セキュリティロック付き
LAN ケーブル
LAN ポートに差し込んだケーブルをしっかりロック！
抜け防止 ・ セキュリティ強化 に最適

ネットワークカメラなどの
大切な接続には物理的な
セキュリティの強化として

スイッチングハブでは
ネットワーク設計者以外の
ポート変更防止に

サーバなどへのケーブル配線は
接続間違いを防止

パソコンのケーブル抜け防止に

製品概要

特

徴

セキュリティロック付き LAN ケーブルは、 独自の
ロック機構により LAN ポートに差し込んだケーブルの
ラッチ （爪） 部を固定し、 不意の脱落やいたずらに
よる事故を防ぎます。

● Cat6

に準拠した高品質ケーブルを使用

またケーブルは Cat6※に対応しており、 高品質 ・
高性能で、 あらゆる環境でご利用いただけます。

● 複数のケーブル長をご用意

社内ネットワークやマシンルームでの使用、
また、 接続機器ではネットワークカメラやパソコン、
プリンタなどの接続において、 いたずら防止、
抜け防止に最適です。

● ロック機構は両端

※コネクタセットは Cat5e 対応 ・ Cat6 対応の 2 タイプがございます。

※片端のみは受注生産、 ロット単位での販売となります。

● キーロックによりラッチ部をしっかりロック
● 簡単

2 ステップでロック解除可能

（1m/2m/3m/5m/10m）
/ 片端のみ※をご用意

● ロック機構コネクタセットだけの販売も可能

（Cat5e 対応 ・ Cat6 対応の 2 タイプ）

ロック前の状態です。

ロック状態です。

ロック機構は大変スリムで、 干渉の心配もありません。

キーロックによりラッチ （爪） 部分が押せなくなり、
ポートからの抜けを防止します。

ロックの解除には専用キーが必要です。

ロックの解除は簡単に行えます。

専用キーは全てのキーロックで共通です。
付属部分はキーホルダーとストラップからお選びいただけます。

専用キーをキーロックへ差し込み、
そのまま引き抜くだけでロックは解除できます。

▲
● RJ-45 コネクタ
セキュリティロック
● ロック機構ブーツ
Cat5e コネクタセット
● キーロック
● ロードバー （Cat6 のみ）

▲
セキュリティロック
Cat6 コネクタセット

ロック部のみをご購入いただくことも可能です。
［カラー］ Cat5e ： 赤 / 青 Cat6 ： 黒

抜け防止 ・ いたずら防止により、 物理的な
セキュリティの向上に役立ちます。

【製品仕様】
製品名
商品コード
ケーブル長
規格
コネクタ
外径
カラー
認定

セキュリティロック付き LAN ケーブル

製品名
商品コード
規格
コネクタ

セキュリティロック Cat5e コネクタセット（赤） セキュリティロック Cat5e コネクタセット（青） セキュリティロック Cat6 コネクタセット（黒）

152-SS-002 152-SS-003 152-SS-004 152-SS-005 152-SS-006 152-SS-007 152-SS-008 152-SS-009 152-SS-010 152-SS-011
１ｍ
2m
3m
5m
10m
１ｍ
2m
3m
5m
10m
カテゴリー 6 ケーブル （撚り線） /8 極 8 芯
両端セキュリティ RJ-45 付 （ロック付き <---> ロック付き）
片端セキュリティ RJ-45 付 （ロック付き <---> 通常） [ 受注生産品 ]
シース外径 ：φ6.0mm ／導体 24AWG （φ0.5mm）
ケーブル ： 白／プラグ部 ： クリア／ロック部 ： 黒
RoHS

154-SS-001
154-SS-002
154-SS-009
カテゴリー 5e
カテゴリー 6
RJ-45 単線 / 撚り線共用
金メッキ （1.27μm）
適合ケーブル 電線径 ： AWG26 （φ0.4mm） ～ AWG24 （φ0.5mm）
絶縁体径 ：φ0.8mm ～φ1.0mm
φ0.98mm ～φ1.05mm
カバー径 ：φ5.0mm ～φ6.3mm
素材
プラグ ： 耐衝撃ポリカーボネート樹脂 / UL 94 V-2
材質/難燃性 ブーツ ： ポリ塩化ビニル樹脂 （ハウジング部） / UL 94 V-2
ポリカーボネート樹脂 （ロック部） / UL 94 V-2
キーロック ： 耐衝撃ポリカーボネート樹脂 / UL 94 V-2
カラー
プラグ部 ： クリア
ロック部 ： 赤
ロック部 ： 青
ロック部 ： 黒
認定
RoHS
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製品名
商品コード
素材
カラー
付属品
認定

セキュリティロック 専用キー
154-SS-003
154-SS-004
耐衝撃ポリカーボネート樹脂 /UL 94 V-2
黒
キーホルダー
ストラップ
RoHS

【推奨品】
製品名
製品型番

圧着工具
HTL2182R

● 片端セキュリティ RJ-45 付は受注生産品 100 本～での販売となります。
● LAN ポートへのケーブル挿入時には、 必ずロックが解除状態であることを
確認してください。
● 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、
当社は一切の責任を負いません。
● 本カタログの内容は予告なく変更されることがあります。
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