TSAロック暗証番号設定方法
初期ダイヤル設定は0-0-0です。個人で番号を設定す
る場合は、下記の通りに従ってください。

SETTING INSTRUCTIONS

密码锁使用说明书

原始设定密码为 0-0-0。请按以下步骤设置您的密码。 The original combination is 0-0-0. To set your own
combination, please follow the steps below:
步骤 1

ステップ 1

初期設定の番号0-0-0にダイヤル[B]を合わせてください。

拨动字轮[B]至原始设定密码 0-0-0。

步骤 2

按图示箭头开锁方向推动推钮 [C]开启箱壳。

ステップ 2

下図の矢印方向へボタン[C]をスライドすると開錠します。

步骤 3

变号杆[A]在锁的背面,将变号杆拨到图2所示位置。

ステップ 3

ロック裏側にあるリセットボタン[A]を図2の位置に動かし
てください。

步骤 4

拨动字轮[B]设定新的密码。

步骤 5

ステップ 4

ダイヤル[B]を調節し好きな番号に設定します。

将变号杆拨回原始位置(如图1)完成密码重置。

ステップ 5

リセットボタンを図1の位置に戻し、設定が完了いたし
ます。

Step 1 Turn the dials [B] to the original combination 0-0-0.
Step 2 Push the button [C] in the direction of the arrow of unlocking to unlock
the case.

Step 3 The reset lever [A] is positioned at the back of the lock. Push the reset

推钮[C]

lever [A] in the direction of the arrow to the position shown in Fig. 2.
Step 4 Set your own combination by turning the dials [B].

Step 5 Push the reset lever [A] to its original position (Fig. 1) to complete
the combination reset.
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To set another combination please repeat the steps above.
設定方法は以上です。

重置密码请重复以上步骤。

番号を忘れてしまった場合でも鍵の提供は出来かねます。万が
一に備え新しい番号は必ず安全な場所にメモしておくと安心です。

若忘记密码，则无法重置锁具，因此请将密码保存在安全可及
之处，以备将来参考之用。

There is no possibility to reset the lock if you have forgotten the code,
so please record your combination in a safe and accessible place for
future reference.
How to use the lock：

开/闭锁方式：

Step 1 Turn the dials [B] to your combination.

取扱説明：
ステップ 1

ダイヤル[B]を設定された暗証番号に合わせてください。

ステップ 2

上図の矢印方向へボタン[C]をスライドすると開錠します。

ステップ 3

スーツケースを閉めるとボタン[C]が自動的に元に位置に
戻ります。

ステップ4

ダイヤル[B]を適当に回すと施錠が完了いたします。

步骤 1

拨动字轮[B]到您设定的密码。

步骤 2

按图示箭头方向推动推钮 [C]开启箱壳。

步骤 3

阖上箱壳后推钮[C]将自动复位。

步骤 4

拨乱字轮[B]完成上锁。

Step 2 Push the button [C] in the direction of the arrow of unlocking to
unlock the case.

Step 3 The button will auto return to its original position after the case
has closed.

Step 4 Scrambling the dials [B] to complete locking the case.

