多くのご要望にお応えし期間を延長！

キャンペーン期間

2020 年 9 月 14 日 〜 12 月 11 日
対象製品 + GOLDサポート・サービスもご利用いただけるお値引きを提供！

キャンペーン対象モデル（製品のみの購入の場合）

驚きの節減額

本体価格
①

キャッシュバック金額
②

DSX2-8000MI

¥2,950,000

¥120,000

¥2,830,000

●

DSX2-8000QI

¥3,880,000

¥220,000

¥3,660,000

●

DSX2-8000QOI

¥5,250,000

¥420,000

¥4,830,000

●

CFP2-100-Q

¥2,240,000

¥140,000

¥2,100,000

●

CFP-Q-ADD

¥1,690,000

¥230,000

¥1,460,000

×

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

●

¥1,200,000

¥150,000

¥1,050,000

×

モデル名

MFTK1200 ※

キャッシュバック後の
価格 (= ① - ②)

税制優遇
対象製品

ゴールド・サポートの同時購入でさらにお得に！
本体価格
①

モデル名
DSX2-8000MI

¥2,950,000

+ GLD-DSX-8000

¥120,000

+ GLD-CFP-MM-ADD

¥100,000

DSX2-8000QI

¥3,880,000

+ GLD-DSX-8000

¥120,000

+ GLD-CFP-Q-ADD

¥165,000

DSX2-8000QOI

合計金額
④

キャッシュ
バック金額
⑤

キャッシュ
バック後の価格
(= ④ - ⑤)

¥3,170,000

¥260,000

¥2,910,000

¥4,165,000

¥400,000

●

¥3,765,000

●

本体価格

キャンペーン期間：2020 年 9 月 14 日 (月) 〜 12 月 11 日 (金)

Fiber の
すべてを
賢く節約！

“すべてのファイバー・ユーザーの”
あらゆるコストを削減！

最大

72万円
オフ

¥120,000

+ GLD-CFP-Q-ADD

¥165,000

+ GLD-OFP-MOD-Q

¥165,000

CFP2-100-Q

¥2,240,000

+ GLD-CFP-100-Q

¥178,000

CFP-Q-ADD

¥1,690,000

+ GLD-CFP-Q-ADD

¥165,000

OFP2-100-QI

¥1,780,000

+ GLD-OFP-100-QI

¥189,000

OFP-Q-ADD

¥1,650,000

+ GLD-OFP-MOD-Q

¥165,000

FI2-7300

¥900,000

+ GLD-FI-7300

¥55,000

FI-3000

¥850,000

+ GLD-FI-3000

¥50,000

¥5,700,000

¥720,000

¥4,980,000

●

¥2,418,000

¥260,000

¥2,158,000

●

¥1,855,000

¥340,000

¥1,515,000

×

¥1,969,000

¥250,000

¥1,719,000

●

¥1,815,000

¥450,000

¥1,365,000

×

¥955,000

¥180,000

¥775,000

●

¥900,000

¥140,000

¥760,000

●

※1

MFTK1200 はゴールド・モデルの設定がないため対象外になります。

※3

キャンペーンのキャッシュバックの提供を受けるには、キャンペーン申込書等の必要書類の提出が必要です。

税制の名称

中小企業経営
強化税制

期間

（取得済：8 件、申請中：6 件）

GLD3-DSX-8000

¥260,000

GLD3-CFP-MM-ADD

¥220,000

GLD3-DSX-8000

¥260,000

トレース解析することなくファイバーの障害をすばやく見つけられる EventMap™ 表示

GLD3-CFP-Q-ADD

¥350,000

「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

GLD3-DSX-8000

¥260,000

MPO 端面全体の表示画面から個々のファイバー表示画面へのシームレスな端面表示と迅速・便利なマルチカメラ/
オート・フォーカス、ライブ・ビュー機能によるリアルタイムの端面検査

GLD3-CFP-Q-ADD

¥350,000

SmartLoop™ 機能により双方向試験時間の簡素化を実現。作業効率が２倍に！

GLD3-OFP-MOD-Q

¥360,000

Versiv™ プラットフォームは、統一された 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™ PC 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を統合化

GLD3-CFP-100-Q

¥390,000

ピンチ/ズームによる直感的なタッチ・パネル操作と操作手順解説のアニメーション化で間違いのない効率的で
容易な素早い作業完了をサポート

GLD3-CFP-Q-ADD

¥350,000

GLD3-OFP-100-QI

¥406,000

GLD3-OFP-MOD-Q

¥360,000

GLD3-FI-7300

¥140,000

GLD3-FI-3000

¥120,000

今なら税制優遇が受けられます

2021 年
3 月 31 日まで

適応対象者
個人事業主、資本金 3,000 万円
以下の法人（青色申告書）
資本金 3,000 万円を超え、
1 億円以下の法人（青色申告書）

中小企業等経営
強化法の認定

必要

工業会の
証明書

必要

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。
中小企業経営強化税制の詳細については中小企業庁の WEB ページにてご確認をお願いいたします。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

※：対象製品の詳細は 2、3 ページを、お値引き額と金額については 4 ページを
ご覧ください。キャンペーンの詳細およびご購入価格は弊社特約店まで
お問い合わせください。

その理由は使いやすさの新たな概念を確立した数々の特許です。

間違いをなくし、使いやすさを追求した効率的な操作性がファイバーすべてのコストダウンをもたらします！※

※：詳細解説は裏面以降をご覧ください。

Gol

d

万一の時にも！ゴールド・サポート・サービスの同時購入で安心してご使用いただけます。
万
ゴールド・サポート・サービスの数々のメリットでいざという時も安心です

いざという時も
安心です！

ゴールド・サポート・サービスは、標準モデル 1 年間/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上記キャッシュバック金額になります。

税制優遇制度の概要

光ファイバー・テスターを最大 72 万円オフで
ご購入いただけるまたとないチャンスです！

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！

¥5,250,000

+ GLD-DSX-8000

※2

税制優遇
参考
対象製品 ゴールド 3 年間モデル

光ファイバー・テスターお買い得キャンペーン 2020

優遇措置
特別償却

即時償却

税額控除
取得価格の
10 %
取得価格の
7%

無償修理

②

修理期間中の貸し出し機器の無償提供

③

年 1 回の校正証明書（データ付）の無償提供

④

校正・修理作業を優先的に実施

⑤

校正期間中の貸し出し機器の無償提供（プレミアム・モデル加入者のみ）

今なら税制優遇制度（ 2021 年 3 月 31 日まで延長）をご利用いただけます！

対象設備
測定機器の場合、
30 万円以上で
発売開始 6 年
以内の製品

①

中小企業経営強化
税制の特典が
受けられます。

お会社の規模により 7 %、10 % の税額控除や即時償却が受けられます。
なお、工業会への申請手数料を弊社で負担します。※
※ (注)：

税制優遇制度のより詳しい概要説明は、4 ページをご覧ください。
中小企業経営強化税制の申請は、原則、経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する必要があります。
例外として、設備取得後の申請の場合は 60 日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
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。
株式会社 TFF フルーク社

ネットワークス営業 TEL

03-6714-3117 E-mail: infoj@ﬂuke.com

キャンペーン期間

キャンペーン期間

2020 年 9 月 14 日 〜 12 月 11 日

2020 年 9 月 14 日 〜 12 月 11 日

OTDR： データ・センタでの厳しい要求にも応える最小デッド・ゾーンの OTDR
最大

25万円

OFP2-100-QI: OptiFiber® Pro 4 波長 データ・
センター OTDR（ビデオ・プローブ・キット付き）

オフ

最大

45万円
オフ

OTDR 試験で光端面検査も
実施したい方に最適です！

OFP-Q-ADD: OptiFiber® Pro マルチ/シングル
モード 4 波長・モジュール・セット
Versiv 本体をすでにお持ちで
OTDR 試験を始める方に最適です！

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損失試験が 3 秒未満で可能。
最大

26万円
オフ

CFP2-100-Q: CertiFiber® Pro マルチ/シングル
モード 4 波長光損失測定キット

34万円

シングル/マルチ光ファイバー
損失試験に完璧対応！

オフ

すでに Versiv 本体をお持ちでも、個別に
光ファイバーの 4 波長光損失測定を行い
たい方に最適な測定キットです。

すでに DSX や CertiFiber Pro をお使いで
あれば、最もローコストに OTDR 試験を
始められるモジュールのみのセットです。

4 波長での OTDR 試験と単芯光ファイバー
端面の自動検査が可能な完璧な OTDR です。

最大

DSXをお持ちであれば、
すぐに、4 波長光ファイバー
試験が可能に！

すでにメタル用の DSX ケーブルアナライザーを
お持ちで、4 波長での光損失試験を行いたい方は
絶対お得です。

ユニークな機能で効率化！

ユニークな機能で効率化！

最も間違いの多い基準値設定もタッチ・スク
リーン操作のインターフェース経由で、設定
ガイドに従うだけで、誤った設定と「負の損失」
エラーを排除。

SmartLoop™ が双方向試験時間を簡素化しました！作業効率が２倍に！

トレース解析することなくファイバーの障害
をすばやく見つけられるEventMap™ が
専門知識を不要に！

CFP-Q-ADD: CertiFiber® Pro マルチ/シングル
モード 4 波長・モジュール・セット

エンサークルド・フラックスに準拠した再現性の
高い測定を提供。

エンサークルド・フラックス適合

測定コードを使った基準値の設定の方法を示す基準値設定ガイダンス機能

DSX ケーブルアナライザー バンドルキット： メタルとファイバーのシームレスな試験とレポート
OptiFiber® Pro OTDR の Event Map とトレース表示（合格）

SmartLoop™ による双方向測定と平均結果計算の画面例:
左から「ファイバー A の端 1 から端 2」、「ファイバー A の端 2 から端 1」、「ファイバー A の平均 結果」

端面検査カメラ： MPOと単芯ファイバーの両方の端面検査が可能となりました！
最大

18万円
オフ

FI2-7300: FiberInspector™ Ultra MPO/
単芯両用コネクター端面検査キット
（Wi-Fi 機能付き）
Versiv 本体+スコープで
端面検査結果を Vesiv 本体に
表示が可能になります。

最大

14万円
オフ

Versivシリーズをお持ちでなくとも
MPO 端面の汚れを素早く自動判別し
結果をVersiv に表示が可能です。

FI-3000: FiberInspector™ Ultra MPO/
単芯両用コネクター端面検査カメラ
（Wi-Fi 機能付き）

最大

40万円
オフ

MPO 端面検査に
お悩みならこれ！

DSX2-8000QI: DSX-8000, 4 波長光損失測定
モジュール/Fiber Inspector ビデオ・プローブ
バンドルキット

最大

72万円
オフ

4波長損失試験に加え
端面検査も実施したい方に
最適です！

MultiFiber® Pro MPO/MTP
光パワー・メーター/光損失測定キット ：

DSX ケーブルアナライザー バンドルキット：

ユニークな機能で効率化！
MPO 端面全体の表示画面から個々の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
単芯ファイバー検査
チップも利用可能

最大

26万円
オフ

DSX2-8000MI: DSX-8000, マルチモード光損失測定
モジュール/Fiber Inspector ビデオ・プローブ
バンドルキット
メタル/マルチモード・ファイバー
損失試験のすべてに対応できる
完璧なキットです！

光ファイバー試験の
すべてが行える
完璧なキットです！

メタル測定と光ファイバーの 4 波長
光損失測定および OTDR 試験を行い
たい方に最適な測定キットです。
さらに端面検査も行いたい方のための
万能キットです。

メタル測定と光ファイバーの
4 波長光損失測定を行いたい
方に最適な測定キットです。

すでに Versiv 本体をお持ちの方もそうで
ない方も、これ 1 台でスマホ画面に
MPO 端面の汚れを素早く自動判別表示
が可能。単体使用での自動判別も可能。

DSX2-8000-QOI: 4 波長光損失測定モジュール/
4 波長 OTDR モジュール/Fiber Inspector ビデオ
プローブバンドルキット

最大

15万円
オフ

MFTK1200：
MultiFiber® Pro ベース・キット※
シングル/マルチモード MPO
ファイバー認証をサポートする
初めての MPO ファイバー・
テスター
MPO コネクター内の全ファイバーの自動
スキャンおよびテスト
MPO 光ファイバー・トランクを試験する際に
必要となるファンアウト・コードを不要化

FI2-7300 FiberInspector MPO 端面検査カメラのライブ・ビュー機能を使って MPO 端面全体の
表示（左）とピンチ操作による拡大表示（中央）、さらに特定のファイバーの拡大表示例（右）

オートフォーカス・ボタンを押すだけで MPO コネクター端面の
ファイバーの汚れを Versiv 画面で迅速に確認できます。

メタル測定とマルチモード光ファイバー
の光損失測定を行いたい方に最適な
測定キットです。

ファンアウト・コードを用いた場合に比べて
90 % の時間短縮

※ 本製品は、マルチモード用のモデルです

