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Intel LGA 1366/1156/1155/1150/775 Installation

 

Intel LGA 2011 Installation

Finish the installation by connecting the fan cable to the motherboard.

Finish the installation by connecting the fan cable to the motherboard.

Insert the BP- Screws through the mounting holes of backplate.
Note: Only LGA 775 and AMD requires the spacer

Install the backplate and sercure with pillars.

Install the backplate and sercure with pillars.

Install the Intel Clips with the arrows towards the CPU, then fasten by
nuts like shown.

Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.

Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.

Remove the protection film on the bottom of the heatsink, than place the
heatsink onto the processor with the crossbar.

Secure the heatsink using the crossbar and fasten the screw bolt into 
the Intel Clips.

Assamble the rubber and attach the fan to the heatsink with the fan clips.

Assamble the rubber and attach the fan to the heatsink with the fan clips.Secure the heatsink using the crossbar and fasten the screw bolt into 
the Intel/AMD Clips.

Remove the protection film on the bottom of the heatsink, than place the
heatsink onto the processor with the crossbar.

Install spacer and remove the intel alligning tabs to attach the isulation
foil and insert the BP-Screws through the AMD socket holes. 

Install the AMD clips on the Intel Clips (arrows on the Intel Clips facing 
towards the CPU) with the IA-Screws. Then install the combined bracket
and fasten by nuts like the illustration shown.

Sockel 775
Sockel 115X
Sockel 1366

Installation Guide Brocken ECO
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AMD

バックプレートの取り付け穴を通してBP-ネジを挿入します。
注意：LGA775 とAMDは、スペーサーが必要です。

ヒートシンク本体 １２０㎜　PWMファン ファンクリップ バックプレート スペーサー S775/AMD クロスバー Intel クリップ AMD クリップ

ナット 120mm ファン用ゴムパット LGA 2011ネジ放熱グリース絶縁フォイルIAネジBPネジ支柱

クロスバー

ナット

Intel クリップ

支柱

バックプレート

BPネジ

クロスバー

ナット

支柱

バックプレート

BPネジ

IAネジ

スペーサー

AMD クリップ

Intel クリップ

絶縁フォイル

バックプレートと支柱を取り付けます。
インテルクリップを図の方向に取付ナットで固定します。

CPU上に均等に薄く放熱グリースを塗ります。

本体の保護フィルムを剥がし、CPUに装着します。
そして、クロスバーを置きます。

クロスバーを使いヒートシンクを固定して下さい。
クロスバーからIntelクリップ側にネジ通して固定します。

ゴムをファンに取り付け、ファンクリップでヒートシンクに固定
します。

マザーボードにファンケーブルを接続してインストールを完了
です。

スペーサー、穴固定用タブを取り、絶縁フォイルを装着し、
BPねじでAMDソケットの穴に通す。

バックプレートと支柱を取り付けます。

AMDクリップをIntelクリップの上に載せ（Intelクリップは、CPU側に
なる様にする）IAネジで留める。
合わせたブラケットをナットで固定します。（図を参照）

CPU上に均等に薄く放熱グリースを塗ります。

本体の保護フィルムを剥がし、CPUに装着します。
そして、クロスバーを置きます

クロスバーを使いヒートシンクを固定して下さい。
クロスバーからIntel/AMDクリップ側にネジ通して固定します。

ゴムをファンに取り付け、ファンクリップでヒートシンクに固定
します。

マザーボードにファンケーブルを接続してインストールを完了
です。

ご注意：

１．本製品は、予告なく仕様変更をする事があります。

２．マニュアルまたは本製品の欠陥やエラーから生じる、間接的な偶発的または、
　　間接的損害について責任を負いません。

３．取付の際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

2011マザーボードのオリジナルのソケット
フレームに2011LGAネジを取り付けます。
Intelクリップを置きナットをセットし、
クリップを固定します。


