
小規模集合住宅向け宅配ボックス

適用世帯数 

 4-８
推奨

セキュリティ重視志向

1世帯1個という選択肢

投 資回収型

専用タイプ
共用タイプ

簡単DIYで増設可能
右開き・左開きに対応

閉じ込め防止機能付き
電源工事不要

後付け設置OK

雨・風に強い



世帯数に応じた組み合わせが可能

共用型の宅配ボックスで多く用いられている暗証 
番号方式の鍵。宅配ドライバーが設定した暗証番号を郵便ポストから 
抜き取り、配達された荷物が盗まれてしまう事件が社会問題として 
ニュースなどで取り上げられていることはご存知かと思います。
当社では、部屋の鍵と同じように1世帯にひとつのボックスと専用 
キーを用意し、盗難などの事故から荷物を守るセキュリティ性を重視 
した提案をいたします。

敷地内のちょっとしたスペース（横幅50ｃｍ×
奥行き1m程度）があれば、屋根・庇が無くても
問題ありません。

連結施工用のノックアウト穴を抜き落として
ネジで固定するだけの簡単DIYです。

設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き 
（標準）から左開きに変更するのも現場作業で 
簡単にドライバー1本でご対応いただけます。

世帯ごとに専用の宅配ボックスを設置するには、 
全世帯数のボックスを用意する必要があります。
しかし、すべての世帯がネット通販で買い物をしているとは限り 
ません。必要な世帯に対してのみ、ボックスを用意してはいかが 
でしょうか？　しかも、有料で…。
専用駐車スペースが有料であるように、専用の宅配ボックスを 
必要な世帯にだけ、有料で貸し出すというリターンが見込める 
投資的な考え方もありなのではないでしょうか？

他社商品 当社宅配KEEPER S

比較項目 複数世帯共有型　暗証番号方式 世帯専用型　専用キー方式

複数世帯での共有 できる できない

盗難（不在連絡票抜き取り） 可能性あり 可能性なし

近隣世帯による荷物の長期放置 可能性あり 可能性なし

暗証番号トラブル（誤字・誤読） 可能性あり 可能性なし

有料化 不向き 適している

将来の増設 メーカーによる 簡単DIY で増設可能

カギの耐久性 雨水に弱い 耐候性あり

扉の左右開き 右開きのみ 左右対応可能

内部からの非常開錠 メーカーによる 対応

カギ番号 必要なし 1000 通り

受取り用印鑑準備 オーナー様 各世帯

アンカー固定 必須 必須

セキュリティ重視志向提案１ 提案2 1世帯1ボックスという選択肢

設置数 1 2 3 4
定価合計金額 68,000 円 123,000 円 178,000 円 233,000 円

宅配KEEPER S 100 サイズ 
型式：TK51-IW-LR 
定価：55,000 円

1 2 3 4

宅配KEEPER S 140 サイズ 
型式：TK52-IW-LR 
定価：68,000 円

ベース 1 列用 
型式：TKB50-110-IW 
定価：13,000 円

1 1 1 1

組合せイメージ

設置数 5 6 7 8
定価合計金額 313,000 円 355,000 円 423,000 円 465,000 円

宅配KEEPER S 100 サイズ 
型式：TK51-IW-LR 
定価：55,000 円

4 6 6 8

宅配KEEPER S 140 サイズ 
型式：TK52-IW-LR 
定価：68,000 円

１ １

ベース 2 列用 
型式：TKB50-210-IW 
定価：25,000 円

1 1 1 1

組合せイメージ

エスディエスからの提案、エスディエスならではの提案! 屋外省スペース設置

組み合わせ事例におけるコスト感の事例 （設置工事含まず）

連結 扉の開閉方向

専用キー方式　操作方法

左開き 右開き
50cm

1m

ドライバー操作 ユーザー操作

1. 
インジケーターが青色になって 
いることを確認する。
つまみを回転して扉を開ける。

2.  
荷物を収納する。

3.  
扉裏側の赤色のつまみを90° 
回転させ扉を閉める。
インジケーターが赤色になって、
扉がロックされる。

1.  
カギを使って、ロックを解除して、中の荷物を 
受取る。

Lock

Open

ノックアウト穴

現在の小規模集合住宅向け宅配ボックスの多くは、ひとつのボックスを複数世帯で共用する 
仕組みを採用しています。全世帯数のボックスを用意する必要がなく、オーナー様の設備投資にかかる予算も 
最小限に抑えることができるからです。

『でも、そのために失われているものもあるのではないか？』 
とエスディエスでは考えました。
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Tel : 0120-74-1003  
Email : sales@world -sds.co.jp
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東京オフィス

〒533-0033　 大阪市東淀川区東中島1-18-22 
　　　　　　　 新大阪丸ビル別館 6階6-5号室 
Tel:06-7670-1003　 Fax:06-7670 -1007

大阪オフィス

https://www.world-sds.co.jp

01201906

・製品は個別梱包でお届けとなります。設置工事及び連結作業はお客様でお願いいたします。・保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。 
・型式／仕様その他の記載内容は、 予告なく変更する場合があります。・価格は全て消費税別の価格です。

注意事項

オプション

TK-LK01
12,000 円

交換用ロック機構
TK-KE01
2,500 円

スペアキー
TK-SE01
3,500 円

部屋番号シールセット

ベース

小規模集合住宅向け宅配ボックス

外形寸法 W450H700×D450mm

質量 21.9kg

カラー IW:アイボリーホワイト

材質 本体：ZAM®　扉：SUS304

収納寸法 W390×H650×D410mm

収納サイズ 140サイズ　（収納容量：100L）

耐荷重 30kg

扉開閉方向 左右入替可能

取付方法 ベース据置き（床面 OR 壁面アンカー施工必須）

TK52-IW-LR
68,000 円

140size タイプ

外形寸法 W450H350×D450mm

質量 14.7kg

カラー IW:アイボリーホワイト

材質 本体：ZAM®　扉：SUS304

収納寸法 W390×H300×D410mm

収納サイズ 100サイズ　（収納容量：47L）

耐荷重 20kg

扉開閉方向 左右入替可能

取付方法 ベース据置き（床面 OR 壁面アンカー施工必須）

TK51-IW-LR
55,000 円

100size タイプ

※ カギ2本付き ※ カギ1本あたり　 
※ 納期1ヶ月

外形寸法 W450×H100×D420mm

質量 4.0kg

カラー IW:アイボリーホワイト

材質 ZAM®

TKB50-110-IW
13,000 円

1 列タイプ

外形寸法 W900×H100×D420mm

質量 7.9kg

カラー IW:アイボリーホワイト

材質 ZAM®

TKB50-210-IW
25,000 円

2 列タイプ

※ 図面、設置説明書は専用ホームページにご用意しております。




