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POT

PFOS

REACH

POT CHOI LOCK
For Magnet plugs

POTチョイロック®は保温ポット等のマグネット式プラグの脱落を防ぐ｢固定ベル
ト｣です。コンビニエンスストア・ファミリーレストラン・社員食堂・ケアホーム等、
お湯を頻繁に使う現場で活躍します。取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単
で、汚れた時はプラグから｢POTチョイロック®｣を外して洗剤で洗えます。もちろ
ん繰り返し使えます

ROHS

Tension strength

しっかり固定・目視で確認 衛生的

。また、離れた場所から目視で固定を確認する事もできま

す。アイデア次第で他家電製品等のプラグ脱落防止他、多様にお使いいただけ
ます。

POT CHOI LOCK is a fixing belt designed to prevent accidental unplugging of magnet-type plugs, such as electric jug plugs, etc. It is highly
recommended for places where hot water jugs are often used, such as
convenience stores, family restaurants, staff cafeterias, nursing care
homes, so on. The POT CHOI LOCK can be attached and detached easily
and can be washed with detergent if necessary. The belt is, of course,
reusable. It also allows you to visually confirm, even from a distance,
whether the plug is atached or not. It can be used for a variety of other
uses, with home aplliances and not only, so feel free to explore!

■型式 Model
ACL-04POT-OR
■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（オレンジ）
【1枚】

Cable hooking tape : playester（Orange）
（1pcs）

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 hooking tape(U-shape) : playester（black）
（1pcs）

③ POT取付用面ファスナー粘着付：ポリエステル
（黒）
【2枚】

Jug side attachment tabe with adhesive : playester（black）
（2pcs）

チョイ

■用途 Use for

マグネットプラグ

AC100V

家電全般

その他

magnetplag, AC100V, home appliances, variety of othors

■寸法 Size

②ケーブル固定用面ファスナー凸面/B
（黒）
80

260

30
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・シリーズ

①ケーブル引掛用面ファスナー凹面/OR（オレンジ）

23

14

※スリット両端丸穴2φ

30

12

③ポット取付用面ファスナー凸面/B
（黒）
：裏面粘着付
100

30

14

Unit:mm

寸法：mm
寸法公差

size tolerance

■装着例 Practical applications

±3mm

取り付け、
取り付け後の脱着が簡単!

お手入れがラクです。

マグネットプラグ+保温ポット

magnet plag+jug

●取り付け方法
How to attach

ピタ�
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①ポット取付用の粘着付面ファスナーを、プラグ差
込口の左右に取付けます。

Attach the adhesive side of the Jug side
fixing tape to the right and left side of
the outlet.

ご注意

19

②ケーブル 引 掛 用 の 面ファス
ナー（オレンジ）の切り込み部
分を、プラグに通します。
プラ
グ側からケーブル固定 用面
ファスナー（クロ）のスリット
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。

Slide the Cable hooking
tape (orange) onto the
cable. From the plug side,
insert the cable into the
slit of the Cable fixing
tape (black), and tighten
to fix the cable.

3

③プラグ側の面ファスナーを軽く引っ張るよ
うにして、ポット側の面ファスナーと重ね
て固定します。

Pull plug-side tape lightly, and lap
over Jug side fixing tape to attach.

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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