
フルーク・ネットワークスの光ファイ
バー・テスターで、誰もがエキス
パートになれます。その理由は、
使いやすさの新たな概念を確立
した 8 つの取得済み特許と、さらに
申請中が 6 つあります。 
これらの中には、トレース解析する
ことなく光ファイバーの障害を
すばやく見つけられる EventMap™、
「負の損失」発生によるエラーを
排除する基準値設定ガイダンス
機能、あるいは MPO 端面全体の
表示画面から個々の光ファイバー
表示画面にシームレスに移行できる
便利な機能が含まれます。
また当社の Ve r s i v ™ プラット
フォームは、1 つの簡単なユーザー
インターフェースとさらに同じく
使いやすい LinkWare™ レポート・
ソフトウェアによりメタルと光ファイ
バー試験結果の統合化ができます。
その抜きんでた特長は、特許ばかり
ではなく、テクニカル・アシスタンス・
チームの延べ 150 年以上の経験と 
97 % の顧客満足度でのお客様への
バックアップがあります。何よりも、
誰でも手頃な価格でこれらすべてを
入手できます。
詳細については、次ページ掲載の
対象モデルと特典をご確認の上、
最寄りの販売店またはフルーク・
ネットワークスの営業担当まで
お問い合わせください。

Fiber のすべてを
かしこく節約！

本キャンペーンは 2020 年 2 月 3 日から 
6 月 14 日まで有効です。

最大

72万円
オフ

選択したファイバー製品が

FiberInspector™ Pro
最も効率的な光ファイバー検査
ソリューションをお手元に！

マルチ・カメラ設計により、単芯
ファイバーおよび MPO 端面全体
から個々の光ファイバーの端面
画像をリアルタイムで表示でき
ます。さらにオプション選択に
よる自動合否判定結果は数秒で
表示可能です。
Versiv および LinkWare PC、
あるいは携帯電話と統合して
簡単な操作でドキュメントを
作成することもできます。加えて
オートフォーカスを備えた
コンパクトで人間工学に基づいた
デザインがユーザー作業負担を
軽減してくれます。

OptiFiber™ Pro OTDR
初心者がエキスパートに変身！
エキスパートはさらなる効率化を
実現

自動化されたトレース解析と
設定機能が、データセンター、
PON、局舎外通信施設などでの
テスト作業の効率化を支援
します。
高度な先進機能には、手動エキ
スパート・モード、スマホ感覚
のジェスチャ操作による詳細な
トレース解析、双方向試験の負
担を半減させる SmartLoop™ 
機能が含まれます。

最大
18万円
オフ

最大
25万円
オフ



FIBER
FOR
ALL

さらなる節減効果をお望みでしたら：

Versiv™ メタルおよびファイバーキット
世界で最も効率的なケーブル認証
プラットフォーム

モジュール式の Versiv™ ファミリー
製品は、メタルおよび光ファイバー
の認証コストを 3 分の 2 に削減
します。将来のビジネス拡大にも
対応できる設計は、Cat 5 ～ Cat 8、
ファイバー損失、端面検査、
OTDR テストをサポートします。

直感的操作を可能にする Taptive™ 
タッチスクリーン・インター
フェースにより、使い初めから
試験を正しく実行できます。さらに  
LinkWare™ Live を使用して、Wi-Fi 
経由で任意のスマート・デバイス
からジョブとテスターを管理でき
ます。

CertiFiber™ Pro OLTS は、
認証コストを 3 分の 2 に
削減します
業界最速の光損失テスト・セット 
(OLTS)：2 芯 2 波長での光ファイ
バー試験が 3 秒未満で可能です。
LinkWare™ Live を使用する
ことで、任意のスマート・デバ
イスからジョブとテスター管理が 
Wi-Fi 経由で可能です。

Taptive™ タッチスクリーン・
インターフェースは、誤った設定と
「負の損失」エラーを排除します。
エンサークルド・フラックスに
準拠し、光ファイバー・コネク
ターの端面の両端で認証試験
結果の合否判定を提供します。

キャンペーン対象モデル

ゴールド・サポートの同時購入でさらにお得に！
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実際のお求め価格およびキャンペーンの
詳細はフルーク・ネットワークスの
特約店または株式会社 TFF フルーク社
営業担当までお問合せください。
TEL: 03-6714-3117
Email: infoj@fluke.com

最大
72万円
オフ

最大
26万円
オフ

本キャンペーンは 2020 年 2 月 3 日から 
6 月 14 日まで有効です。

モデル名 本体価格 お値引金額 お値引き後の価格
 ① ② (= ① - ②)
OFP2-100-QI ¥1,780,000 ¥130,000 ¥1,650,000
OFP-Q-ADD ¥1,650,000 ¥340,000 ¥1,310,000
FI2-7300 ¥900,000 ¥150,000 ¥750,000
FI-3000 ¥850,000 ¥110,000 ¥740,000
CFP2-100-Q ¥2,240,000 ¥140,000 ¥2,100,000
CFP-Q-ADD ¥1,690,000 ¥230,000 ¥1,460,000
DSX2-8000-Qi ¥3,880,000 ¥220,000 ¥3,660,000
DSX2-8000-MI ¥2,950,000 ¥120,000 ¥2,830,000
DSX2-8000-QOI ¥5,250,000 ¥420,000 ¥4,830,000
MFTK1200 ※ ¥1,200,000 ¥150,000 ¥1,050,000

モデル名 本体価格 合計金額 お値引金額 お値引後の価格
 ③ ④ ⑤ (= ④ - ⑤)
OFP2-100-QI ¥1,780,000 ¥1,969,000 ¥250,000 ¥1,719,000
+ GLD-OFP-100-QI ¥189,000   
OFP-Q-ADD ¥1,650,000 ¥1,815,000 ¥450,000 ¥1,365,000
+ GLD-OFP-MOD-Q ¥165,000   
FI2-7300 ¥900,000 ¥955,000 ¥180,000 ¥775,000
+ GLD-FI-7300 ¥55,000   
FI-3000 ¥850,000 ¥900,000 ¥140,000 ¥760,000
+ GLD-FI-3000 ¥50,000   
CFP2-100-Q ¥2,240,000 ¥2,418,000 ¥260,000 ¥2,158,000
+ GLD-CFP-100-Q ¥178,000   
CFP-Q-ADD ¥1,690,000 ¥1,855,000 ¥340,000 ¥1,515,000
+ GLD-CFP-Q-ADD ¥165,000   
DSX2-8000-Qi ¥3,880,000 
+ GLD-DSX-8000 ¥120,000 ¥4,165,000 ¥400,000 ¥3,765,000
+ GLD-CFP-Q-ADD ¥165,000   
DSX2-8000-MI ¥2,950,000
+ GLD-DSX-8000 ¥120,000 ¥3,170,000 ¥260,000 ¥2,910,000  
+ GLD-CFP-MM-ADD ¥100,000   
DSX2-8000-QOI ¥5,250,000
+ GLD-DSX-8000 ¥120,000 ¥5,700,000 ¥720,000 ¥4,980,000  
+ GLD-CFP-Q-ADD ¥165,000   
+ GLD-OFP-MOD-Q ¥165,000   
注記： MFTK1200 はゴールド・モデルの設定がございません。




