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上質な 1日を過ごすための

最高のセキュリティ。

人体の特徴を利用する生体認証装置
を搭載し、さらなる安全と安心を追
求しました。

＊BM-T、BM-FPシリーズに搭載

1987年に初代機を開発してから常
に市場をリードし続け、数多くの施
設でご採用いただいています。

1964年に日本で初めてコインロッ
カーの製造、販売をはじめたロッカー
メーカーのパイオニアです。

最上級の生体認証 信頼と実績 ロッカー専門メーカー
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21扉

120mm

89mm
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＊両側面にあり

100mm

背面

コンセント位置

扉の木目シート貼り例

看板取り付け例
（46扉用タイプ）

A4書類対応

選べる認証方式
最新の個人生体認証をはじめ、５種類の認証方式をラ
インナップしました。お客様の運用方法に最適な機種
をお選びいただけます。

安心のアフター体制
全国サービスネットワークで、迅速に対応いたします。
安心の各種保守契約プランをご用意しております。
ご購入後1年間は当社にて盗難保険を負担いたします。

インテリアとの調和
壁面へスッキリと納めて内装との調和をはかります。
扉や本体へのシート貼りにも対応いたします。

地球に優しい
レシート（紙）が不要になったことで、紙の利用が無く
なりゴミを出すこともなくなりました。

＊壁面へ埋め込む場合、コンセント位置、ロッカーとのクリアランスなど
事前のお打ち合わせが必要となります。

選べる扉数とボックスサイズ
46 扉、26扉、21扉の 3タイプがあります。
大きめのA4書類が入る機種もラインナップしました。

操作説明看板
本体上部に取り付ける L字看板が付属します。
壁面貼り付け用の平板タイプもあります。

・46、21扉用看板サイズ：W800 x H340（300)
・26扉用看板サイズ：W530 x H220
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生体認証

指静脈認証 指紋認証

指定番号 バーコード 非接触 IC

BM-Tシリーズ BM-FPシリーズ

VRシリーズ BDシリーズ RFシリーズ

（適合機種：BM-T、BM-FP、BD、RFシリーズ）

＊カッコ内はBM-T、BM-FPの場合



BM-T
シリーズ

FB-46BM-T（46扉）
FB-21BM-T（21扉）
FB-26BM-T（26扉）

指静脈

FB-46BM-T

認証

※１．設定により暗証番号を併用するダブル認証も可能

大手金融機関ATMで採用の認証装置を搭載

指の中にある静脈パターンを読み取って本人認証
をするため、悪質な成りすましや偽造に対し極め
て高いセキュリティ性を確保します。BM-Tシリー
ズには金融機関の ATM でも採用されている日立
オムロンターミナルソリューションズ株式会社製の
指静脈認証装置を搭載しています。セキュリティ
性が高いからこそフリーボックスで唯一シングル認
証を可能にしています。

■　扉番号を覚えておく必要がありません

■　ハイセキュリティの指静脈認証によりシングル認証を実現

■　設定により暗証番号を併用したダブル認証にも対応

＊画像はイメージ

運用方法により操作方法は若干異なります。

レシートも暗証番号もいらない
指静脈で最上級のセキュリティ。

※1

■　滞留物を扉のランプで確認できます

■　タッチパネルと音声ガイダンスで操作性をアップ

■　利用履歴3,000 件の記録・確認ができます

＊利用する方の指の状態（絆創膏や指の汚れ、
傷病など）によっては認証できない場合が
あります。

46扉
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液晶タッチ画面表示イメージ

ご利用方法

預け入れ

「預け入れ」を押す 利用する扉番号を
入力する

指静脈パターンを
登録する

「取り出し」を押す 指静脈パターンを
照合する

荷物を取り出す

荷物を入れる

取り出し



BM-FP
シリーズ

FB-46BM-FP

認証

FB-46BM-FP（46扉）
FB-21BM-FP（21扉）
FB-26BM-FP（26扉）

指紋
+ ICカード

指紋と    カードによる
安心のダブル認証。

暗証番号が不要なので忘れる心配なし

荷物の取り出し時に登録した指紋データと比較
して本人であることを確認し、併せてゴルフ場
のスコアカードホルダーなどに入れた IC カード
をカード受信部にかざして認証を行うダブル認
証により高いセキュリティ性を確保します。も
う暗証番号を覚えておく必要がありません。

運用方法により操作方法は若干異なります。

+

指 紋 IC（カード）

■　扉番号を覚えておく必要がありません

■　指紋と ICカードによるダブル認証を実現

■　レシートも暗証番号も必要ありません

■　滞留物を扉のランプで確認できます

■　タッチパネルと音声ガイダンスで操作性をアップ

■　利用履歴3,000 件の記録・確認ができます

＊利用する方の指の状態（絆創膏や指の汚れ、
傷病など）によっては認証できない場合が
あります。

＊ICカードの仕様や規格についてはお問い合
わせください。

46扉

5

801
IC

液晶タッチ画面表示イメージ

ご利用方法

預け入れ

ICカードをタッチする 利用する扉番号を
入力する

指紋を登録する

ICカードをタッチする 指紋を照合する 荷物を取り出す

荷物を入れる

取り出し

IC



FB-46VR（46扉）
FB-21VR（21扉）
FB-26VR（26扉）

FB-46VR

VR
シリーズ

暗証番号

暗証番号と指定番号による
安心のダブル認証。

■　滞留物を扉のランプで確認できます

■　レシート印字スピード30%アップ（当社比）

■　２つの番号でセキュリティ性を高めるダブル認証を採用

■　暗証番号入力時の盗み見を防ぐカバーを装備

■　液晶画面と音声ガイダンスで操作をご案内します

■　利用履歴3,000 件を記録してレシートに印刷が可能

二重のチェックで本人確認
預け入れ時に発行するレシートに 3
桁の指定番号が印刷されます。取り
出し時にはこの指定番号と利用者が
登録した暗証番号の２つの番号を入
力することで本人確認を行います。
万が一、暗証番号を知られたとして
もこの指定番号がわからなければ扉
を開けることができません。

＊防犯のため暗証番号の登録時は背後に人が
いないことを十分お確かめください。

＊暗証番号は容易に推測できる番号や、キャッ
シュカードなどの暗証番号は使用しないで
ください。

+ 指定番号

46扉

+
1 2 3

4 5 6

7 8 9

ボックス番号：　０１７

暗証番号　　：　＊＊＊＊

指定番号　　：　３９２

日時：　０９年０８月０９日

時刻：　１６：２０

指定番号暗証番号

6

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 ＃

ご利用方法

預け入れ

利用する扉番号と暗
証番号を入力する

レシートの指定番
号を入力する

荷物を取り出す

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 ＃

扉番号と暗証番号を
入力する

取り出し

扉番号を⼊⼒

＿ ＿ ＿

扉番号１２３
暗証番号を登録

＿ ＿ ＿ ＿

運用方法により操作方法は若干異なります。

液晶画面表示イメージ

荷物を入れる レシートを受け取る



FB-46BD（46扉）
FB-21BD（21扉）
FB-26BD（26扉）

FB-46RF（46扉）
FB-21RF（21扉）
FB-26RF（26扉）

BD
シリーズ

バーコード
+ 暗証番号

RF
シリーズ

IC カード
+ 暗証番号
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ゴルフ場のバーコード付きのスコアカードホルダーな
どと利用者が登録する暗証番号の２つの ID で本人確
認を行うため、セキュリティ性が大幅にアップしまし
た。施設内のバーコードを使った精算システムとの連
動も可能です。

ICカード（チップ）を内蔵したゴルフ場のスコアカー
ドホルダーなどと利用者が登録する暗証番号の２つの
ID で本人確認を行うため、セキュリティ性が大幅に
アップしました。施設内の IC カードを使った精算シ
ステムとの連動も可能です。

＊防犯のため暗証番号の登録時は背後に人が
いないことを十分お確かめください。

＊暗証番号は容易に推測できる番号や、キャッ
シュカードなどの暗証番号は使用しないで
ください。

＊バーコードの仕様や規格についてはお問い
合わせください。

＊防犯のため暗証番号の登録時は背後に人が
いないことを十分お確かめください。

＊暗証番号は容易に推測できる番号や、キャッ
シュカードなどの暗証番号は使用しないで
ください。

＊ICカードの仕様や規格についてはお問い合
わせください。

+
1 2 3

4 5 6

7 8 9

バーコード 暗証番号

1009

10
09

+

IC 暗証番号

1 2 3

4 5 6

7 8 9

80
9

809
IC

バーコードと暗証番号による
安心のダブル認証。

　 カードと暗証番号による
安心のダブル認証。

46扉

46扉

FB-46BD

FB-46RF

■　滞留物を扉のランプで確認できます

■　暗証番号入力時の盗み見を防ぐカバーを装備

■　利用履歴 3,000 件の記録・確認ができます

■　滞留物を扉のランプで確認できます

■　暗証番号入力時の盗み見を防ぐカバーを装備

■　利用履歴 3,000 件の記録・確認ができます

IC
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09F-5000-R0AT / 09D-014CT-01

http://www.alpha-locker.com

■本社
〒236-0004　神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8

●営業部 首都圏営業課　TEL : 045-787-8421　FAX : 045-787-7406

　　　　 サービス部　   TEL : 045-787-8435　FAX : 045-787-8438
●営業所／ 仙　台　TEL : 022-782-8981　大　阪　TEL : 06-6241-5080

福　岡　TEL : 0930-23-8893

館林分室　　　TEL : 0276-73-2140

FB-46BM-T：46扉
FB-21BM-T：21扉
FB-26BM-T：26扉

46扉タイプ

W127 x H86 x D285 (mm) W244 x H112 x D335 (mm) W127 x H86 x D285 (mm)

お問い合わせ先（担当者名刺）

21扉タイプ 26扉タイプ

FB-46BM-FP：46扉
FB-21BM-FP：21扉
FB-26BM-FP：26扉

FB-46VR：46扉
FB-21VR：21扉
FB-26VR：26扉

FB-46BD：46扉
FB-21BD：21扉
FB-26BD：26扉

FB-46RF：46扉
FB-21RF：21扉
FB-26RF：26扉

指静脈（＋暗証番号）

あり

本体：ブラックメタリック（帝国インキSP 571 相当）
扉：ステンレスカバー（ヘアライン調）

本体：アイボリー（日塗工C25-85A相当）　
扉：ベージュ（日塗工C22-70D相当）

待機時：最大 12W　　動作時：最大 30W 待機時：最大 15W　　動作時：最大 50W

AC100V±10%（50/60Hz）

定格感度電流 15mA高速型

第D種接地相当

室内垂直設置 室内垂直設置

室内垂直設置

動作温度：5～40℃
動作湿度：15～85%RH

あり あり なし なし

指紋＋ICカード 暗証番号 +指定番号 バーコード＋暗証番号 ICカード＋暗証番号

液晶タッチパネル 液晶タッチパネル 液晶画面 +プッシュボタン 液晶画面 +プッシュボタン 液晶画面 +プッシュボタン

ラインナップ

型式と扉数

認証方式

操作画面

音声ガイダンス

過去 3,000 件を記録 過去3,000 件の記録・印刷 過去 3,000 件を記録利用履歴

消費電力

電　源

漏電ブレーカー

接　地

使用環境

扉　数

外　観

設置スペース寸法

ボックス内寸法

W900 x H1609 x D300 (mm) W900 x H1609 x D350 (mm) W549 x H1612 x D300 (mm)本体外形寸法

約 140kg 約 129kg 約 97kg質　量

カラーリング

外観仕様

仕様

BM-Tシリーズ BM-FPシリーズ VRシリーズ BDシリーズ RFシリーズ

✻商品改良のため外観・仕様などを予告なく変更する場合があります。
✻印刷の関係上、カタログと実際の色とは多少異なる場合があります。
✻このカタログは 2009年６月現在のものです。

＊液晶画面への表示が可能
＊別売プリンタを接続すれば印刷が可能 ＊別売プリンタを接続すれば印刷が可能

＊但し結露無きこと

＊認証部の外観はシリー
　ズにより異なります。

動作温度：5～35℃
動作湿度：45～85%RH

＊但し結露無きこと 動作温度：5～35℃　　動作湿度：20～65%RH
＊但し結露無きこと

設置スペース設置スペース 設置スペース




