2018 年 10 月 10 日

お客様各位
フルーク・ネットワークス
ディレクター
相澤 昭夫

オータム・キャンペーン 2018 のご案内
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、この度、主要製品の購入サポートとして “オータム・キャンペーン 2018” を実施する運びとなりましたので
ご案内申し上げます。
本キャンペーンは対象製品とゴールド・サポート・サービスを同時にご購入頂いたお客様、および DTX ケーブル
アナライザーからのトレードアップをされるお客様にキャッシュバックを提供させて頂く内容となっております。
是非、この機会に本キャンペーンの特典および税制優遇制度を活用頂き、弊社製品の購入の検討をお願い申し上
げます。
敬具

記
1.

キャンペーン期間 :2018 年 10 月 10 日（水） 〜 2018 年 12 月 14 日（金）

2.

キャンペーン対象製品
①
②
③
④

DSX-8000 ケーブルアナライザー・シリーズ
CertiFiber Pro 光損失測定試験セット
OptiFiber Pro OTDR
上記のゴールド・サポート・サービス

注記：
a. 詳細につきましては、次ページ以降の案内をご覧ください。
b. 必要書類の弊社への提出、およびトレードアップ対象の DTX ケーブルアナライザー弊社到着の締切日は、
12 月 20 日（木）とさせて頂きます。
c. キャンペーン利用規約については、弊社キャンペーン WEB ページでご確認ください。
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3.

オータム・キャンペーン 2018 内容一覧表
キャンペーン
期間
対象製品

お客
様向
け

4.

特典 1

2018 年 10 月 10 日（水） 〜 2018 年 12 月 14 日（金）まで
DSX-8000

CertiFiber Pro

OptiFiber Pro

DSX-8000 シリーズ 4 機種と該当の
ゴールド・サポート・ サービスを
同時期にセットでご購入いただい
た場合、キャッシュバックをご提供
（詳細は次ページをご覧ください）

CertiFiber Pro シリーズ 1 機種と
該当のゴールド・サポート・サービス
を同時期にセットでご購入いただ
いた場合、キャッシュバックをご提
供 （詳細は次ページをご覧くださ
い）

OptiFiber Pro シリーズ 3 機種と
該当のゴールド・サポート・サービス
を同時期にセットでご購入いただい
た場合、キャッシュバックをご提供
（詳細は次ページをご覧ください）

特典 2

DTX シリーズ（DTX-1800、1200、LT、CLTJ）のトレードアップで、キャッシュバックをご提供 （詳細は次ページをご
覧ください）

特典 3

税制優遇の工業会への証明書申請手数料を弊社にて負担いたします。

ご注文後の申込み必要書類 ＆トレードアップ機器の送付方法について
以下の表にしたがって、必要書類またはお使いの DTX をお送りください。

ご注意： キャンペーン申し込みに必要な提出物は特約店様経由ですべて同時にご送付ください。
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5.

オータム・キャンペーン 2018 価格と特典

対象製品
（ゴールドとの同時購入が
必要）
DSX2-8000
＋ GLD-DSX-8000
DSX2-8000MI
＋ GLD-DSX-8000
＋ GLD-CFP-MM-ADD
DSX2-8000QI
＋ GLD-DSX-8000
＋ GLD-CFP-Q-ADD
DSX2-8000QOI
＋ GLD-DSX-8000
＋ GLD-CFP-Q-ADD
＋ GLD-OFP-MOD-Q
CFP2-100-Q
＋ GLD-CFP-100-Q
OFP2-100-Q
＋ GLD-OFP-100-Q
OFP2-100-QI
＋ GLD-OFP-100-QI
OFP2-CFP-QI
＋ GLD-CFP-100-Q
＋ GLD-OFP-MOD-Q

キャッシュバックの種別

全ての特典を含んだ
入手可能なご購入金額
(＝ ①−②−③)

本体価格

合計価格 ①

特典 1
ゴールド同時購入分
（※1、※2） ②

特典 2
弊社 DTX シリーズ
トレードアップ分 ③

￥1,995,000
＋ ￥118,000

￥2,113,000

￥70,000

￥80,000

￥1,963,000

￥3,116,000

￥140,000

￥130,000

￥2,846,000

￥180,000

￥180,000

￥3,739,000

￥300,000

￥330,000

￥4,980,000

￥120,000

￥100,000

￥2,193,000

￥120,000

￥50,000

￥1,523,000

￥120,000

￥70,000

￥1,774,000

￥220,000

￥170,000

￥3,514,000

￥2,900,000
＋ ￥118,000

＋ ￥98,000
￥3,820,000
＋ ￥118,000 ￥4,099,000
＋ ￥161,000
￥5,170,000
＋ ￥118,000
￥5,610,000
＋ ￥161,000
＋ ￥161,000
￥2,240,000
￥2,413,000
＋ ￥173,000
￥1,520,000
＋ ￥173,000

￥1,693,000

￥1,780,000
￥1,964,000
＋ ￥184,000
￥3,570,000
＋ ￥173,000 ￥3,904,000
＋ ￥161,000

※1 上記対象製品とゴールド・サポート・サービスを同時にご購入いただいた場合、キャッシュバックをご提供させていただきます。
※2 ゴールド・サポート・サービスは、標準モデル 1 年間/3 年間モデル、プレミアム・モデル 1 年間/3 年間も対象になりますが
キャッシュバック金額は複数年のご購入の場合でも上記特典 1 の金額になります。

6.

トレードアップ対象製品
DTX ケーブルアナライザー （ DTX-1800、DTX-1200、DTX-LT、DTX-CLTJ ）

7.

キャンペーン実施要項および注意事項






キャンペーンの特典の提供を受けるには別紙キャンペーン申込書、販売証明書（納品書等のコピー）等の
弊社への提出が必要です。
キャンペーン申込書（3 種類）」は、弊社ホームページからもダウンロードできます。
ゴールド・サポート・サービスと対象製品を同時期にセットでご購入いただいた場合、別紙の金額をキャッシュ
バックいたします。
ゴールド・サポート・サービスは、標準モデル 1 年／3 年間、プレミアム・モデル 1 年間/3 年間も対象になりま
すが、キャッシュバックは複数年のご購入の場合でも同額になります。
DTX ケーブルアナライザーからのトレードアップで、キャッシュバックをご提供いたします。各製品のキャッシュ
バック金額は別紙をご参照ください。
以上
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Versiv ファミリー・ゴールド・サポート・サービス申込書
以下の項目にご記入いただき購入代理店まで送付願います。
宛先： 株式会社 ＴＦＦ フルーク社 フルーク・ネットワークス営業部

ＦＡＸ：０３−６７１４−３１１８
ご記入日

本サービスご購入代理店に関する情報

*ユーザー様がフルークより直接、ご購入された場合には記入の必要はございません

お客様名：

E-Mail ：

営業所：

ご担当者：

TEL：

FAX：

ご注文番号

年

御社書式のご注文書を発行される場合はこの書類と一緒に送付願います。

本サービスご購入のユーザー様に関する情報

*現時点での窓口となって頂けるご担当者様のお名前をご記入下さい。

お客様名：

E-Mail ：

ご住所：
ご担当者所属部署：

ご担当者：

TEL：

FAX：

ご注文番号

御社書式のご注文書を発行される場合はこの書類と一緒に送付願います。

【 本体モデル名 と シリアル・ナンバー をご記入願います。 】
本体モデル名
DSX2-8000 の場合
DSX2-8000MI / QI の場合
DSX2-8000QOI の場合
CFP2-100-Q の場合
OFP2-100-Q / QI の場合
OFP2-CFP-QIの場合

シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル
シリアル

No
No
No
No
No
No

を
を
を
を
を
を

4
6
7
4
2
5

つ記載願います。
つ記載願います。
つ記載願います。
つ記載願います。
つ記載願います。
つ記載願います。

下記
下記
下記
下記
下記
下記 ①

と
と
と ③
と
と
と ④
と
と
と ③ と ④

Versiv2 メイン・ユニットのS/N：

Versiv2 リモート・ユニットのS/N：

DSX-8000 モジュールのS/N：

DSX-8000 モジュールのS/N：

CertiFiber Pro モジュールのS/N：
CFP-MM-ADD ・ CFP-Q-ADD
※どちらかに○をお願いします

CertiFiber Pro モジュールのS/N：
CFP-MM-ADD ・ CFP-Q-ADD
※どちらかに○をお願いします

OFP-QUAD モジュールのS/N：

ご注意：

ゴールド・サポート・サービスはご購入日より 1 年間有効です。（※３年契約は３年間です。）

お問合せは下記へお願い致します。
株式会社 ＴＦＦ フルーク社 フルーク・ネットワークス営業部
〒１０８−６１０６ 東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟６階
TEL ０３−６７１４−３１１７ FAX ０３−６７１４−３１１８

月

日

オータム・キャンペーン 2018 申込書 A
（ ゴールド・サポート・サービス同時購入のみの場合 ）


お客様は本申込書をご購入された特約店の担当者へお渡し下さい。本手続き完了後、特約店よりお値引きをさせて頂きます



特約店の担当者は、① 本申込書とキャンペーン対象製品と対象のゴールド・サポート・サービスの ② 販売証明書（納品書等の
コピー）の 2 点をメールにて、一緒に弊社営業担当宛に送付して下さい。

ご注意： 必ず全ての項目をご記入下さい。

ご記入日： 2018 年

月

ご社名
ご部署名
ご担当者名
〒
ご住所
電話番号

ＦＡＸ 番号

E-Mail：
モデル名
(ご購入製品に ○ を
つけて下さい)

製造番号
(該当の S/N を
ご記入下さい)
ご購入日

DSX2-8000

DSX2-8000MI

DSX2-8000QI

DSX2-8000QOI

CFP2-100-Q

OFP2-100-Q

OFP2-100-QI

OFP2-CFP-QI

Versiv2 メイン・ユニット S/N：

Versiv2 リモート・ユニット S/N：

DSX-8000 モジュール S/N：

DSX-8000 モジュール S/N：

CertiFiber Pro モジュール S/N：

CertiFiber Pro モジュール S/N：

OFP-QUAD モジュール S/N：

2018 年

特約店名

月

日
特約店営業担当者名

ご注意： 必ず全ての項目をご記入下さい。
お問合せは下記へお願い致します。
株式会社 ＴＦＦ フルーク社 フルーク・ネットワークス営業部
〒１０８−６１０６ 東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟６階
TEL ０３−６７１４−３１１７

日

オータム・キャンペーン 2018 申込書 B
（ DTX トレードアップのみの場合 ）


お客様は本申込書とトレードアップされる DTX ケーブルアナライザーの本体とリモートのみをご購入された特約店の担当者へ
お渡し下さい。本手続き完了後、特約店よりお値引きをさせて頂きます。



特約店の担当者は① 本申込書、キャンペーン対象製品の ② 販売証明書（納品書等のコピー）、③ トレードアップされる DTX
ケーブルアナライザーの本体とリモートのみ、の 3 点を一緒に弊社トレードアップ担当宛に送付して下さい。



キャンペーン対象製品をご購入後、30 日以内にキャンペーン申請手続き（申請書と DTX ケーブルアナライザーの送付）を完了して
ください。



送付いただいた DTX ケーブルアナライザーは弊社で廃棄をさせて頂きます。

ご注意： 必ず全ての項目をご記入下さい。

ご記入日： 2018 年

月

ご社名
ご部署名
ご担当者名
〒
ご住所
電話番号

ＦＡＸ 番号

E-Mail：
モデル名
(ご購入製品に ○ を
つけて下さい)
製造番号
(該当の S/N を
ご記入下さい)
ご購入日
トレードアップする
DTX のモデル名
シリアル番号

DSX2-8000

DSX2-8000MI

DSX2-8000QI

DSX2-8000QOI

CFP2-100-Q

OFP2-100-Q

OFP2-100-QI

OFP2-CFP-QI

Versiv2 メイン・ユニット S/N：

Versiv2 リモート・ユニット S/N：

DSX-8000 モジュール S/N：

DSX-8000 モジュール S/N：

CertiFiber Pro モジュール S/N：

CertiFiber Pro モジュール S/N：

OFP-QUAD モジュール S/N：

2018 年
モデル名：DTX-

月

日
本体 S/N

リモート S/N

特約店名

特約店営業担当者名

申込書、販売証明書、トレードアップ対象機器出荷日
（特約店記入欄）

2018 年

月

ご注意： 必ず全ての項目をご記入下さい。
送付先およびお問合せは下記宛てにお願い致します。
株式会社 ＴＦＦ フルーク社 フルーク・ネットワークス営業部 トレードアップ担当
〒１０８−６１０６ 東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟６階
TEL ０３−６７１４−３１１７

日

日

オータム・キャンペーン 2018 申込書 C
（ゴールド・サポート・サービス同時購入 ＆ DTX トレードアップの場合）


お客様は本申込書とトレードアップされる DTX ケーブルアナライザーの本体とリモートのみをご購入された特約店の担当者へ
お渡し下さい。本手続き完了後、特約店よりお値引きをさせて頂きます。



特約店の担当者は① 本申込書、キャンペーン対象製品と対象となるゴールド・サポート・サービスの ② 販売証明書（納品書等の
コピー）、③ トレードアップされる DTX ケーブルアナライザーの本体とリモートのみ、の 3 点を一緒に弊社営業担当宛に送付して下
さい。



キャンペーン対象製品をご購入後、30 日以内にキャンペーン申請手続き（申請書と DTX ケーブルアナライザーの送付）を完了して
ください。



送付いただいた DTX ケーブルアナライザーは弊社で廃棄をさせて頂きます。

ご注意： 必ず全ての項目をご記入下さい。

ご記入日： 2018 年

月

ご社名
ご部署名
ご担当者名
〒
ご住所
電話番号

ＦＡＸ 番号

E-Mail：
モデル名
(ご購入製品に ○ を
つけて下さい)
製造番号
(該当の S/N を
ご記入下さい)
ご購入日
トレードアップする
DTX のモデル名
シリアル番号

DSX2-8000

DSX2-8000MI

DSX2-8000QI

DSX2-8000QOI

CFP2-100-Q

OFP2-100-Q

OFP2-100-QI

OFP2-CFP-QI

Versiv2 メイン・ユニット S/N：

Versiv2 リモート・ユニット S/N：

DSX-8000 モジュール S/N：

DSX-8000 モジュール S/N：

CertiFiber Pro モジュール S/N：

CertiFiber Pro モジュール S/N：

OFP-QUAD モジュール S/N：

2018 年
モデル名：DTX-

月

日
本体 S/N

リモート S/N

特約店名

特約店営業担当者名

申込書、販売証明書、トレードアップ対象機器出荷日
（特約店記入欄）

2018 年

月

ご注意： 必ず全ての項目をご記入下さい。
送付先およびお問合せは下記宛てにお願い致します。
株式会社 ＴＦＦ フルーク社 フルーク・ネットワークス営業部 トレードアップ担当
〒１０８−６１０６ 東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟６階
TEL ０３−６７１４−３１１７

日

日

2018 年 10 月 10 日

お客様各位
株式会社ＴＦＦ
フルーク・ネットワークス営業部

オータム・キャンペーン 2018 DTX ご送付のお願い
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、早速でございますが、この度のオータム・キャンペーン 2018 のトレードアップ特典をご利用されるに当たり、
お使いの DTX をご送付される場合のご注意およびお願いにつきましてご案内申し上げます。
何卒、下記事項にご留意頂き、速やかなトレードアップ手続きのご協力をお願い申し上げます。
敬具
記
1.

DTX ご送付時の注意事項
⑤ 必ず以下の 3 点セットを弊社特約店経由で送付されますようご手配ください。
① キャンペーン申込書 （2 種類の内、フォーム B または C）
② 購入された対象製品／ゴールド・サポート・サービスの販売証明書（納品書等のコピー）
③ お客様の DTX ケーブルアナライザー

⑥ ご送付の DTX は本体とリモートのみでお送りください。アクセサリー、ケース等は含める必要はございません。
⑦ 送付前には、必ず、シリアル番号がお申込書の番号と一致していることをご確認ください。
⑧ 送付されました DTX は、弊社にて速やかに廃棄処理をさせて頂きます。 ご送付後はお返しできません。
DTX 内に保存されている必要な試験データがある場合には、予め、外部にダウンロードした後、
お送りください。
2.

送付期限
必要書類の弊社への提出、およびトレードアップ対象の DTX ケーブルアナライザー弊社到着の締切日は、
12 月 20 日（木） までといたします。

3.

その他
ご送付についてのお問い合わせは弊社特約店または下記へお願いいたします。
株式会社 ＴＦＦ フルーク社 フルーク・ネットワークス営業部 トレードアップ担当
〒１０８−６１０６ 東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟６階 TEL ０３−６７１４−３１１７

以上

