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庫内トレーによる利便性の向上

ストック書類や雑誌などは、背ラベルが視認しやすい
A4タテに。取り出し時に横に倒れるのも防ぎます。

使用頻度の高いフロー書類などは、A4ヨコ向きに
すっきり収まる奥行きを確保しています。

毎日使うノートPCやタブレットなどの端末機器は、
庫内トレー下のスペースへ。

トレー下部に収納する際は、
トレーの内寸法を
ご確認ください。

使用頻度に合わせてロッカー内を仕切れる庫内トレーが付属。A4タテ・ヨコが同時に整理できるほか、
備品収納にも対応できます。また、よく使う物と保管するものを分けることで、庫内が整頓された状態をキープします。
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多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性。

多様化するワークスタイルに対応するパーソナルロッカー“iNON”。

個人のセキュリティ管理を容易にし、ワークツールが快適に使いやすく収納できます。

また、フリーアドレス化に伴い、機能スペースを確保できるなど、

業務クオリティ向上のためのオフィス空間を実現します。
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トレー下内寸法
W238×D372×H50

庫内トレー耐荷重
（等分布）
10kg（約98N）



扉裏トレーがすっきり収納を実現
ロッカー内で手前に置かれる使用頻度の高い小物を、扉裏トレーに収納できるよう配慮しました。
手前に置き様々な小物をまとめることで、庫内での散乱や滞留を防ぎ、庫内の使いやすさが向上します。

郵 便 物 を 仕 分 ける
メールポケットは半透
明にして視認性を高
めました。ハガキなど
小さな郵便物を取り
出す際に指を入れら
れる便利なスリットも
設けています。

A4をヨコ入れできる
メ ー ル 穴 タ イプ は、
メールポケットが付属。
硬めの書類でもスムー
ズに投入できます。

メール穴なしタイプ
は、ペンやメモ帳、名
刺のストックなど、小
物の収納に便利です。
トレー内の仕切りは、
小物同士が混ざらな
いための配慮です。

メール穴あり

メール穴なし

自席作業

ミーティング
時間

ストック
書類

収納物の持ち出し 専門ツール

営業系
離席（外出）が多いため
使用頻度に合う収納領域を
明確にします。

自席作業

ミーティング
時間

ストック
書類

収納物の持ち出し 専門ツール

企画・マーケティング系
フロー書類の種類も量も
多いので、出し入れと整理を
両立させます。

自席作業

ミーティング
時間

ストック
書類

収納物の持ち出し 専門ツール

開発・技術系
専門性の高い業務が多いため
不定形ツールを考慮した
収納にします。

自席作業

ミーティング
時間

ストック
書類

収納物の持ち出し 専門ツール

スタッフ・総務系
多様な書類と文具があるため
スムーズに使えるように
整理します。

トレー内には精密機器を
収納しないでください。

扉裏トレー耐荷重（等分布）　2kg（約20N）

※メールポケット
　無しの場合
　D内寸法 62mm
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●商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。　●商品仕様および価格は、2017年11月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。お買い上げの際には別途消費税がかかります。
販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。

www.kokuyo-furniture.co.jp

コクヨお客様相談室 0120-201-594
受付時間 : 9時～17時（土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く）本社オフィス / 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

東京品川SSTオフィス / 〒108-8459 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス18階    

ファニチャー事業本部

イノン ※iNONの詳細については、2018年版 総合カタログ P.514～をごらんください。 http://kokuyo.jp/inon

2017-220
201711A07TS

Variation

天板
BWUT-W9□NN
¥14,300

1段オープン用配線カバー
NPLA-HC1SAW
¥5,500

NPLA-HC1F6
¥5,700

ベース
BWUB-S9SAW
¥10,500

BWUB-S9F6
¥10,800

ICカードをかざして解錠・
施錠します。ICカードは複
製が難しいため、防犯性能
が高いというメリットがあり
ます。

鍵を使用するタイプです。内筒
交換仕様。シリンダー交換が可
能で、運用にも配慮されていま
す。マスターキー仕様について
は、別途お問い合わせください。

ICカードロック

4種類の鍵を選択できるセキュリティ機能

1段オープン 庫内配線機能

プッシュボタンの数字の組み
合わせで解錠、施錠は扉を
閉めるだけのオートロック方
式です。キーレス仕様のため
鍵の紛失がなく安心です。

プッシュ
オートロックシリンダー

鍵を持ち歩く必要がなく便
利です。暗証番号検索キー
については、別途お問い合
わせください。

ダイヤルロック

各庫内には配線用の穴が開いていますの
で、庫内に電源を設けることも可能です。

（全タイプ共通）

低い位置のロッカーの使いづらさを解
消する最下段にオープンを設けたタイ
プ。オープンスペースは大型荷物の一
時置きや、使用頻度の低いツールの保
管に活用できます。

ロッカーの収納物の出し入れの際、カ
バン等の手荷物の仮置きに便利なオー
プンスペースを中段に設けたタイプ。
ワークツールのスムーズな取り扱いを
サポートします。

Color Sample Option
本体・ベース

SAW
ホワイト

F6
ブラック

PAW
ホワイト

M10
ホワイトナチュラル

MP2
ラスティックミディアム

MG5
アッシュブラウン

天板

4人用
（ホワイトタイプ メール穴あり）

4人用下段オープン
（ホワイトタイプ メール穴あり）

6人用
（ホワイトタイプ メール穴あり）

8人用
（ホワイトタイプ メール穴あり）

8人用下段オープン
（ブラックタイプ メール穴あり）

8人用中段オープン
（ブラックタイプ メール穴あり）

10人用
（ブラックタイプ メール穴あり）

シリンダー NPL-4M39SAW
¥108,300

NPL-4KM59SAW
¥148,300

NPL-6M59SAW
¥153,500

NPL-8M69SAW
¥216,600

NPL-8KM79F6
¥261,200

NPL-8CKM79F6
¥261,200

NPL-10M79F6
¥267,200

ダイヤルロック NPL-4DM39SAW
¥118,000

NPL-4KDM59SAW
¥158,000

NPL-6DM59SAW
¥168,200

NPL-8DM69SAW
¥236,000

NPL-8KDM79F6
¥283,400

NPL-8CKDM79F6
¥283,400

NPL-10DM79F6
¥294,900

プッシュオートロック NPL-4APM39SAW
¥142,900

NPL-4KAPM59SAW
¥182,900

NPL-6APM59SAW
¥205,400

NPL-8APM69SAW
¥285,800

NPL-8KAPM79F6
¥334,200

NPL-8CKAPM79F6
¥334,200

NPL-10APM79F6
¥358,500

ICカードロック NPL-4CLM39SAW
¥224,500

NPL-4KCLM59SAW
¥264,500

NPL-6CLM59SAW
¥327,800

NPL-8CLM69SAW
¥449,000

NPL-8KCLM79F6
¥499,600

NPL-8CKCLM79F6
¥499,600

NPL-10CLM79F6
¥565,200

外寸法 W900×D450×H740 W900×D450×H1110 W900×D450×H1110 W900×D450×H1480 W900×D450×H1850 W900×D450×H1850 W900×D450×H1850

内寸法 W412×D382×H328/1庫内 W412×D382×H328/1庫内
W862×D448×H320/オープン

W412×D382×H328/1庫内 W412×D382×H328/1庫内 W412×D382×H328/1庫内
W862×D448×H320/オープン

W412×D382×H328/1庫内
W862×D448×H320/オープン

W412×D382×H328/1庫内

名刺ケース
個人アドレス表示や
名刺表示が可能です。

品番末尾の□には、
色記号（PAW・M10・
MP2・MG5）が入ります。

下段オープンタイプ 中段オープンタイプ

BWZA-NM57・07・L7・U3
¥4,800


