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アルファブランドの

ロッカーで

快適な暮らし。

Comfortable life with 

ALPHA Brand Locker.

様
々
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

駅・空港
展示場

Station, Airport
Exhibition hall

店 舗
Shop

オフィス
Office

学 校
School

プール
体育館
Pool

Gymnasium

美術館
図書館
Art Museum
Library

ゴルフ場
Golf Course

サウナ
スポーツクラブ

Sauna
Fitness club

温浴施設
Public Bath

ホテル
Hotel

O
ur locker show

s its advantage in a variety of m
arkets.
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「
キ
ー
＆
ロ
ッ
ク
」
が
私
た
ち
の
原
点
。

そ
し
て
、
安
全
・
便
利
で
あ
る
こ
と
。

指静脈認証式
フリーボックス

空きロッカー案内システム

電子マネー決済対応
AIT ロッカー

住宅・産業用ロック
事業

Housing Hardware & Industrial Locks

自動車部品
事業

Automobile Parts

ロッカーシステム
事業

Locker System

駅のロッカーをネットワーク化することで
お互いの利用状況が確認できます。

コインロッカーケーシング
硬貨の検銭機構とロック機構を兼ねそなえた
コインロッカーの心臓部品

Coin Lock
The key part of a coin locker equipped with a 
coin selector and locking mechanism

Empty Locker Guidance System
Networking lockers around a station allows 
you to confirm which lockers are in use.

AIT Locker
Compatible with e-money

Free Box
Equipped with finger vein 
authentication technology

ALPHA Group is a general lock manufacturer, 
with "Key & Lock"; the basis of our technology

Since our establishment in 1923, ALPHA group has 
provided key and lock products for a wide range of 
market such as automobile, recreation faci l it ies, 
housing, and industrial hardware. We endeavor to 
defend your daily lives by providing our key and lock 
products with safety, ease, and convenience through 
our "Key & Keyless" technology.

Comfortable life with a keyless locker

The "Keyless Locker" eases your worry about the safety 
of a lock, and provides ease and comfort. In recent 
years, we have continued to develop easier and more 
convenient products such as:

- A locker which allows you to use an IC card/E-money 
for payment and authentication

- A safe box equipped with a biometric authentication 
system

Practical application of "Empty Locker 
Guidance System" for the first time in Japan

We are promoting the introduction of "Empty Locker 
Guidance System", which allows you to confirm which 
lockers are in use on a real-time basis. This system is 
realized by networking each locker and shows its 
advantage in sites where lockers are frequently used.

The pioneer company of lockers

We have been a leading company of locker systems by 
provid ing new product s  one a f t e r  a nother  a nd 
cultivating new markets since we started manufacturing 
and selling coin lockers for the first time in Japan. All 
of our products are manufactured under that philosophy 
that we are a specialized manufacturer of "Key & 
Lock".

1923年（大正12年）の創業以来、アルファ

グループはクルマ、レジャー施設、住まい、

産業機器など鍵に関わる様々な分野にキー

＆ロック商品を提供してきました。 私たち

は「キー＆キーレス」技術を駆使し安全・安

心・利便性を兼ねそなえた商品で日々の暮

らしを守り続けます。

ロッカーシステム事業は日本で初めてコイ

ンロッカーの製造・販売を開始してから、今

日まで数多くの商品、新たな市場を開拓す

ることで常に市場をリードしてきました。

「キー＆ロック」の専門メーカーという視点

での取り組みとポリシーが全ての商品に生

かされています。

鍵の安全性に、安心と快適性をプラスする

のが「キーレスロッカー」です。 近年では広

く普及するICカード電子マネーで決済と本

人認証ができるロッカーや、生体認証によ

り本人認証をする貴重品保管ボックスなど

安心と利便性を一層向上させる商品の開発

を積極的に進めています。

お客様自身でロッカーの利用状況をリアル

タイムで確認することができる「空きロッ

カー案内システム」の導入を進めています。

これは、ロッカー間をネットワーク構築する

ことで実現した機能です。特にロッカーの利

用頻度が高いロケーションで活躍します。

アルファグループはキー＆
ロックの総合ロックメーカー

ロッカーのパイオニア企業

キーレス商品で快適なくらし

日本初「空きロッカー案内
システム」を実用化

A
nd being safe and convenient.

"K
ey &

 L
ock" - O

ur origin.
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設計部門

製造部門

営業部門

サービス部門

1964年（昭和39年）、日本で初めてコインロッカー

の製造・販売をはじめて以来、無人でお荷物の預け入れ

ができるコインロッカーは駅をはじめ全国のレジャー

施設など様々な場所へ普及しました。

お客様の大切なお荷物をお預かりし、そこからはじ

まる快適な時間を安心して過ごしていただくことが

ロッカービジネスの原点であり、役割であると考えま

す。私たちはこれからも高度な技術と高いセキュリティ

性を兼ねそなえた商品づくりにより、お客様の安心と

快適な暮らしをサポートします。

The first coin locker in Japan

Since we started manufacturing and selling coin lockers for the 

first time in Japan in 1964. We have spread across a variety of 

sites such as stations or recreational facilities.

We believe it is our or igin and role in business to give our 

customers comfortable time by offering safe place for their 

precious belongings. As in the past from now on, we support the 

safe and comfortable lives of our customers by offering our 

product with high technology and security.

We respond to customers' requests with our 
in-house integrated operation system.

From development, manufactur ing, and sales, to 
after-sales services, we have established an in-house 
integrated operation system. As a leading company of 
lockers,  we have an idea l envi ronment to sha re 
customers' needs among the whole company and to 
respond to them promptly.

Quality in safety, reliable support

A locker is required high quality because it contributes 
a long period of time to our customers. To meet these 
requirements, we carry out strict quality control from 
manufacturing to shipment. In addition, from the 
instal lat ion to daily maintenance, we respond to 
customers' requests promptly and considerately , 
establishing a technical support system anywhere in 
Japan.

昭和39年当時のコインロッカー
coin locker in 1964

アルファブランドの商品および

サービスを提供し、お客様に最高

の満足「安全・安心・利便性」を

お届けする。

経営理念

日本初のコインロッカー

We shall provide ALPHA brand products and 

service to offer customers the best satisfaction 

( security, relief, and  convenience ).

Our management philosophy

ロッカーは長期間にわたりお客様と時間を

共にする商品ですから高い品質が求められ

ます。そのため、厳しい品質管理体制のもと

製造から出荷まで製品管理を行っていま

す。また、導入から保守点検など、全国に広

がるサポート体制を構築し迅速できめ細や

かな対応をいたします。

安全品質と安心サポート

開発、製造、販売、サービスに至るまで自社

で対応する一貫体制を構築しています。

ロッカー分野のリーディングカンパニーとし

て、お客様のニーズを瞬時にキャッチし、即

座に社内展開できる理想的な環境を整えて

います。

自社一貫体制でお客様の
ご要望にお応えします

一
貫
体
制
で
お
応
え
し
ま
す
。

販売店・サービス代行店

本社・工場

営業所
Head Office / Factory

Sales Office

Distributor
/ Locker Service Agency

W
e respond by our integrated operation system

.
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