シューズロッカー

対応ロッカー 更衣ロッカー
対応ロッカー 更衣ロッカー

対応ロッカー

契約ロッカー ・更衣ロッカー・
スクールロッカー・
シューズロッカー

対応ロッカー

更衣ロッカー

カード錠

チケット錠

扉を開けて裏側にカードを差
し込まないと使用できないた
め、不正使用が防止できます。
また利用者はお好きな場所
のロッカーが選べます。

券売機で購入した利用券及びICカードを挿すことにより

鍵を閉めることができます。利用者はゲートに利用券、IC

カードをかざすことによりチックイン・チェックアウトが出

来ます。 またフロントでカードを渡す手間が省けます。

木扉と同様のスチール扉バー
ジョンです。スクールや体育
館など多くの共用施設の各種
ロッカーにご利用いただいて
おります。

テンキーダブルロック

「カード」・「暗証番号」・「鍵」に
よる三重ロックなので、防犯性
に非常に優れています。また、
三重ロックなのに扱いやすい
のが特長です。

シリンダー錠
 《木扉》

シリンダー錠
 《スチール扉》

コストパフォーマンスに優れ
たロングセラーキーです。 
幅広く普及しているので操
作性の認知度も高く、メンテ
ナンスも容易です。

コインリターン錠 ダイヤル錠

テンキー錠 （窓あり）

場所固定式IC
キーロッカー

ICチップが埋め込まれたキーとロッカーにより、施
錠・開錠が簡単で使いやすく、セキュリティも万全。
またメンバーのIDも記憶できるので、情報管理ツー
ルやキャッシュレスシステムにも対応します。

ICチップが埋め込まれたキーバンドに
より、お客様にしかロッカー番号はわか
らず、これにより鍵の放置によるロッ
カー内盗難が軽減します。

ICタグの埋め込みができるホルダーです。
既存のロッカーキーを入れるだけで、IC
対応ロッカーになり、ロッカー内盗難も
軽減します。

キャッシュレス可能のキーラインナップ

既存キー

空のホルダー

ホルダーにキーを
装着した状態

IC対応 
キーバンド

IC対応 
キーインタグ
ベルト

弊社の「鍵」はマスターキーが最少で済み、合鍵が作りにくい構造なので管理者にもユーザーにも安心感を提供します。

またシリンダーが簡単に取り替えられ、メンテナンスも容易です。

キャッシュレスシステムを構築する「ICキーロッカー」をはじめとする豊富なバリエーションからユーザーの
利便性を考慮した最適な「鍵」を提案いたします。

錠の種類

対応ロッカー

対応ロッカー

更衣ロッカー・スクールロッカー
・シューズロッカー

更衣ロッカー
対応ロッカー

更衣ロッカー

対応ロッカー

契約ロッカー

コインを投入して施錠し、解
錠後はコインが戻る仕組み。
これにより不正使用が防止
できます。利用者はお好きな
場所のロッカーが選べます。

テンキー錠に利用者のカード
を差し込める窓を取り付けまし
た。それにより、どのロッカーを
使用したかわからなくなった
“うっかり”が軽減します。

利用されるお客様が利用時に
任意の4桁の番号を設定し、そ
の番号をダイヤルに合わせて
施錠、開錠します。長期間利用
のロッカーに最適です。

テンキー錠（窓なし）

メンバーモード、ワンタイム
モードの切り替えができる
防犯性に優れたキーです。 
4桁の数字を入力するだけ
で施錠と解錠ができます。

対応ロッカー

契約ロッカー・更衣ロッカー・
フリーボックス

契約ロッカー・フリーボックス

対応ロッカー

左記のダイヤル錠が少し便利
になりました。施錠後任意で
番号を変える必要がなく、自
動的に0000になるので、より
防犯性が高くなりました。

ワンタイム式
ダイヤル錠

ワンタイム式
ダイヤル錠

メンバーモード、ワンタイム
モードの切替えができ、4桁の
数字をダイヤルに合わせるだ
けで施錠と解錠ができます。
施錠後はダイヤルを変えます。

ロッカー内側
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鍵付コートハンガーなので、お客様も安心していただけ
ます。 15人分のコートが収容可能。 フロントなどでの
「お預り」「お渡し」が不要となるので、煩雑な業務の手間
が省けます。 また、ロッカーにコートを入れる必要がな
いため、ロッカー内のスペースを有効に使えます。

カギ付きで安心設計！
冬の重たいコートもコレで解決！

あらゆる施設において業務に従事するスタッフのために、快適なオフィス環境を整え

ませんか。その規模、スタイルにあわせて多様に提案いたします。
その他、集合施設には欠かせないロッカーのご案内

フリーボックス

ダイヤル式小物用ロッカー

オフィス用ロッカー

《ダイヤルキーロッカー》

《書庫》

障害者用
ロッカー

鍵付きコートハンガー

（重要物保管管理ボックス）

46扉  W900×D401×H1609 20扉  W549×D401×H1609

SA-46BMT
指静脈認証

SA-46ＲＦ
ICカード+暗証番号

SA-46VR
取出番号+暗証番号

W1170～1260×
D450～515×
H1100～1450

SA13SSR

3人用（3列1段：3口）

SA-20VRP
暗証番号＋取出番号

SA-20VR
暗証番号

32扉  W820×D350×H1600

F48SSZ
オートリセット4桁暗証番号式

24扉  W620×D350×H1600
オートリセット4桁暗証番号式

チケット錠
シリンダー錠
コインリターン錠

W780～840×
D450～515×
H1100～1450

SA12SSR

2人用（2列1段：2口）

チケット錠
シリンダー錠
コインリターン錠

F38SSZ

W900×D450×H2,160
質量：83.5Kg

SAHSS-21B

上段／両開き戸
下段／3枚引き戸
+ベース

W900×D450×H2,160
質量：111.0Kg

SAHA-21B

上段／両開き戸
下段／ラテラル
　　　キャビネット3段

W900×D450×H2,160
質量：104.0Kg

SAＳＲ-21B

上段／引き違い戸
下段／引出キャビネット
　　　浅型12段・深型6段

W900×D450×H2,160
質量：78.0Kg

SAH-21B

両引き戸

W900×D515×H1,790
質量：47.8Kg

SAKL3
3人用／3列

W900×D515×H1,790
質量：53.6Kg

SAKL4
4人用／4列

W900×D515×H1,790
質量：49.7Kg

SAKL6
6人用／3列2段

W900×D515×H1,790
質量：56..5Kg

SAKL8
8人用／4列2段

W1450×D500×H1900
（パネル・キャスター含む）

（付属品）
ハンガー（15本）・キャスター・
使用方法のパネル・ナンバープレート・
キーホルダー

リーズナブルで操作が簡単です。
4桁の数字をダイヤルにあわせて施錠するだけで、自動的に
ダイヤルが「0000」になります。

セキュリティーの高さと利便性が求めら
れるフリーボックス(重要物保管管理
ボックス)。
識別方式は指静脈認証、ICカード+暗証
番号、取出番号+暗証番号、暗証番号の
4タイプからお選びいただけます。

車いすに乗った状態では
使いづらかったロッカーを
使いやすく設計しました。

オフィス内の資料・書類を無駄なく整理し、収納。用途にあわせて選べます。
清潔なホワイトカラーで快適空間を創り出します。

従業員人数や、オフィススペースにより多様にお選びいただけます。
ダイヤルキーなので鍵を持ち歩く必要はありません。

使い方は
簡単！

ワイヤーを通す
だけでOK!

《閉め方》 《開け方》

❶ ❷

ダイヤルを「0000」以外の
好きな番号4桁に合わせる。

ツマミをLOCK
に回す。※

※ツマミが回らない事と扉が開かない事を
　確認してください。

❶ ❷

ダイヤルを先ほどの番号
4桁に合わせる。

ツマミをOPEN
に回す。

Other locker Other locker
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株式会社 サラインテリアシステム
http://www.salainterior.com

TOKYO／本社
105-0014  東京都港区芝3-17-15 クリエート三田301

TEL.03-5730-1561 FAX.03-5730-1562

OSAKA
550-0012  大阪市西区立売堀1-7-12 グレース大阪本町ビル202

TEL.06-6536-5131 FAX.06-6536-5132

安心のサポート＆サービス

各種ロッカー

家具

コートハンガー


