
TransMeister 宅配ボックス［無電源・屋外型］ 好評発売中！！

A

ボタン錠

B

ボタン錠

宅配ボックス

宅配ボックス
［宅配業者様　宅配ボックス使用方法］

●入庫方法
　①ボタン錠のつまみが横になっていることを確認
　②暗唱番号3ケタを入力
　　（プッシュ式：●●●を数字が合うまで押す）

　　■暗証番号は
　　　❶送り状に記載されてている住所欄末尾の記載の暗証番号
　　　　を入力する
　　　　（例：宅配ボックス希望●▲■の「●▲■」）
　　　❷送り状に記載されてている携帯電話に連絡し、依頼主に
　　　　確認する

　③暗証番号が揃ったらつまみを縦にして解錠
　④ボックス内に宅配物を入れる（指定場所がある場合は準ずる）
　⑤ボックス内にセットしてある印鑑で送り状に押印する
　⑥入庫が完了したら扉を閉めボタン錠のつまみを横にする
　⑦ボタン錠の番号を「000」にセットする
　⑧ポストに入庫完了通知書を投函して完了

▲下記の物品は、このボックスに保管する事が出来ません
①重量が30kgを超えるもの
②動物及び植物
③花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等の引火、発火、発揮、爆発のおそれのある危険物、毒物、劇薬、火薬類、不潔な物品等の他の
　荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの、悪臭を発するもの
④麻薬類、他の荷物に被害を及ぼすおそれのあるもの
⑤生鮮食料品、その他腐敗変質のおそれのあるもの
⑥現金及び株券/債券等の有価証券類、宝石、貴金属
⑦再生/代替/補償不可能なもの
⑧再発行が困難なもの（受験票、チケット、パスポート、車検証類、設計図、原稿、写真等）
⑨犯罪の用に供されるもの、危険物（刃物）/不法物品
⑩公序良俗に反するもの
⑪衛生上、人体に害を与えるもの
⑫チルド便（冷蔵便）、冷凍便、生もの
⑬犯罪行為を助長するもの
⑭受取人を特定しないもの
⑮本人が受取りを希望しないもの
⑯入庫した後に、膨張など内部から扉を押されるもの（布団類）
⑰ボックス内部に納まらない大きさのもの
⑱液体が漏れ出るもの
⑲10万円相当額を超える高額なもの（宅配限度額を除く）

▲保管責任
当社は、このボックスに保管される物品の破損、変質、紛失及び盗難等の責任を負いません
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快適ライフの必需品 宅配ボックス！！快適ライフの必需品 宅配ボックス！！
トランスマイスターの宅配ボックスは戸建から集合住宅・事業所まで幅広くご利用できます。

ボタン錠の暗証番号（3ケタ）も自由にカンタン設定できます。
トランスマイスターの宅配ボックスは戸建から集合住宅・事業所まで幅広くご利用できます。

ボタン錠の暗証番号（3ケタ）も自由にカンタン設定できます。

オープン価格
（税別）

トランスマイスター
宅配ボックス
トランスマイスター
宅配ボックス

宅配ボックス導入のメリット

※写真はイメージです。

LOWコスト 一日何度でも
受取可能簡単便利6BOX-Type

●メゾネットタイプ等の小規模アパートにぴったりの宅配ボックスです。
●現在のマンション・アパート経営では「宅配ボックス」は必需品です。
●マンション・アパートのオーナー様の荷物預かり等の煩雑な作業から
　開放されます。
●ボックスの組み立ても容易でボタン錠の暗証番号の設定もカンタン
　です！（裏面参照）

●●●の3つのボタンで
ラクラク解錠・施錠！

暗証番号（3ケタ）の入力！
お好みの暗証番号が簡単
に設定できます。

製造・販売元

【無電源・屋外型】



［表面］

施錠・解錠レバー 施錠・解錠レバー
暗証番号変更用
ガイドユニット

暗証番号設定ボタン
（各色ごとに●～●まで設定できます）0 7

［裏面］

ガイドユニット挿入部分

配　送 入　庫 受　取

着荷確認後、
受取完了です。

ドライバーがお客様からお
聞きしている暗証番号で宅
配BOXに入庫します。

インターホン付近に
附属のご都合の良
いシールを貼ってお
いて下さい。

❶ネット通販等でお買い物 ❷配送業者の
　ドライバーが配送

❸ドライバーが入庫 ❺受取完了❹受領印

良
水

Exp
res
s

暗証番号の設定はボタン錠裏面のガイドユニット挿入部分に附属のガイドユニットをセットし押し付けた状態でお好きな番号を設定するだけで完了す。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

好評発売中！

好評発売中！ 好評発売中！

TransMeister 宅配ボックス ラインナップ
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宅配ボックス
［宅配業者様　宅配ボックス使用方法］

●入庫方法
　①ボタン錠のつまみが横になっていることを確認
　②暗唱番号3ケタを入力
　　（プッシュ式：●●●を数字が合うまで押す）

　　■暗証番号は
　　　❶送り状に記載されてている住所欄末尾の記載の暗証番号
　　　　を入力する
　　　　（例：宅配ボックス希望●▲■の「●▲■」）
　　　❷送り状に記載されてている携帯電話に連絡し、依頼主に
　　　　確認する

　③暗証番号が揃ったらつまみを縦にして解錠
　④ボックス内に宅配物を入れる（指定場所がある場合は準ずる）
　⑤ボックス内にセットしてある印鑑で送り状に押印する
　⑥入庫が完了したら扉を閉めボタン錠のつまみを横にする
　⑦ボタン錠の番号を「000」にセットする
　⑧ポストに入庫完了通知書を投函して完了

▲下記の物品は、このボックスに保管する事が出来ません
①重量が30kgを超えるもの
②動物及び植物
③花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等の引火、発火、発揮、爆発のおそれのある危険物、毒物、劇薬、火薬類、不潔な物品等の他の
　荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの、悪臭を発するもの
④麻薬類、他の荷物に被害を及ぼすおそれのあるもの
⑤生鮮食料品、その他腐敗変質のおそれのあるもの
⑥現金及び株券/債券等の有価証券類、宝石、貴金属
⑦再生/代替/補償不可能なもの
⑧再発行が困難なもの（受験票、チケット、パスポート、車検証類、設計図、原稿、写真等）
⑨犯罪の用に供されるもの、危険物（刃物）/不法物品
⑩公序良俗に反するもの
⑪衛生上、人体に害を与えるもの
⑫チルド便（冷蔵便）、冷凍便、生もの
⑬犯罪行為を助長するもの
⑭受取人を特定しないもの
⑮本人が受取りを希望しないもの
⑯入庫した後に、膨張など内部から扉を押されるもの（布団類）
⑰ボックス内部に納まらない大きさのもの
⑱液体が漏れ出るもの
⑲10万円相当額を超える高額なもの（宅配限度額を除く）

▲保管責任
当社は、このボックスに保管される物品の破損、変質、紛失及び盗難等の責任を負いません
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宅配ボックス
［宅配業者様　宅配ボックス使用方法］

●入庫方法
　①ボタン錠のつまみが横になっていることを確認
　②暗唱番号3ケタを入力
　　（プッシュ式：●●●を数字が合うまで押す）

　　■暗証番号は
　　　❶送り状に記載されてている住所欄末尾の記載の暗証番号
　　　　を入力する
　　　　（例：宅配ボックス希望●▲■の「●▲■」）
　　　❷送り状に記載されてている携帯電話に連絡し、依頼主に
　　　　確認する

　③暗証番号が揃ったらつまみを縦にして解錠
　④ボックス内に宅配物を入れる（指定場所がある場合は準ずる）
　⑤ボックス内にセットしてある印鑑で送り状に押印する
　⑥入庫が完了したら扉を閉めボタン錠のつまみを横にする
　⑦ボタン錠の番号を「000」にセットする
　⑧ポストに入庫完了通知書を投函して完了

▲下記の物品は、このボックスに保管する事が出来ません
①重量が30kgを超えるもの
②動物及び植物
③花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等の引火、発火、発揮、爆発のおそれのある危険物、毒物、劇薬、火薬類、不潔な物品等の他の
　荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの、悪臭を発するもの
④麻薬類、他の荷物に被害を及ぼすおそれのあるもの
⑤生鮮食料品、その他腐敗変質のおそれのあるもの
⑥現金及び株券/債券等の有価証券類、宝石、貴金属
⑦再生/代替/補償不可能なもの
⑧再発行が困難なもの（受験票、チケット、パスポート、車検証類、設計図、原稿、写真等）
⑨犯罪の用に供されるもの、危険物（刃物）/不法物品
⑩公序良俗に反するもの
⑪衛生上、人体に害を与えるもの
⑫チルド便（冷蔵便）、冷凍便、生もの
⑬犯罪行為を助長するもの
⑭受取人を特定しないもの
⑮本人が受取りを希望しないもの
⑯入庫した後に、膨張など内部から扉を押されるもの（布団類）
⑰ボックス内部に納まらない大きさのもの
⑱液体が漏れ出るもの
⑲10万円相当額を超える高額なもの（宅配限度額を除く）

▲保管責任
当社は、このボックスに保管される物品の破損、変質、紛失及び盗難等の責任を負いません
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①配送業者や商品納入業者に宅配ボックスの暗唱番号（3ケタ）をお伝えください。
②大手通販サイトでは送付先住所登録に新規で末尾に「宅配ボックス内000」を加えたものを追加登録してください。

※宅配ボックスの暗唱番号です。（例えば、〒733-0821　広島市西区庚午北4丁目2-13　宅配ボックス内000）

配送側に宅配ボックスの暗証番号を伝える方法

宅配業者様へ
不在時には宅配ボックスに

入れてください

宅配業者様へ
不在時には宅配ボックスに

入れてください

宅配業者様へ
不在時には携帯電話に
連絡してください

お留守の時はお留守の時は

写真はイメージです。
※TM宅配ボックスは、取扱説明書をよくお読み頂き正しくお使いください。

TransMeister 宅配ボックス［無電源・屋外型］TransMeister 宅配ボックス［無電源・屋外型］

あなたの快適ライフを応援します！！あなたの快適ライフを応援します！！
トランスマイスターの宅配ボックスは快適ライフの必須アイテムです。トランスマイスターの宅配ボックスは快適ライフの必須アイテムです。
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宅配ボックス

宅配ボックス
［宅配業者様　宅配ボックス使用方法］

●入庫方法
　①ボタン錠のつまみが横になっていることを確認
　②暗唱番号3ケタを入力
　　（プッシュ式：●●●を数字が合うまで押す）

　　■暗証番号は
　　　❶送り状に記載されてている住所欄末尾の記載の暗証番号
　　　　を入力する
　　　　（例：宅配ボックス希望●▲■の「●▲■」）
　　　❷送り状に記載されてている携帯電話に連絡し、依頼主に
　　　　確認する

　③暗証番号が揃ったらつまみを縦にして解錠
　④ボックス内に宅配物を入れる（指定場所がある場合は準ずる）
　⑤ボックス内にセットしてある印鑑で送り状に押印する
　⑥入庫が完了したら扉を閉めボタン錠のつまみを横にする
　⑦ボタン錠の番号を「000」にセットする
　⑧ポストに入庫完了通知書を投函して完了

▲下記の物品は、このボックスに保管する事が出来ません
①重量が30kgを超えるもの
②動物及び植物
③花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等の引火、発火、発揮、爆発のおそれのある危険物、毒物、劇薬、火薬類、不潔な物品等の他の
　荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの、悪臭を発するもの
④麻薬類、他の荷物に被害を及ぼすおそれのあるもの
⑤生鮮食料品、その他腐敗変質のおそれのあるもの
⑥現金及び株券/債券等の有価証券類、宝石、貴金属
⑦再生/代替/補償不可能なもの
⑧再発行が困難なもの（受験票、チケット、パスポート、車検証類、設計図、原稿、写真等）
⑨犯罪の用に供されるもの、危険物（刃物）/不法物品
⑩公序良俗に反するもの
⑪衛生上、人体に害を与えるもの
⑫チルド便（冷蔵便）、冷凍便、生もの
⑬犯罪行為を助長するもの
⑭受取人を特定しないもの
⑮本人が受取りを希望しないもの
⑯入庫した後に、膨張など内部から扉を押されるもの（布団類）
⑰ボックス内部に納まらない大きさのもの
⑱液体が漏れ出るもの
⑲10万円相当額を超える高額なもの（宅配限度額を除く）

▲保管責任
当社は、このボックスに保管される物品の破損、変質、紛失及び盗難等の責任を負いません
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宅配ボックス
［宅配業者様　宅配ボックス使用方法］

●入庫方法
　①ボタン錠のつまみが横になっていることを確認
　②暗唱番号3ケタを入力
　　（プッシュ式：●●●を数字が合うまで押す）

　　■暗証番号は
　　　❶送り状に記載されてている住所欄末尾の記載の暗証番号
　　　　を入力する
　　　　（例：宅配ボックス希望●▲■の「●▲■」）
　　　❷送り状に記載されてている携帯電話に連絡し、依頼主に
　　　　確認する

　③暗証番号が揃ったらつまみを縦にして解錠
　④ボックス内に宅配物を入れる（指定場所がある場合は準ずる）
　⑤ボックス内にセットしてある印鑑で送り状に押印する
　⑥入庫が完了したら扉を閉めボタン錠のつまみを横にする
　⑦ボタン錠の番号を「000」にセットする
　⑧ポストに入庫完了通知書を投函して完了

▲下記の物品は、このボックスに保管する事が出来ません
①重量が30kgを超えるもの
②動物及び植物
③花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等の引火、発火、発揮、爆発のおそれのある危険物、毒物、劇薬、火薬類、不潔な物品等の他の
　荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの、悪臭を発するもの
④麻薬類、他の荷物に被害を及ぼすおそれのあるもの
⑤生鮮食料品、その他腐敗変質のおそれのあるもの
⑥現金及び株券/債券等の有価証券類、宝石、貴金属
⑦再生/代替/補償不可能なもの
⑧再発行が困難なもの（受験票、チケット、パスポート、車検証類、設計図、原稿、写真等）
⑨犯罪の用に供されるもの、危険物（刃物）/不法物品
⑩公序良俗に反するもの
⑪衛生上、人体に害を与えるもの
⑫チルド便（冷蔵便）、冷凍便、生もの
⑬犯罪行為を助長するもの
⑭受取人を特定しないもの
⑮本人が受取りを希望しないもの
⑯入庫した後に、膨張など内部から扉を押されるもの（布団類）
⑰ボックス内部に納まらない大きさのもの
⑱液体が漏れ出るもの
⑲10万円相当額を超える高額なもの（宅配限度額を除く）

▲保管責任
当社は、このボックスに保管される物品の破損、変質、紛失及び盗難等の責任を負いません
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宅配ボックス
［宅配業者様　宅配ボックス使用方法］

●入庫方法
　①ボタン錠のつまみが横になっていることを確認
　②暗唱番号3ケタを入力
　　（プッシュ式：●●●を数字が合うまで押す）

　　■暗証番号は
　　　❶送り状に記載されてている住所欄末尾の記載の暗証番号
　　　　を入力する
　　　　（例：宅配ボックス希望●▲■の「●▲■」）
　　　❷送り状に記載されてている携帯電話に連絡し、依頼主に
　　　　確認する

　③暗証番号が揃ったらつまみを縦にして解錠
　④ボックス内に宅配物を入れる（指定場所がある場合は準ずる）
　⑤ボックス内にセットしてある印鑑で送り状に押印する
　⑥入庫が完了したら扉を閉めボタン錠のつまみを横にする
　⑦ボタン錠の番号を「000」にセットする
　⑧ポストに入庫完了通知書を投函して完了

▲下記の物品は、このボックスに保管する事が出来ません
①重量が30kgを超えるもの
②動物及び植物
③花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等の引火、発火、発揮、爆発のおそれのある危険物、毒物、劇薬、火薬類、不潔な物品等の他の
　荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの、悪臭を発するもの
④麻薬類、他の荷物に被害を及ぼすおそれのあるもの
⑤生鮮食料品、その他腐敗変質のおそれのあるもの
⑥現金及び株券/債券等の有価証券類、宝石、貴金属
⑦再生/代替/補償不可能なもの
⑧再発行が困難なもの（受験票、チケット、パスポート、車検証類、設計図、原稿、写真等）
⑨犯罪の用に供されるもの、危険物（刃物）/不法物品
⑩公序良俗に反するもの
⑪衛生上、人体に害を与えるもの
⑫チルド便（冷蔵便）、冷凍便、生もの
⑬犯罪行為を助長するもの
⑭受取人を特定しないもの
⑮本人が受取りを希望しないもの
⑯入庫した後に、膨張など内部から扉を押されるもの（布団類）
⑰ボックス内部に納まらない大きさのもの
⑱液体が漏れ出るもの
⑲10万円相当額を超える高額なもの（宅配限度額を除く）

▲保管責任
当社は、このボックスに保管される物品の破損、変質、紛失及び盗難等の責任を負いません

！

！

C

ボタン錠

D

ボタン錠

購入から納品までの流れ

ボタン錠の暗証番号設定方法

再配達不要 対面受取不要 24時間受取

［寸法図］ ［寸法図］
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宅配ボックス使用説明書

宅配業者用受領印

受領印受入ボックス

ドライバーは宅
配BOXの裏扉に
設置してある認
印で、受領印を
頂きます。受領
伝票は下の受領
ボックスに入れ
て下さい。

予約販売中!

パーキングサポート合同会社
TEL.045－548－8189　FAX.045－548－8190

〒223-0064　神奈川県横浜市港北区下田町6-30-27

2018.05

お問い合わせ・
お見積り・ご注文は


