
（iPhone や Android フォン、NFC タグ /ステッカー、アップルウォッチ等の解錠方法からお好みの方法で解錠が可能です。）

株式会社ロジック　｜　お気軽にお問合せ下さい　｜　TEL：0742-93-3660　｜　E-mail：info@logic-ec.com

販売価格（税別）カラー

ブラック

シルバー

防水 ショート

防水 ロング

TSA イエロー

TSA ブラック

シルバー

イエロー

GT1000-BK

LG-GT2100-S

LG-GT2100-L

GT1000-YE

4,970 円

7,980 円

8,970 円

4,970 円

庭のフェンスや
倉庫利用に最適

旅行カバンや
スーツケースに最適

防水効果防水効果

(簡易防水効果) (屋外利用対応)

バッテリー機能バッテリー機能
BluetoothとNFC通信が可能。
アプリケーション登録データの
バックアップが可能です。

「いつ」「どこで」「だれが」
利用したかの履歴保存。

TSAタイプは旅行に特化したバージョンです。

iOSとAndroidの
アプリケーション

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続 NFC接続 防水機能 2年バッテリー

高度なセキュリティ 耐震機能 冷凍防止機 外部USB充電機能 防腐機能

多彩な解錠方法を設定できる防水・ＴＳＡスマートパッドロック

防水 ： IP45TSA ： IP43  

TSA : LR44 (2個)
１日当り3回の施錠開錠
（3,000以上のサイクル）
約2年間のバッテリー寿命

防水 : リチャージバッテリー 
フルチャージで、7,000回
以上の施錠／解錠

※防水タイプのみバックアップが可能です。

特許番号：US 9524600 B2 / US 9121199 B2

LG-GT2100 GT1000

屋外利用タイプ 旅行利用ＴＳＡタイプ

※防水タイプのみリチャージバッテリーをＵＳＢ経由で充電することが可能です。



iOSとAndroidの
アプリケーション

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続 NFC接続 防水機能 2年バッテリー

高度なセキュリティ 耐震機能 冷凍防止機 外部USB充電機能 防腐機能

簡単に解錠できる高セキュリティのスマートロック
（iPhone や Android フォン、NFC タグ /ステッカー、アップルウォッチ等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠が可能）

多彩な解錠方法を設定できる防水・ＴＳＡスマートパッドロック

NFCスマートウォッチを
利用して「カチャ！」

株式会社ロジック　｜　お気軽にお問合せ下さい　｜　TEL：0742-93-3660　｜　E-mail：info@logic-ec.com

非常時も安心！スマホが正常に作動しない場合、スマホの充電が切れたときなど
の非常時もNFCタグ/ステッカーで開錠することができます。

アラーム機能搭載

スマートパッドロックをつけている荷物が離れたとき（6m～9mを想定）、スマホを通して知らせてくれます。

スーツケースはもちろんの事、お子様のカバンにつけておけば、近くから離れてしまった時も、スマートフォンにアラートメッセージが送られてきますので、すぐに気付く事ができます。小さなお子様をお持ちの方にもオススメです。

製品 特徴 単品定価（税別）

防水タイプ

旅行タイプ

TSAタイプは旅行に特化したバージョンです。

4,970 円

eGee Touch  防水タイプ

eGee Touch TSAタイプ

ショートシャックル版
7,980 円

ロングシャックル版
8,970 円

特許番号：US 9524600 B2 / US 9121199 B2

付属のNFCステッカーを
近づけるだけで「カチャ！」

スマホのBluetoothを
利用して「カチャ！」

●スマートトラベルロックはTSA
の認可を受けており特許を取得し
ています。ビジネス旅行や普段の
旅行用の最適なギフトとしてご提
案いたします。トラベルロックは
鍵や暗証番号が不要で小さくて扱
いにくいダイヤル錠を回す必要も
なく、ストレスフリーなご旅行を
お約束します。スマートフォンを

●特許を取得しています。日常やビジネスや旅行などでのご利用に最適です。
鍵や暗証番号が不要で、ダイヤル錠を回す必要もなくストレスフリーでご利用出来ます。
●解錠履歴の「いつ」「どこで」「だれが」利用したかを確認できます。
●iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチ等のいくつもの解錠方法の
中からお好みの方法で解錠することが可能です。
●高いセキュリティー性能で、極めて安全性は高いです。
●バッテリーはTSAタイプ１日当り3回の施錠／開錠（3,000以上のサイクル）で約2年間のバッテリー
寿命です。防水タイプはリチャージバッテリーを利用。フルチャージで7,000回以上の施錠／解錠が
可能です。
●TSAタイプは旅行を目的にTSAの認可を受けて製造され、防水タイプは屋外使用を目的に作られた
南京錠です。TSAロックはIP43等級の防水レベル、防水ロックはIP45等級の防水レベルです。

屋外利用タイプ

旅行利用ＴＳＡタイプ

GT1000

LG-GT2100

防水効果防水効果

(簡易防水効果) (屋外利用対応)

バッテリー機能バッテリー機能
BluetoothとNFC通信が可能。
アプリケーション登録データの
バックアップが可能です。

「いつ」「どこで」「だれが」
利用したかの履歴保存。

防水 ： IP45TSA ： IP43  

TSA : LR44 (2個)
１日当り3回の施錠開錠
（3,000以上のサイクル）
約2年間のバッテリー寿命

防水 : リチャージバッテリー 
フルチャージで、7,000回
以上の施錠／解錠

※防水タイプのみバックアップが可能です。

iOSとAndroidの
アプリケーション

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続 NFC接続 防水機能 2年バッテリー

高度なセキュリティ 耐震機能 冷凍防止機 外部USB充電機能 防腐機能

iOSとAndroidの
アプリケーション

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続 NFC接続 防水機能 2年バッテリー

高度なセキュリティ 耐震機能 冷凍防止機 外部USB充電機能 防腐機能

※防水タイプのみリチャージバッテリーをＵＳＢ経由で
充電することが可能です。

庭のフェンスや
倉庫利用に最適

防水タイプは

※防水タイプのみ屋外対応。ＴＳＡタイプは簡易防水防塵対応です。

9メートルほどの範囲でアラーム機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます

ＴＳＡタイプは旅行に大活躍



（iPhone や Android フォン、NFC タグ /ステッカー、アップルウォッチ等の解錠方法の中からお好みの方法で解錠が可能です）

株式会社ロジック　｜　お気軽にお問合せ下さい　｜　TEL：0742-93-3660　｜　E-mail：info@logic-ec.com

アラーム機能搭載

スマートパッドロックをつけている荷物が離れたとき（6m～9mを想定）、スマホを通して知らせてくれます。

スーツケースはもちろんの事、お子様のカバンにつけておけば、近くから離れてしまった時も、スマートフォンにアラートメッセージが送られてきますので、すぐに気付く事ができます。小さなお子様をお持ちの方にもオススメです。

ロック部分が長い
ロングシャックル版
もあります。

同シリーズの下位バージョン（ＴＳＡタイプ）は

防水利用以外でもご活用いただけます。

特許番号 ： US 9524600 B2 / US 9121199 B2

トラック機能 :「いつ」「どこで」「だれが」利用したかの履歴がわかります。

販売価格（税別）カラー

シルバー

防水 ショート

防水 ロング

シルバー

LG-GT2100-S

LG-GT2100-L

7,980 円

8,970 円

屋外利用タイプ

多彩な解錠方法を設定できる防水スマートパッドロック

NFCスマートウォッチを
利用して「カチャ！」

付属のNFCステッカーを
近づけるだけで「カチャ！」

スマホのBluetoothを
利用して「カチャ！」

LG-GT2100

庭のフェンスや
倉庫利用に最適

防水:IP45
屋外利用対応

新聞に掲載されました！

お客様次第で広がる利用シーン

再充電可能
フルチャージで、7,000回
以上の施錠／解錠が可能

安心バックアップ
アプリケーション登録データ
のバックアップが可能です

監視機能も充実
「いつ」「どこで」「だれが」
利用したかの履歴保存。

簡単解錠

ワンタッチ簡単解錠できるロックです。

安全 便利

多
彩
な
性
能

ダイヤルキー
忘れてしまった。。。

社員全員が利用
するロッカーに

旅行用のスーツ
ケースに


