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くさび型スロット用 N17 ダイヤル ロック 
ダイヤル パーツ番号：K68008WW  |  UPC コード：085896680086
シリアル ダイヤル パーツ番号：K68009WW  |  UPC コード：085896680093
シリアル ダイヤル - 25 パック パーツ番号：K68010WW  |  UPC コード：085896680109

くさび型ロック ス
ロットを持つノー
ト PC やタブレット
を保護する、鍵を
必要としないロッ
ク ソリューション

より良くなったくさび型ロック スロット用 Kensington N17 ダイヤル/シ
リアル ダイヤル ロックは、小型で高い堅牢性を誇っています。くさび型
ロック スロットを持つノート PC やタブレット向けの、鍵を必要としない
ロック ソリューションです。

•	 堅牢なロックヘッド - ねじれ、引っ張り、様々なツールでの衝撃、ライ
フサイクル、腐食、およびその他の環境的条件に対して、高い業界水
準を満たすように内部的に検証、試験が行われています。

•	 カーボン スチール ケーブル - 切断耐性があります。プラスチック製
のシースが机、テーブル、または他の固定物の取り付け部分を傷つけ
ないように保護します。

•	 ワンハンド アタッチメント - 再開発されたスライダーにより、デバイ
スを素早く手軽に固定できます。

•	 リセット可能な 4 桁番号コード - 10,000 通りもの組み合わせから
選択して利用できます。 

•	 Register & Retrieve™ - 番号を紛失または忘れた場合にも、素早く
手軽かつ安全にコードを確認することができます。

すべての仕様は、予告なしに変更される可能性があります。正しい情報については、業者にお問い合わせください。お住まいの
地域によっては製品を販売していない場合があります。Kensington および ACCO の名称とデザインは ACCO Brands の登録商
標です。Kensington The Professionals’ Choice は ACCO Brands の商標です。その他の登録商標および 未登録の商標は、それ
ぞれの所有者の財産です。© 2019 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.All rights reserved.
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製品データ シート

片手で取り
付け可能

堅牢な ロック ヘッド ユニークな接続

リセット可能な 
4 桁番号コード 

カーボン スチー
ル ケーブル



システム要件
サポートしているシステム くさび型ロック スロットを持つ任意の Dell デバイス 

製品サイズ
ロック ヘッド サイズ  幅：31.6mm (1.25in)、 

高さ：11mm (.4in)、  
長さ：44mm (1.7in)

ケーブル サイズ 直径：5mm (.2in)、長さ：1.8m (6ft) 

パッケージ サイズ
パッケージ スタイル ポリ袋 

パッケージ サイズ  長さ 212mm (8.35in)、 
幅 152mm (5.98in)、  
高さ 25mm (0.98in)

パッケージ重量 209g (0.46lbs)

マスター カートン 25 パック

パッケージの内容  N17 ノート PC ダイヤル ロック x 1 
インストラクション ガイド x 1 
保証書

生産国、規制、および保証
生産国 台湾

認定とコンプライアンス REACH、WEEE、RoHS

保証 2 年期限付き保証 - ワールドワイド

特別な注意事項
複数の SKU  標準版 - (K68008WW) 

欧州向け標準版 - (K68008EU) 
シリアル - (K68009WW) 
シリアル 25 パック - (K68010WW、K68010EU) 
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