引張り強度 ☆ ～ ★

USB プラグ用に対応

USB-AUK

成されています。

ROHS

PFOS

REACH

I/O LOCK USB-AUK
For USB power plugs

The I/O USB-AUK is a product made of special bent metal. It consists of
adhesive material and metal.

取付イメージ

■型式 Model
USB

Type A

USB

Type A

USB

Type B

USB

Type A

・シリーズ

I/Oロック® USB－AUKは、特殊金属を曲げ加工した製品です。金属と粘着材で構

Tension strength

Installation image

AUK-01- 0 1 - Y

1 個ロックするタイプ

1 connector lock type

AUK-01- 0 1 - H

1 個ロックするタイプ

1 connector lock type

AUK-01- 0 1 - B

1 個ロックするタイプ

1 connector lock type

AUK-01- 0 2

2 個ロックするタイプ

2 connectors lock type

デスク型 PC など取付スペースが狭い場合に最適です

Ideal for desktop PCs and other devices when setup space is very small.

■構成部材 Components

本体：金属板バネ
【1 個】
（カラー：オレンジ）

Body: metal plate spring (1 pcs)
（color:Orange）
Heat resistant cloth tape (1 pcs)
（color:White）

■寸法 Size

AUK-01-01-Y

寸法公差

Size tolerance

±3mm

AUK-01-01-H

USB-AUK

寸法：mm

ガラスクロステープ
【1 枚】
（カラー：白）

AUK-01-01-B

別売専用リペアパーツ

I/O LOCK USB- AUK Optional dedicated repair parts

AUK-01-02

■型式 Model AUK-01/ 0 2 REP
■セット内容 Set contents
粘着テープ
5枚
Adhesive tape

5pcs

ガラスクロステープ
Heat resistant cloth tape

5本

（20mm×5mm）

（100mm×10mm）

5pcs

■装着例 Practical applications

①

②

● ① AUK-01-01-Y

● AUK-01-02

② AUK-01-01-H
USB-TypeA + デスクトップ PC

USB-TypeA+ バックアップハードディスク
USB TypeA+ backup HD

USB TypeA + desktop PC

●取り付け方法
① 本体とUSBケーブルを結合し、
高さを確認します。高さが
合っていない場合は、
調整してください。

Join body and USB and
check height. Adjust
height if necessary.

ご注意

USB TypeB+ UPS

ガラスクロステープ

両面テープをはがす

How to attach

●AUK-01-01-B
USB-TypeB+USB（無停電電源装置）

Heat resistant
cloth tape.

Peel off double-sided tape.

③ 付属のガラスクロステープで
AUK本体とUSBプラグを
巻き付け固定させて下さい。
② 機器にUSBを挿入しながら、AUK本体を機器に押し付け取り付けます。 After inserting and aligning the plugs,

use enclosed heat resistant cloth tape
to wrap around AUK body and USB plugs.

Fix with tape. Peel off double-sided tape and push
to attach to USB terminal.

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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