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株式会社 うだつ

※タフロックシリーズはうだつからの販売となります。

・ACタフロック
・ACタフロック-Ⅱ
・ACタフロック-Ⅲ

・USBタフロック
・HDMIタフロック
・TAPタフロック
・SIDEタフロック

・I/Oロック
・I/Oロック・ベルト
・I/Oロック・サーバ
・I/Oロック・ループ
・I/Oロック・プロ

・I/Oロック・USB(AUJ)
・I/Oロック・USB(AUK)
・I/Oロック・ジョイント
・I/Oロック・HDMI
・I/Oロック・カード

I/O ロックのお問い合せ /開発 /製造 /販売元

I/Oロック /タフロックシリーズ

アバンテックグループ

開発／販売 販売

Ｉ/Ｏロックフリーは、従来のＩ/Ｏロック・システムとは違い電源プラグを限定
せずにどんなプラグにもフリーにロックできるシステムです。今回新たにプラグ
を引掛けるプレート“マジックフッカー”を開発しました。このマジックフッカー
は何通りもの電源プラグ固定方法に対応できるよう設計されています。ご購入後
は、お客様の取付け環境に合った取付け方法で、お客様自身のアイデアでロック
することができます。もちろん繰り返し取付けされてのご使用もできます。
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装着前インレット

装着前インレット Inlet before attachment

I/O LOCK Free

Inlet before attachment

株式会社うだつは、アバンテックの I/O ロック全シリーズと、うだつのタフロック全シリーズを通信

販売している会社です（法人様におきましては、通信販売以外の法人取引も対応可能です）。うだつは、

アバンテックが運営しています。アバンテック社内にて同時進行でご対応しておりますので在庫商品お

問合せが迅速に処理できます。お気軽にご相談ください。
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ATF-N6（ナベネジ） 

プラグの抜け止め専用パーツ

● マジックフッカー /PBT（UL94Ｖ-0）　

ATF-N2（M3） ATF-N6（M3）

Unit:mm

Unit:mm

※取付できるパネルの板金厚はMAX５mmとなります

※ATF-N2・ATF-N6・NUTは2ヶ1セットです。

● 固定ネジ（ＡＴＦ-Ｎ2・ＡＴＦ-Ｎ6）/黄銅（RoHs）表面処理 ニッケルメッキ

● 結束バンド/

マジック フッカー サラネジ ナベネジ

■ 仕　様

■ 取付応用例

■ 寸法図

マジックフッカー×1（4色のうち1色選択）またはステンレス

固定ネジ×2（サラネジ用/ナベネジ用いずれか選択）

結束バンドは取付図の③-A ③-Bに対応できるようにセットされています。

推奨する取付方法は③-Aとなります。より強靭に取付する場合、
③-Bの方法でお取付下さい。

■ 取付図

②電源プラグを差し込み、ネジ

穴に外側から結束バンドを2本

通します（3-Bの場合は1本）。

マジックフッカーを電源プラグに取付け、マジッ
クフッカー左右の中央部分の穴に結束バンドを
通し、2本ともバンドをロックします。

マジックフッカーを電源プラグに取付けます。結束
バンドはマジックフッカーの上部を通し、向かい側
のネジ穴の内側より通します。さらにバンドをマジッ
クフッカーの中央部分の穴の下から通し、電源プラ
グを回り込むようにして向かい側中央部分の穴の上
から通し、バンドをロックします。
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マジックフッカー 固定ネジ
AFWK（固定型 シロ）

●AFWK（固定型 シロ）

●AFSK（固定型 ステンレス）

AFWR（リピートタイプ シロ）

●AFWR（リピートタイプ シロ）

AFBK（固定型 クロ）

AFBR（リピートタイプ クロ）
AFSK（固定型 ステンレス）

結束バンド

■ 型　式

■ 梱包内容

※Union band : Refer model No.

I/O LOCK FreeI/O LOCK Free

R Ｂ ＹＥ ＯＲ SUS（ステンレス）

1 2
①固定ネジ 2 本をインレットに取

付けます。その際、ネジの穴が

外側を向くように取付けて下さ

い。スパナ・マイナスドライバー

でネジを固定すると便利です（上

の2つの図を参照して下さい）。

Attach MAGIC HOOKER on power plug, and 

pass union bands into center holes of MAGIC 

HOOKER from both side, and lock with two 

union bands.

結束バンド型式結束バンド番号

PLT2S-M69 UL94V-0

UL94V-2

UL94V-2

UL94V-2

UL56854

UL56854

UL56854

UL56854

UL56854

1回で結束する固定型

1回で結束する固定型

繰返し使えるリピート型

-40℃～+100℃

-59℃～+100℃

-59℃～+85℃

-59℃～+85℃

-59℃～+250℃

シ　ロ 難燃性ナイロン66

難燃性ナイロン66

耐候性ナイロン66

耐候性ナイロン66

SUS304

ク　ロ

シ　ロ

ステンレス自然色

ク　ロ

PLT2S-M300
PLT4S-M69

PLT4S-M300
PRT2S-C

PRT2S-CO
PRT4S-C

PRT4S-CO

MLT1S

色 材質 UL No. (材質) UL No.(商品)使用温度範囲
⑦

（サラネジ）

（ナベネジ）

③ ③

③
③

屋　

内　

用

屋
外
用

AFWK

AFWR

AFBK

AFB R

AFSK

188

4.8

4.8

4.3
0.25

Insert power plug, and pass 

union bands into holes of the 

screw from outside.（Single 

union band for 3-B type）

⑦⑤ ⑥① ② ③

Insert fixing two screws into the 

inlet, and adjust the position, so 

that hole of the screws can face 

outwardly. It is convenient if you 

fix with a spanner and a minus 

driver.(Please refer to two upper 

figures)

Attach  MAGIC HOOKER on power plug, and pass 

union bands into upward of  MAGIC HOOKER, then 

insert from opposite holes of screws. Moreover, pass 

the bands through center holes of  MAGIC HOOKER 

from downward, and insert the band into opposite 

center holes along power plug from upward, then lock 

with the bands.

 ATF-N2（サラネジ） 

 結束バンド 

固定タイプ固定タイプ リピートタイプリピートタイプ ステンレスタイプステンレスタイプ

 難燃性ナイロン　　　　　　耐候性ナイロン　　 　ステンレス

使用温度範囲-10°～150℃

推奨締め付トルク6kgf/cm

4.8

1.3

188

368

1.3

4.8

368

127

用

×1

×2×2

×1

×2　

AFBK（固定型 クロ）もあります AFBR（リピートタイプ クロ）もあります

AFWK（シロ）
AFBK（クロ）

AFWR（シロ） AFSK
AFBR（クロ）
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23.5 23.0
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ステンレス

③-A

③-B

フランジナットM3用

推奨している取付方法

より強靱な取付方法


