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•有限会社ロックマン
九州を設立

•キーブランク、キー
マシンの製造開始

•屋外対応の非接触
カードリーダ開発製
造

•メガクロスシリン
ダー開発製造

•自 社 ビ ル 購 入。
ショールーム開設

•LK-5000（SD カ ー
ド仕様の履歴管理シ
ステム）開発

•東京営業所設立。関
東地区販売開拓

•LC-MEM2480（バ
イトロックユニット
付電磁錠）実用新案
登録

•ロックマン九州と合
併、施工・販売力の
強化
•台湾 LOCK 協会と
交流会を始める

•U9 専用機 009-C10
開発
•009S がキーマシン
販売実績 2000 台を
超える

•PC 制御のディンプ
ルキー作製マシン 
Futura One 販売開
始

•ロックマンジャパン
株式会社を設立

•電磁錠の販売開始
•赤外線付監視カメラ
の販売開始

•大阪営業所設立。関
西地区販売開拓

•幼稚園、学校門扉管
理システム販売開始

•SAS-100（入退出管
理ソフト）開発

•LK-3000（フェリカ
対応非接触カード
リーダ）開発

•LC-EW3500（警 報
機能付電磁錠）実用
新案登録

•東京営業所、大阪営
業所移設。ショー
ルーム開設
•マンション共用玄関
用リーダ GM-2000
販売開始

•世界 No.1 キーマシ
ンメーカー シルカ
社と日本代理店の契
約

•デジタルロック販売
開始
•ID-502 開発

•VOLCA LOCK、
キーマシンを韓国へ
輸出を始める。韓国
ショールーム開設
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沿革
History

講習会
Temporary School

本社 3Fショールームで定期的に講習会を実施しております。講習内容は電磁錠、コントローラー機器、リーダ、
管理ソフト、監視カメラ、DVR、実践的な設定、施工、配線方法、販売方法など弊社のノウハウを分かり易く
説明致します。

展示会
Exhibition

全国のお得意様へ新製品案内と交流を
深める為、東京ビッグサイトで開催さ
れますセキュリティーショーへ 9 年
続けて出展しています。
また、国際福祉機器展や JAPAN DIY 
HOMECENTER SHOW 等多くの展
示会に出展しています。
様々な分野の皆様から貴重なアドバイ
スを賜り大変有難く思っております。

会社名......... ロックマンジャパン株式会社
代表者......... 瀬ノ口耕治
所在地.........東京営業所

〒140-0011東京都品川区東大井5丁目11-3三津広ビル4F
 大阪営業所

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 1-15-1-1F
 本社

〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6
創業年月 ..... 1980 年 4 月
資本金......... 1000 万
事業内容 ..... セキュリティー機器製造販売
取引銀行 ..... 鹿児島銀行、鹿児島信用金庫

主な取引先 ....セコム株式会社、綜合警備保障株式会社、セントラル警備保
障株式会社、川崎重工業株式会社、金剛株式会社、株式会社
天童木工、株式会社クマヒラ、株式会社長沢製作所、日本フ
ルハーフ株式会社、三和シャッター工業株式会社、日軽パネ
ルシステム株式会社、アツミ電氣株式会社、杉田エース株式
会社、株式会社日本ロックサービス、株式会社栃木屋、株式
会社アイアイ、野原産業株式会社、株式会社長谷工コーポレー
ション、株式会社穴吹コミュニティー、株式会社穴吹ハウジ
ングサービス、株式会社ジャクエツ、DCM ホールディング
ス株式会社、株式会社ナフコ、株式会社ジェイクライプ

※順序不同・敬称略

納入実績 ........京セラ、JR 東日本、JR 和歌山、東北大学、鹿児島大学、
JA 静岡、東急ホテル、自治会館、JA 経済連、三重県熊野
市消防庁、四国管区警察、埼玉県警、川崎市立 中・小学校、
国土地理院、X線技術研究所、航空自衛隊　　※敬称略
その他：全国幼稚園・保育園（約 700 校）、全国学校施設（約
500 校）、全国病院施設（約 350 施設）、全国老健施設（約
80 施設）、全国警察関連施設（50 箇所）、全国公共施設（約
250 箇所）　　※敬称略

会社概要 Company's Profile

　弊社は、安心で安全な社会生活を望まれる
お客様の為に、ご要望にあわせたシステムを
実現可能に出来る企画製造会社です。機能性、
品質、価格面に拘った製品ラインナップで、
多様化する市場の要求に応じます。管理、便
利、防犯、防災など目的に合わせた自社開発
のアクセスコントロール製品は各方面で高い
評価を頂いています。
　又、ロックスミス関連事業といたしまして、
キーマシン、キーブランク、シリンダーの製
造もいたしております。全国の鍵と錠専門店、
ホームセンターなどで実績のある製品等が多
数あり、1980年からKEY&LOCKのプロと
して得たノウハウと製品は、海外のお客様へ
も好評を得て拡大中です。弊社は長年の経験
とアイデアをベースにお客様のご要望が、実
現されるように全力投球することを信念とし
て頑張りますので、引き続き皆様のご指導と
ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

代表取締役

瀬ノ口 耕治

OEM
製造販売
○電磁式電気錠
○デッドボルト式電気錠
○デジタルロック
○ディンプルキーシリンダー
○キーブランク　○防犯金具
○南京錠

実用新案登録製品

○警報付電磁錠
　登録番号3130690
○バイトロックユニット付電磁錠
　登録番号3135033

ハードウェア商品の
製造
○ディンプルKEYシリンダー
　（メガクロスシリンダー）
○JH、JM、VF印キーブランク
○U9対応型キーマシン
○ディンプルKEY
　対応型キーマシン
○防犯金具各種

システムの
販売、施工、保守
○学校門扉管理システム
○幼稚園門扉管理システム
○オフィス管理システム
○病院管理システム
○介護施設管理システム
○マンション管理システム

出入口管理機器
製品の製造
○VOLCA LOCK（電気錠）
○非接触カードリーダ
○指紋認証リーダ ○制御盤
○デジタルロック ○管理ソフト
○監視カメラ ○録画装置

　　　日本総代理店

○自動複製キーマシン
○手動複製キーマシン

制御盤 LK-8000
非接触カードリーダー
ST-120

取替シリンダーメガクロス
SPシリンダー各種

手動複製マシン
009-S

侵入前警報接点内蔵
LC-MEM2400LP

手動特殊キーマシン
MATRIX EVO/PRO

コンピュータ
特殊キーマシン
Futura One

防水型電磁式電気錠
LC-4500DLSS 小型電磁式電気錠

デジタルロック
ID-502 デジタルロック

P R O P O S A L  O F  T O T A L  S E C U R I T Y
トータルセキュリティの提案


