
●取り付け方法　
How to attach

ご注意

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.

ベルト サーバ
AC電源プラグ／USBプラグ／AC・DCピンジャックに対応

●TMN-01 ●TMN-02 ●TMN-03

■応用例　Practical applications

■装着例　Practical applications

■型式　Model

TMN-01
100V・200V 電源プラグに対応
For 100V & 200 V power plugs

TMN-02
USB プラグに対応
For USB pulgs

TMN-03
AC/DC PIN ジャックに対応
For AC/DC PIN Jacks

引張り強度  ★ ★ ☆
Tension strength

TMN-01
TMN-02
TMN-03

■寸法　Size
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❶TMN-02
　 LANケーブル

LAN cable
❷TMN-01
　 AC100V電源

AC 100V power

❸TMN-02
　 LANケーブル　

LAN cable
❹TMN-03
　 ACL型ピンジャック

ACL type PIN Jack 

❺TMN-03
　 USB小型プラグ

USB small size plug

❻TMN-01
　 AC100V電源 AC100V Power 
❼TMN-02
　 USB-TypeA USB-TypeA
❽TMN-03
　 LANケーブル LAN cable

AC100V電源+デスクトップPC
AC100V power supply + Disktop PC

USB-TypeB +ノートパソコン
USB type B + Laptop PC

AC/DCピンジャック+ハブ
AC/DC PINjack + Hub

I/Oロック®ベルトは、プラグを押えるマジックフッカー®付面ファスナー凹面と機器
側に取付ける粘着付面ファスナーの凸面の組合わせで構成されています。面ファ
スナーは、凹側、凸側共、取付けスペースに合わせて加工ができます。特注となり
ますが、面ファスナーの色・長さを変更することが可能です。

The I/O LOCK BELT is a Velcro-type fastener with a Magic Hook that holds the 
plug. It consists of a loop surface  and an adhesive Magic Hook surface that 
attaches to the device . Both sides of the Velcro fastener can be adapted to 
match the space they are attached to. By special order, it is also possible to 
change the color and length of the fastener.

ROHS PFOS REACH 引張り強度  ★ ★
Tension strength ROHS PFOS REACH 難燃仕様

難燃仕様

AC 電源プラグ用に対応　

突起部
Loops

① 固定プレートの突起部とインレットの
　中心を合わせ、機器の上下に取り付けます。
　Align �xing plate loops and 
    center line of inlet as picture shows.

■装着例　Practical applications 

●取り付け方法　
How to attach

■型式　Model

AKO-01- 　        -

固定プレートを選択
Select �xing plate type

面ファスナーカラーを選択　
Select Magic Hook Velcro fastener color

T ： タテ型
Vertical type

Y ： ヨコ型 Horizontal type

B ：

R ：

OR ：

YE ：

BL ：

■ブラック Black

■レッド Red

■オレンジ Orange

■イエロー Yellow

■ブルー Blue

■寸法　Size

寸法：mm　
寸法公差　
size tolerance　
±3mm

●AKO-01-T-OR ●AKO-01-T-YE ●AKO-01-Y-OR ●Y型プレートのみ

I/Oロック®サーバは、機器側へ取付ける固定プレート（T＝タテ型・Y＝ヨコ型）とプ
ラグを押えるマジックフッカー®付面ファスナー（凹面、凸面混在タイプ）の組合わ
せで構成されています。面ファスナーのカラーは５色から選べます（ブラックのみ
難燃仕様。）

The I/O SERVER consists of �xing plates attached to the device (T- Vertical 
or Y- Horizontal type) and a Velcro-type fastener with a Magic Hook to 
hold the plug. Surface fastener available in 5 colors and made of �ame 
retardant material as standard.

ご注意

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.

①マジックフッカー® 付面ファスナー
　Velcro fastener with Magic Hook

②固定プレート（タテ型）　
　Fixing plates (Vertical.type)

②固定プレート（ヨコ型）　
　Fixing plates (Horizontal.type)

サーバ・ルーター・ハブなどの電源プラグに最適です　
Ideal for server, router, hub power plugs

大型ハブ
large size Hub

ハブのゴム足にあたりません
Does not contact with 
rubber foot of Hub

● ブラックのみ難燃タイプです。
         Black is the only  �ame
   retardant type

② プラグの首にマジックフッカー付
　面ファスナーを取り付けます。
　Insert connector into metal 
    Magic Hook of the belt.

③ 面ファスナーを固定プレートの
　ホールへ通します。折返し後、
　面ファスナーをしっかり合わせます。
　Insert fastener belt into �xing 
    plate loop, fold back and 
    fasten tightly.

④ 面ファスナーの余分な部分を
　ハサミで切り、完了です。
　Cut excess tape with a pair 
    of scisors to complete lock.

小型ハブ
 small size Hub

メモリー
memory 

1Uサーバ
1U server

■構成部材　Components
①マジックフッカー® 付面ファスナー：アルミ材（白）+ ナイロン（黒）【1 個】　
　Velcro fastener with Magic Hook: aluminum(white) + nylon(black) (1pcs)

②粘着付面ファスナー：ナイロン（黒）【2 枚】　　
　Adhesive surface fastener: nylon (black) (2pcs)

■構成部材　Components
①マジックフッカー® 付面ファスナー：アルミ材（黒）+ ナイロン【1 個】　　
　Velcro fastener with Magic Hook: aluminum （Black）+ nylon (1 pcs)
②固定プレート（タテ型またはヨコ型）：鉄（白）【2 枚】　
　Fixing plates (Vertical/ Horizontal type): iron（white） (2 pcs)

I/O LOCK BELT
For AC power plugs/ USB plugs/ AC/DC pin jacks

I/O LOCK SERVER
For AC power plugs

特注品対応可能

寸法：mm　
寸法公差　
size tolerance　
±3mm

①マジックフッカー® 付面ファスナー

②粘着付面ファスナー
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