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テーブルタップにしっかり固定 !!

TAP
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REACH

TAP CHOI LOCK
For AC power plugs

TAPチョイロックは、テーブルタップに挿したプラグの｢抜け防止｣専用のデバイ
スです。近年、色々な場面でテーブルタップを使用することが日常的に行われて
います。テーブルタップに挿したプラグが抜けそうなり、出火や電源が落ちる事
での重大な事故になり得る事があります。長時間の使用・ケーブル引掛けによる
プラグ抜けが起きる前にTAPチョイロックを使う事で、安心して電源を使用する
事ができるようになります。取り付けはとても簡単。3分程度、工具は不要です。
家庭・作業現場・災害応急現場・ペット病院など、アイデア次第で用途多様、電
化環境が大きく広がります。

TAP CHOI LOCK is a dedicated device designed to prevent accidental
unplugging of cables connected to power strips. Power strips are today
part of the normal work environment and it is not uncommon for plugs
to come away from their sockets to cause fire or power outages leading
to ever bigger disasters. When using a plug for longer periods of time or
to prevent unplugging caused by tripping over power cables, the TAP
CHOI LOCK comes in handy. Easy to set up, in less than 3 minutes, and
with no additional tools required, TAP CHOI LOCK is a reliable device.
Recommended for use at home, at work, at disaster emergency sites,
animal hospitals and any other environments where electronic equipment is used.

■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 タップ取付用面ファスナー粘着付：ポリエステル
（黒）
【2枚】

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

チョイ

■用途 Use for
AC100V、
AC200V、
アース付プラグ、
その他

AV100VA, AC200V, plug with grounding electrode, variety of others

・シリーズ

■寸法 Size
①ケーブル引掛用面ファスナー凹面/OR
（オレンジ）

（黒）
：裏面粘着付
②ケーブル固定用面ファスナー凸面/B
（黒） ③タップ取付用面ファスナー凸面/B
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■装着例 Practical applications

●アース付 AC100V+ タップ

AV100V plug with grounding electrode + power strip

●AC100V+ 家庭用タップ

AV100V plug + power strip

●取り付け方法
How to attach
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③プラグ側の面ファスナーを軽く引っ張るようにし
て、
タップ側の面ファスナーと重ねて固定します。

①タップ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 power
strip side fixing tape to the right and
left of the outlet.
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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.

Pull plug-side tape lightly, and lap over
power strip 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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