方法 1: 一般的な取付方法 – HDMI 端子の上にある
ねじ穴を使用する場合

方法 2: 一般的な取付方法 – HDMI 端子の下に
あるねじ穴を使用する場合

U.S. Patent Number 7,914,338

hd EZ lock™ Universal HDMI™ Lock
クイックスタートガイド
以下は「hd EZ lock™」の最も一般的な取り付け方法です。お客様が
お持ちの機器に適した取り付け方法を確認し、詳細方法にお進みく
ださい。
こちらのウェブサイトでもご覧いただけます:

www.blueechosolutions.com/info/hd-ez-lock-installation-guides/
方法 1 – HDMI 端子の上にあるねじ穴を使用し
て取り付ける。

方法 2 – HDMI 端子の下にあるねじ穴を使用し
て取り付ける。

方法 3 – HDMI 端子が奥まった場所にある場
合、付属パーツ六角支柱を使用して取り付け
る。
方法 4 – HDMI 端子が密接している場合、複数
の hd EZ lock™を交互に取り付ける。

方法 5 –HDMI 端子の上下ともにねじ穴がない場
合、接着テープを使用して取り付ける。

お客様ご本人、または周りの方への感電の危険性、機器の損傷を避
けるため、hd EZ lock™取り付けに際しましては事前に全ての関連機
器のコンセントを抜いてください。
ご自身の機器に改良を加えることに
ご不安な方は、hd EZ lock™のご利用は
お控えください。

hd EZ lock™ is manufactured in the USA.
U.S. Patent Number 7,914,338.
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ステップ 1: HDMI ケーブルを抜き取った状
態で HDMI 端子の上にあるねじを、付属の
M3x.5 6mm 六角穴付きネジに換え、2mm 六
角レンチ 大で軽く締めてください。

ステップ 1: HDMI ケーブルを抜き取った状
態で HDMI 端子の下にあるねじを、付属の
M3x.5 6mm 六角穴付きネジに換え、 2mm
六角レンチ 大で軽く締めてください。

※M3x.5 6mm 六角穴付きネジと既存のねじ
穴が一致するかご確認ください。 一致しない場合は、既存の
ねじをご使用いただける場合もございます。問題が生じる場
合は弊社までご連絡ください。

※M3x.5 6mm 六角穴付きネジと既存のねじ
穴が一致するかご確認ください。 一致しない場合は、既存の
ねじをご使用いただける場合もございます。問題が生じる場
合は弊社までご連絡ください。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通して
ください。HDMI ケーブルを HDMI 端子に差
し込み、HDMI ケーブルの上のねじをマウ
ントアダプタが装着できるくらいまで緩め
てください（約 3mm）。

ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通して
ください。HDMI ケーブルを HDMI 端子に
差し込み、HDMI ケーブルの下のねじをマ
ウントアダプタが装着できるくらいまで緩
めてください（約 3mm）。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。

ステップ 3: マウントアダプタを HDMI 端子
の上のねじの上にかぶせ、付属の 2mm 六
角レンチ 大でしっかりと締めてください。

ステップ 3: マウントアダプタを HDMI 端子
の下のねじにかぶせ、付属の 2mm 六角レ
ンチ 大でしっかりと締めてください。

※マウントアダプタの底が HDMI ケーブル
の上部に接しているかご確認ください。

※マウントアダプタの上部が HDMI ケーブ
ルの下部に接しているかご確認ください。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向け
てスライドし、装着してください。 付属の
6/32” x 3/8” 固定ネジを本体のねじ穴に差し
込み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI
ケーブルが固定されるまでしっかりと締め
てください。
※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、
その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

ステップ 4: 本体をマウントアダプタに
向けてスライドし、装着してください。
付属の 6/32" x 3/8” 固定ネジを本体のね
じ穴に差し込み、1/16" 六角レンチ 小を
使って HDMI ケーブルが固定されるまで
しっかりと締めてください。

※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、
その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

方法 3: 六角支柱を用いた取付方法 – HDMI 端子
が奥まっている場合

方法 4: 交互の取付方法 –HDMI 端子が密接して
いる場合
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ステップ 1: HDMI 端子の上または下にある
既存のねじを抜き取り、付属の M3x.5 六角
支柱に換えてください。六角支柱に Screw
M3x.5 6mm 六角穴付きネジを差し込み、完
全に締めずに隙間を空けてください（約
3mm）。
※付属の M3x.5 六角支柱が既存のねじ穴に一致するかご確認
ください。ねじ山が異なる場合は、弊社までご連絡くださ
い。
ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通して
ください。HDMI ケーブルを HDMI 端子に差
し込み、HDMI ケーブルの上のねじにマウン
トアダプタを固定できるほどのスペースが
あるかご確認ください（約 3mm）。
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ステップ 1: HDMI 端子の上にある既存のね
じを抜き取り、付属の M3x.5 六角支柱また
は M3x.5 6mm 六角穴付きネジ（2mm 六角
レンチ 大で軽く締めてください）に換え
てください。六角支柱に M3x.5 6mm 六角
穴付きネジを入れてください。その際、完
全に締めずに隙間を空けてください（約 3mm）。
※付属の M3x.5 六角穴付きネジと六角支柱が既存のねじ穴に
一致するかご確認ください。ねじ山が異なる場合は、弊社ま
でご連絡ください。
ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通して
ください。HDMI 端子に HDMI ケーブルを
差し込み、マウントアダプタが入るよう
HDMI ケーブルの上のねじを緩めてくださ
い(約 3mm)

方法 5: 粘着シートを使った取付方法 –HDMI 端
子の上下にねじがない場合
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※マウントアダプタの底が HDMI ケーブル
の上部に接するようご確認ください。
ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向け
てスライドし、装着してください。付属の
6/32" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込み、
1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケーブル
が固定されるまでしっかりと締めてくださ
い。
※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、
その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。

U.S. Patent Number 7,914,338

※マウントアダプタの底が HDMI ケーブル
の上部に接するようご確認ください。
ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向
けてスライドし、装着してください。付属
の 6/32" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込
み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケ
ーブルが固定されるまでしっかりと締めて
ください。
※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、
その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。
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※粘着シートがしっかりと付くよう、こちらの下準備は必ず
行ってください。次のステップに進む前に、表面が乾いてい
るか必ずご確認ください。
清潔にした後は、どちらの表面も絶対に触れないでくださ
い。
ステップ 2: HDMI ケーブルを本体に通して
ください。HDMI 端子に HDMI ケーブルを
差し込んでください。
※本体の刻み目が外側を向いているかご確
認ください。
ステップ 3: 粘着シートの片側のシールを
はがし、マウントアダプタの裏に貼付して
ください。シートをしっかりと固定させ、
30～60 秒ほど押さえてください。もう一
方のシールをはがし、マウントアダプタを
機器本体に接着し、30～60 秒ほど押さえ

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。
ステップ 3: HDMI 端子の上のねじまでマウ
ントアダプタをスライドし、付属の 2mm
六角レンチ 大を使ってしっかりと締めて
ください。

アルコール

ステップ 1: 付属のアルコールパッドを使い、マウントアダ
プタの裏面と粘着シートが貼付される箇所をしっかりとふき
取り、清潔な布で乾かしてください。

※本体の刻み目が外側を向いているかご確認ください。

ステップ 3: HDMI 端子の上にある六角支柱
の端のねじまでマウントアダプタをスライ
ドさせ、付属の 2mm 六角レンチでしっかり
と締めてください。

粘着シート

てください。
※HDMI ケーブルの中心におき、マウントアダプタの底が
HDMI ケーブルの上部に直接接しているかご確認ください。
次のステップに進む前に、粘着シートを 24 時間寝かせたほ
うがより効果的です。
ステップ 4: 本体をマウントアダプタに向
けてスライドし、装着してください。付属
の 6/32" 固定ネジを本体のねじ穴に差し込
み、1/16" 六角レンチ 小を使って HDMI ケ
ーブルが固定されるまでしっかりと締めて
ください。
※締めすぎにご注意ください。抵抗を感じる程度まで締め、
その後しっかりと固定するよう 2、3 回締めてください。
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