




スタイルT-BOX

毎日を変える、毎日が変わる、
ニューノーマルな暮らしをあなたに

昨今、ネットショッピングが普及する中、コロナ禍による外出自粛も影響し、日常的に

宅配サービスを利用する機会が増えています。

また、不在による再配達を減らすことは社会的な課題となっています。

さらに、マンションに設置された共用宅配ボックスから重い荷物や複数の荷物を住戸ま

で運ぶ手間をなくしたい、非対面で手軽に受け取りたいなど、よりスムーズで快適な宅

配利用が求められています。そこで、玄関付近に各戸専用の宅配ボックスを設置し、運

用は提携した配送会社とすることでセキュリティ性を向上させつつ、再配達の発生を抑

えるとともに、居住者の宅配に関するストレスが軽減される商品を開発いたしました。

わが国では、地震以外にも台風や豪雨などにより、各地で大きな被害が発生しており、

災害に備える意識が高まる中、コロナ禍の感染対策などの観点から、建物が安全である

ことを前提に「在宅避難」という選択肢を推奨する自治体が増えています。しかし、

被災時にライフラインが絶たれた状態で過ごすための備えを、限られた居住スペースに

確保するのは困難です。そこで、玄関横に防災備品を収納できる専用スペースを設ける

ことで、居住スペースを圧迫することなく、災害時の在宅避難のニーズに対応いたし

ました。各戸専用のスペースとなっているため、各ご家庭に合わせた防災備品を収納し

ていただけます。

スタイルT-BOXは商票登録済です。



3 つの表面仕上げ

豊富なカラーバリエーション

塗装仕上げ 化粧鋼板化粧鋼板 焼付塗装



外出中 在宅中

ニューノーマルな暮らしをあなたに変わりゆく生活様式に合わせ、利便性、デザイン性を追求

いつのまにか
スタイルT-BOXに荷物が届いている

いつでも
スタイルT-BOXに荷物が届く

宅配サービスを利用する機会が増える中、
受取り対応が出来ないシーンで「スタイル
T-BOX」があなたに代わって荷物を受け取
ります。各住戸の玄関横宅配ボックスまで
荷物が届くため再配達の手間を省き、共用	
宅配ボックスへ荷物を取りに行く必要も	
有りません。

仕事中や旅行中、買い物や散歩中でも
宅配の荷物が各住戸玄関横宅配ボッ	
クスに届いています。
荷物が届くまで外出が出来ずに困る事
はもう有りません。全て「スタイル
T-BOX」にお任せください。
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居住者は、スタイルT-BOX の扉を解錠して
荷物を受け取ります。

電池錠 TebraX は、Tebrakey を
かざして認証するか、蓋をあけて
鍵穴を回すことで、解錠します。

非接触キー認証

Tebrakey

かざす

配達会社が、お届け先の居住者へ
集合玄関機から荷物の配達をお知らせします。

このとき、不在などで応答がない場合は
スタイルT-BOX に配送が行われます。

配送会社が共有部にあるタブレットに
＜配送会社コード※１＞と＜お届け先住戸の部屋番号＞
を入力すると、ワンタイムパスワードが表示されます。
※１ 配送会社コードは業者毎に事前に設定されます

お届け先が複数住戸の場合は、同時に最大 5 件のワン
タイムパスワードを発行可能です。複数のお届け手続
きが一度に行えるので、配送会社の負担も減らすこと
ができます。

配送会社は、ワンタイムパスワードのメモを取った後、
タブレットにある＜セキュリティ解除ボタン＞を押し
ます。
集合玄関の自動ドアが解錠されるので、集合住宅内に
入り、お届け先の玄関横にあるスタイルT-BOX に向か
います。

配送会社コードは
123456、
配送先は
201号室

ワンタイムパスワード
127654
を入力

201号室の
ワンタイムパスワード
127654
をメモ

scene scene

scene

エントランス集合玄関機前

お届け先住戸のTBOX

配送会社 配送会社

居住者

お届け先住戸のスタイルT-BOX の 
電 池 錠 TebraX に 共 用 部 の タ ブ 
レットで発行したワンタイムパス 
ワードを入力するとスタイルT-BOX
の扉が解錠されます。

扉が開いている間はドアチャイムが 
鳴りますので、荷物を投函します。
扉を閉めると自動で施錠されます。
ドアチャイムの音が止まったことを
確認したら、配送完了です。

鍵穴をまわす

お届け先住戸のTBOX

スタイルT-BOX への配送は、セキュリティに配慮し、提携する
配送会社に限られます。
スタイルT-BOX ヘ配送を行うには、提携配送会社ごとに事前
に設定された＜配送会社コード＞と、共有部のタブレットで
発行される＜ワンタイムパスワード＞が必要になります。

共有部タブレット（開発品）
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② 内側ユニットの取り付け

室外側室内側

内部ユニット

スポンジ
シール面

未接着部分を
持ち上げる

（センサー2P線）

接続ケーブル

内側ユニット取付板
(アダプターを介在して固定)

接続コネクタ

外側ユニット

① 外側ユニットの取り付け

室内側

シリンダー

室外側

外側ユニット
(両面テープにて接着)

接続ケーブル

（センサー2P線）

錠ケース
シリンダーカバー

 
TebraXとは、テンキーと非接触 ICの 2種類の認証方式を併用して施解錠可能な電池錠です。

・ICカード、非接触キーなどお好みの IC媒体を併用して、施解錠可能です。（簡易認証モード不可）
・テンキー部をタッチすると、テンキーロックの文字が点灯します。（静電容量方式）
・非常用シリンダー内蔵のため、非常時もメカキーでの施解錠が可能です。
・電池切れとなった場合でも、9V角型乾電池で電源供給が可能です。

 スタイルT-BOX
宅配ボックスと防災備蓄庫の機能を兼ね備えた「スタイルT-BOX」は在宅避難に備え住戸専用の防災備品置き場を確保すると
ともに玄関ドア横に荷物が届く住戸専用ボックスです。
独自の特許技術が生み出すスタイリッシュなデザインと構造は、ステンレス仕様の可動棚を調整する事でゴルフバッグの収納
やトランクルームとしての利用など汎用性を高め、多様なライフスタイルにお応えします。

寸法
戸外ユニット／W：71mm×H：212mm×D：40mm
戸内ユニット／W：71mm×H：165mm×D：43mm（サムターン部69mm）

電源 単３リチウム乾電池×４本

外　寸
ダブル	 W：1,255mm×H：2,000mm×D：435〜565mm
シングル	W：　645mm×H：2,000mm×D：435〜565mm
※欄間は高さサイズ調整可能

内　寸 W：500mm×H：1,600mm×D：400mm
棚板設置寸法 Ｈ：450ｍｍ〜Ｈ：1,400ｍｍ
ドアチャイム 扉が開いている状態でブザー音（電源：単４アルカリ電池×２個）

本体重量 ダブル				105 ｋｇ
シングル	185ｋｇ

荷重制限 棚板　50ｋｇ
棚受　50ｋｇ

電　源 不要

外部リーダ
シリンダーを一度取り外した後、外部リーダを挟み込み、ピンで錠ケースへ固定して取付け、両面テープで固定しています。

内部電動サムターン

付属の取付プレートをピンで錠ケースに固定した後、取付プレートの両面からネジにて取付けられています。
レバーハンドル、本締錠どちらでも装着可能（LC錠、CD錠）。

 フリースペース
防災備蓄庫としての役割

防災への備えとして、専用スペースに防災備品を収納。在宅避難や
共用防災設備とは別に、家庭に合わせた防災備品を設置したいとい
うニーズに対応しました。

その他の活用方法
おおさかパルコープ、白洋舎、Kitchhen	Yell、産直の東都生協、
Alter などの配送サービスの受け取りニーズにに対応しました。

 ドアチャイム
ドアが開くとその場で鳴るドアチャイム

ドアが少しでも開くと、13曲から選んだ音が流れます（「曲」選択時）。又は
3曲から選んだサイレンが嗚ります（「サイレン」選択時。）

※地域によってサービスが異なります。

※欄間・奥行・袖パネル：オーダーメイドでの製作可能。
※サムターン部分70mm奥行きが狭くなります。

詳細は製品ホームページでご確認ください。URL：https://www.revex.jp/

シングルダブル

外形寸法
本体／W：30mm	×D：14	mm×H：127mm
マグネット／W：11mm	×D：7mm	×H：24mm

重量 本体：33g　マグネット：4.4g
素材・材質 ABS	樹脂

②内部ユニットの取り付け①外部ユニットの取り付け
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共用廊下
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※特記なき限り材質　スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板）1.6t とする

※特記なき限り材質　スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板）1.6t とする

姿図 ダブル 断面図 ダブル
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共用廊下

※特記なき限り材質　スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板）1.6t とする

※特記なき限り材質　スチール（溶融亜鉛メッキ鋼板）1.6t とする

姿図 シングル 断面図 シングル

1716



会社名 株式会社	豊明

本社 〒636-0021
奈良県北葛城郡王寺町畠田8丁目 1757-3
TEL	0745-32-7198／ FAX	0745-32-9033

大阪営業所 〒550-0012
大阪市西区立売堀1丁目 9-15　アセントビル６F
TEL	06-6626-9447／ FAX	06-6626-9448

Houmei	Vietnam Room	1010,Block	B2	,Lavida	Plus	Bldg.,1180A	Nguyen	Van	Linh	Str.,
Ward	Tan	Phong	,	Dist	.7	,Ho	Chi	Minh	City,Viet	Nam

設立年月日 平成元年3月

資本金 1,000万円

従業員数 30名

有資格者 2級建築施工管理技士（6名）
ビル用金属建具・CW・積算1級（1名）
ビル用金属建具・CW・積算2級（3名）

建設業許可 奈良県知事（般 -2）第 9618号

URL http://houmei-hsc.com/

スタイルT-BOX
http://styletbox.com
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