
JANコード入数型番

小口オーダー品（小袋）

JANコード入数型番

ロットオーダー品

色 つまみ 材質 製造適合コネクタ

適合コネクタ仕様

主な用途

※材質は主材料を表します。ピグメント（顔料）など基材 以外の成分を含む場合がございます。樹脂

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

RoHS対応

対応

RoHS

台湾

1,000IPLECK-B1-1K
4 543340 158025

10

100

IPLECK-B1-10

IPLECK-B1-100

4 543340 088025

4 543340 098024

あり TPU

iPhone, iPod touch　Lightningコネクタ、3.5Φイヤホンジャック用キャップ

IPLECK-B1

充電やPC接続ケーブルで使用するLightningコネクタ（本体側）とイヤホンジャック（本体側）の

保護用キャップです。

黒
Lightningコネクタ、
3.5Φイヤホンジャック用
機器本体側コネクタ

UL

対応
[94HB]

UL材は主材料における対応を表します。　

UL対応
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JANコード入数型番

小口オーダー品（小袋）

JANコード入数型番

ロットオーダー品

色 つまみ 材質 製造適合コネクタ

適合コネクタ仕様

主な用途

※材質は主材料を表します。ピグメント（顔料）など基材 以外の成分を含む場合がございます。樹脂

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

RoHS対応

対応

RoHS

台湾

1,000IPLNCK-B1-1K
4 543340 158070

10

100

IPLNCK-B1-10

IPLNCK-B1-100

4 543340 088070

4 543340 098079

TPUあり

iPad, iPhone, iPod(touch, Nano)Lightningコネクタ用キャップ[つまみあり] 

IPLNCK-B1

充電やPC接続ケーブルで使用するLightningコネクタ（本体側）の保護用キャップです。

Lightningコネクタ

機器本体側用
黒

UL

対応
[94HB]

UL材は主材料における対応を表します。　

UL対応
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JANコード入数型番

小口オーダー品（小袋）

JANコード入数型番

ロットオーダー品

色 つまみ 材質 製造適合コネクタ

適合コネクタ仕様

主な用途

※材質は主材料を表します。ピグメント（顔料）など基材 以外の成分を含む場合がございます。樹脂

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

RoHS対応

対応

RoHS

台湾

2,000IPLNTCK-W0-2K
4 543340 168031

10

100

IPLNTCK-W0-10

IPLNTCK-W0-100

4 543340 088032

4 543340 098031

なし PE

iPad,iPad mini, iPhone, iPod touch　Lightningケーブル先端用キャップ

IPLNTCK-W0

iPad,iPad mini, iPhone, iPod touchで使用するLightningケーブルのコネクタ保護用

半透明
Lightningコネクタ
ケーブル側用

UL

非対応
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JANコード入数型番

小口オーダー品（小袋）

JANコード入数型番

ロットオーダー品

色 つまみ 材質 製造適合コネクタ

適合コネクタ仕様

主な用途

※材質は主材料を表します。ピグメント（顔料）など基材 以外の成分を含む場合がございます。樹脂

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

台湾黒 あり TPU

10

100

1,000

IPDOCK-B1-10

IPDOCK-B1-100

IPDOCK-B1-1K

iPad, iPhone, iPod（Touch, Classic, Nano）の充電やPC接続ケーブルで使用するDock
コネクタ（本体側）保護用キャップです。
コネクタホールの内側にフィットする形状なので、ケース装着時でも使用できます。

Dockコネクタ
機器本体側用

iPad, iPhone, iPod（Touch, Classic, Nano）　Dockコネクタ用キャップ

IPDOCK-B1 RoHS対応

対応

RoHS UL

対応
[94HB]

UL材は主材料における対応を表します。　

UL対応

25.4

2
.5

1
.5

3
.5

21.6

4 543340 088018

4 543340 098017

4 543340 158018

差し込む際、「引抜きつまみ」は正面から見て左側位置になります。
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JANコード入数型番

小口オーダー品（小袋）

JANコード入数型番

ロットオーダー品

色 つまみ 材質 製造適合コネクタ

適合コネクタ仕様

主な用途

※材質は主材料を表します。ピグメント（顔料）など基材 以外の成分を含む場合がございます。樹脂

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

RoHS対応

対応

RoHS

台湾

1,000IPDOTCK-W0-1K
4 543340 158049

10

100

IPDOTCK-W0-10

IPDOTCK-W0-100

4 543340 088049

4 543340 098048

なし PE

iPad, iPhone, iPod(Touch, Classic, Nano)Dockケーブル用　キャップ

IPDOTCK-W0

iPad, iPhone, iPod(Touch, Classic, Nano)で使用するDockケーブルの

コネクタ保護用キャップ

半透明
Dockコネクタ
ケーブル側用

UL

非対応
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