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President’s Message

                         
                    

   マスターロックは、1921 年ハリー・ソーレフ (Harry Soref) により創業されて

以来、絶え間ない開発努力を重ねております。頑強な造りと高い品質を提供し、

「デザイン・用途・性能」においての業界基準を作り続け、お客様の信頼を獲得

してまいりました。パドロックをはじめ様々なセキュリティ製品において、

正真正銘ゆるぎないブランドとして世界各国で認められております。

また、セントリーは、1930 年ジョン D. ブラッシュ (John D. Brush) により創業。

「役立つ製品を、心をこめて提供する」という経営理念に基づき、｢信頼性のある

耐火・セキュリティ保管庫と安心｣をお客様にお届けしながら、グローバル

カンパニーへのステップを着実に歩んでまいりました。

これもひとえに皆様のご愛顧の賜物と心より御礼申し上げます。

　マスターロック・セントリー両ブランドは、世界中のお客様に向けてそのニーズ

にお応えし、最先端の技術力で機能・品質・デザインに優れた製品を提供して

ゆくよう不断の努力を重ねてまいります。

マスターロック・セントリー日本株式会社は、マスターロックグループの日本

法人として、これからも大切なものを自分で守るという「リスク管理」「安全対策」

の意識向上に貢献してまいります。

　今後とも、マスターロック・セントリー製品をご愛顧賜りますよう、宜しく

お願い申し上げます。

Master Lock Company LLC

マスターロック・セントリー日本株式会社

　　　　  　　　　   　　代表取締役                     
Brett E. Finley

ごあいさつ

マスターロックとは
マスターロック（ Master Lock）は、1921 年ハリー・ソーレフ(Harry Soref)に
よりパドロックメーカーとして創業されました。
高品質で頑強な造りと、絶え間ない開発努力で「デザイン・用途・性能」に
おける業界基準を作り続けてまいりました。
現在、米国をはじめ、メキシコ、フランス、イギリス、中国、日本などに拠点を
持ち、パドロックはもとより、様々なセキュリティ製品において、正真正銘、
揺るぎないブランドとして世界各国で認められております。

A Global Company The Master Lock Company
ごあいさつ グローバル企業マスターロック
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世界のマスターロック展開
マスターロックは、「マスターロック」「セントリー」というアメリカを代表するブランドを一手に抱え、ご家庭
から工場まで総合的にセキュリティをご提案いたします。アメリカ国内はもとより、ヨーロッパ、アジアにも
拠点を持ち、グローバルにビジネスを展開しております。

■本社
　　ウィスコンシン州オーククリーク（アメリカ）

■主な拠点
　　アメリカ
　　カナダ
　　　フランス
　　イギリス
　　ドイツ
　　スペイン
　　東京・大阪（日本）
　　メキシコ
　　中国
　　香港

1921 年 ： ハリー・ソーレフ (Harry Soref) により創業
1924 年 ： 世界初の鋼鉄ラミネート式パドロック ( 南京錠 ) を発明

1974 年 ： スーパーボール中にコマーシャルを放映

2003 年 ： パドロックブランドで圧倒的 No.1 の地位に

2014 年 ： マスターロック社はパドロックおよび小型セキュリティ関連製品で世界最大級の製造企業となる

マスターロック沿革

頑丈さを誇る銀行の金庫のドアが、鋼鉄ラミネート構造で設計されているのをヒントに、    
同形式でのパドロック ( 南京錠 ) を開発・特許取得し、飛躍的に販売拡大

第 2 位ブランドの American Lock を傘下に加え更なる発展を遂げる

耐火金庫・保管庫の米国 No.1 ブランドである Sentry Safe を傘下に加えより広範な製品レンジを提供

2 億人以上に驚嘆を与えた伝説のコマーシャル
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Consumer Products

圧倒的な製品ラインナップ

マスターロック コンシューマープロダクツ
Safety Products
 マスターロック セーフティプロダクツ
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高い技術力と優れた商品開発力により、サイズ、シャックル長さ、素材、カラー等を結集させて、あらゆるお客様
のニーズに対応する製品を提供してまいりました。
革新的で独創的な製品を開発し、差別化を図り続けています。

革新的デザインと強靭な性能
多様なニーズを満たすために南京錠
の幅広いラインアップはもちろん、
実用的でありながら、世界中の
消費者を惹きつけるデザイン性に
優れた製品を開発しています。

マスターロックはパドロックの分野において、質・量
ともに業界をリードするトップブランドです。
学校やジムなどで使用されるロッカーロックはアメリカ
国内で 90% 以上のシェアを誇ります。

南京錠といえばマスターロック！
世界最大級のパドロックメーカーです。

LOTO とは ?
LOTO( Lock Out / Tag Out ) は機械及び設備の保守点検、修理の際に危険な残留エネルギー
を管理するプロセスです。現場で、パドロック、ロックアウト治具、ハスプ及びタグ
を用いてエネルギー源から機械及び設備を遮断し、保守点検作業中の安全を確保します。
ロックアウト治具を取り外すまで安全な状態が続きます。

 ロックアウト パドロック
耐久性に優れ、セキュリティ性の高いマスターロック社のパドロックはあらゆる業種で使用されております。
様々な配電盤、機械のスイッチ及びバルブ等のロックアウト治具に対応しており、屋内だけでなく屋外での使用
も可能です。紫外線や化学薬品の影響がある環境下でもご使用いただけます。

バイクロック

マスターロック セーフティソリューションズ
事業場の安全は、すべての労働者にとって最も重要なものであるにもかかわらず、毎年、
機械・設備の修理や保守点検中に多くの労働災害が発生しています。そのほとんど
が、残留エネルギーを遮断しなかったことによるものです。そのような事故を防ぐ
ため、マスターロック社は “マスターロック セーフティソリューションズ” を立ち上げ、
市場に参入いたしました。パドロック、ハスプ、ロックアウト治具など様々な機械及び
設備に対応できるラインアップを取り揃えております。
私たちの目指すゴールは、お客様の施設が法的要求を満たすのみならず、それを
超えるレベルになることです。

破壊工作に徹底対応した堅牢なつくりと先進的
デザインを融合して開発されているバイクロック。
デザインと強靭な性能が世界のバイクアスリート
を魅了し続けています。

ダイヤル式南京錠
ワード可変式南京錠
番号可変式南京錠
TSA ロック
マグナムシリーズ
プロシリーズ
シャックル長可動式南京錠

 アクセサリー
マスターロック社のロックアウトアクセサリーは使い
やすく、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
また、高温及び冷温、化学薬品、紫外線、衝撃などの
過酷な環境下でもご使用いただけます。

チェーンロック
カフロックシリーズ
パイソンシリーズ



Company Profile
会社概要

会 社 名    マスターロック・セントリー日本株式会社

本　社   〒141-0022　東京都品川区東五反田 2-20-4　NMF 高輪ビル 4F
   TEL: 03-5447-5311 / FAX: 03-5447-5318

大阪営業所  〒566-0054　大阪府摂津市鳥飼八防 1ｰ8-4　井上ビル 2F

U R L    https://padlock-masterlock.jp【マスターロック】
   http://www.masterlockjapan.com【マスターロック】
   https://mlloto.com【マスターロックセーフティ】
   http://www.sentryjp.com【セントリー】
　　
事業内容  マスターロック・セントリー製品の日本国内への輸入・販売

設　立   1997 年 8 月 5 日
   ※マスターロック・セントリー日本 (株) は米国マスターロック社の日本法人です。

 マスターロック・セントリー日本株式会社　会社概要

SentrySafe
セントリー
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金庫のイメージを一新したデザイン性とラインアップ

製品の性能、機能性を追求した結果、セントリー独自の耐火材サーバイバキャストと
ピロノックスが誕生しました。この特殊技術により、高い耐火性能をそのままに
金庫の厚い壁面をスリムにすることに成功。庫内に広いスペースと、すっきりとした
収納性を実現させたのです。また、外装からは想像できない強靭な耐火性能のみならず、
防水機能付保管庫の開発にも成功しました。それによりこれまでの金庫の概念を超える
｢手軽に、コンパクトに安心して収納｣という、新しい価値を生み出したのです。

セントリーが誇る独自素材と特殊技術

セントリーの耐火金庫はその安全性だけでなく、さまざまな空間にフィットする
デザイン性をも追求、金庫のイメージを一新した家具としてのデザイン性は、
永きに渡りお使いいただけるアイテムです。

また、時代のニーズに応えるために日々開発を重ね、多彩なラインアップで製品
をお客様に提供できるよう努めております。

セントリーが合格している数々の厳しいテスト

 UL マーク ETL マーク

安心と安全のための万全なサポート  

セントリーは米国で最も信頼されている
耐火保管製品ブランドです。

アメリカに本拠地を置き、１世紀以上に渡り、製品の安全試験を行って
いる独立製品安全認証機関の Underwriters Laboratories Inc.(UL)が
製品の安全性を認証した事を表すマークです。

セントリーは、お客様に製品を安心して長くご使用いただくため、購入後のサポートにも力を入れて
います。業界初となるカスタマーサービスセンターを導入しご購入後の製品の使用方法、鍵の紛失、
暗証番号など、お客様のお問合せに 365 日対応。また、万一火災で金庫が燃えてしまっても、
新品の製品とお取替え(内容物を除く)するライフタイムワランティーといったアフターサービス
も実施しております。

セントリーは 1930年の創業以来、「革新的技術、最高の品質、
手ごろな値段」にこだわった製品作りを続けてまいりました。
消費者の目が厳しいアメリカの家庭用耐火金庫市場に
おいて、No.1のシェアを長年保持しているブランドです。

セントリーの製品は、厳しい UL 耐火テスト、UL 爆発テストに合格。
また、デジタルメディア耐火、防水性能などは ETL マークを取得しております。

イギリスに本社を置く世界最大級の試験認証機関「Intertek」により
試験認定を証明する安全認証マークです。
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