引張り強度 ★ ～ ★★

いつでもどこでも 移動中でも抜けない !

Tension strength

IZA

ROHS

PFOS

REACH

IZA CHOI LOCK

Anytime, anywhere When you need things to stay in place, even on the move!

IZA（イザ）チョイロックは、
「安全な取付」をコンセプトに開発したUSBなどの
小型プラグを抜け防止するロック部材です。特にタブレットなど移動中に使用で
き、機内•車内•船内•各種作業現場などでのデータ保護に最適です。取付は簡単
で製品には金属など使用しておりませんので取付後も作業のさまたげになりま
せん。多様な用途に取付できる抜け止めロック部材です。

IZA CHOI LOCK is a locking device created for "easy and safe attachment" and designed to prevent falling off of USB and other small
device plugs. It is recommended for use with tablets and such when
you are on the move in planes, cars, ships or while working on the field,
and it is the perfect data loss protection device. It can be attached
easily, has no metal components and does not interfere in any way
with your work. It is an extremely versatile locking device.

■型式 Model
ACL-03IZA-

カラーを選択 Select color

P ： ■ ピンク Pink
G ： ■ グレー Grey

小型情報デバイスに最適です。
Ideal for small information devices.

■構成部材 Components

①ケーブル引掛用面ファスナー：ポリエステル
（ピンクまたはグレー）
【1 枚】
商品は、
1 本になります。

Cable hooking tape: polyester (pink & grey) (1 pc.)

②ケーブル固定用面ファスナー
（U 字加工）
：ポリエステル
（黒）
【1 枚】

Cable fixing tape (U-shape): polyester (black) (1pc.)

Device attachment tape with adhesive: polyester (black) (2 pcs.)

■寸法 Size

チョイ

③デバイス取付用面ファスナー粘着付：ポリエステル
（黒）
【2 枚】

①ケーブル引掛用面ファスナー凹面 / P（ピンク）•G（グレー）Cable hooking tape Loop side (Velcro tape)/ P (pink), G (grey)
70

寸法：mm
寸法公差
size tolerance
±3mm
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Cable fixing tape Hook side
(Velcro tape)/ B (black)

9

16

16

Device attachment tape
Hook side (Velcro tape)/ B (black)

30

30

■装着例 Practical applications

●Micro USB + 教材用タブレット

③デバイス取付用
面ファスナー 凸面/B（黒）面

USB（A タイプ、B タイプ、C タイプ）
マイクロUSB、AC/DCピンジャック、
IEEE1394、他小型プラグに対応。
USB (A,B,C type)
micro USB, AC/DC pin jack
IEEEI394, other small plugs.
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②ケーブル固定用
面ファスナー 凸面/B（黒）面

■用途 Use for

・シリーズ
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●USB-TypeA + ノートパソコン

Attach to tablets used as educational
material (Micro USB)

USB-TypeA+LapTopPC

●AC/DC ピンジャック + ハブ
AC/DC pin jack+Hab

●他各種小型プラグに対応
Attach to a variety of small plugs

●取り付け方法 How to attach

①デバイス取付け用の面ファスナーを、
プラグ差込口の上下に取付けます。

Place device attachment tape
above and below plug outlet.

ご注意

②ケーブル引掛用の面ファスナーの
③プラグ側からケーブル固定用面ファス
切り込み部分を、
プラグに通します。
ナーの U 字部分にケーブルを入れるよ
うにして取付け、
ケーブルを固定します。

Insert plug through the slit
in the cable hooking tape.

Insert plug cable into the U-shaped
fixing tape and tighten.

④プラグ側の面ファスナーを軽く引っ張るよ
うにして、デバイス側の面ファスナーと重
ねて固定します。

Pull plug-side fastener lightly and
fix tightly to device attachment
tape on the device.

強靱な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る個所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.
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