
対象製品”3”種類にご購入サポート特典を一挙提供！

特典1

Versivファミリー・テスターお買い得サポート特典

キャンペーン期間: 2023年1月16日～3月31日

DSX2-8000シリーズ製品とゴールド・サポート・サービスの同時購入で
最大70万円のキャッシュバックが受けられます！

特典１

税制優遇制度の活用が可能！
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。

※工業会への証明書申請手数料を弊社で負担します。詳細は裏面をご覧下さい。

特典２

Versivファミリー パッチ・コード・アダプター
LinkIQ™ケーブル＋
ネットワーク・テスター

対象製品モデル

1 2 3

1

キャンペーン詳細

年度末お買い得キャンペーン2023

年度末予算の有効活用をサポートするキャンペーンをご用意しました！

工業会への証明書申請手数料を弊社で負担します。※

２

• 税制優遇制度のより詳しい概要説明は、２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日以内に経宮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テクトロニクス＆フルークフルーク社
宮業担当までお問合せください。

※注記：



モデル名
本体価格
①

合計金額
②

キャッシュバック
金額
③

キャッシュバック後の
価格
（②-③）

税制優遇対
象製品

モデル名
本体価格
①

合計金額
②

キャッシュバック
金額
③

キャッシュバック後
の価格
（②-③）

税制優遇対
象製品

DSX2-8000 ¥2,310,000
¥2,445,000 ¥90,000 ¥2,355,000 ●

DSX2-8000 ¥2,310,000
¥2,607,000 ¥180,000 ¥2,427,000 ●

GLD-DSX-8000 ¥135,000 GLD3-DSX-8000 ¥297,000

DSX2-8000MI ¥3,280,000

¥3,526,000 ¥170,000 ¥3,356,000 ●

DSX2-8000MI ¥3,280,000

¥3,820,000 ¥340,000 ¥3,480,000 ●GLD-DSX-8000 ¥135,000 GLD3-DSX-8000 ¥297,000

GLD-CFP-MM-ADD ¥111,000 GLD3-CFP-MM-ADD ¥243,000

DSX2-8000QI ¥4,310,000

¥4,628,000 ¥220,000 ¥4,408,000 ●

DSX2-8000QI ¥4,310,000

¥4,994,000 ¥440,000 ¥4,554,000 ●GLD-DSX-8000 ¥135,000 GLD3-DSX-8000 ¥297,000

GLD-CFP-Q-ADD ¥183,000 GLD3-CFP-Q-ADD ¥387,000

DSX2-8000QOI ¥5,820,000

¥6,321,000 ¥350,000 ¥5,971,000 ●

DSX2-8000QOI ¥5,820,000

¥6,900,000 ¥700,000 ¥6,200,000 ●
GLD-DSX-8000 ¥135,000 GLD3-DSX-8000 ¥297,000

GLD-CFP-Q-ADD ¥183,000 GLD3-CFP-Q-ADD ¥387,000

GLD-OFP-MOD-Q ¥183,000 GLD3-OFP-MOD-Q ¥396,000

CFP2-100-M ¥1,530,000
¥1,656,000 ¥90,000 ¥1,566,000 ●

CFP2-100-M ¥1,530,000
¥1,809,000 ¥180,000 ¥1,629,000 ●

GLD-CFP-100-M ¥126,000 GLD3-CFP-100-M ¥279,000

CFP2-100-S ¥1,780,000
¥1,906,000 ¥90,000 ¥1,816,000 ●

CFP2-100-S ¥1,780,000
¥2,059,000 ¥180,000 ¥1,879,000 ●

GLD-CFP-100-S ¥126,000 GLD3-CFP-100-S ¥279,000

CFP2-100-Q ¥2,400,000
¥2,598,000 ¥140,000 ¥2,458,000 ●

CFP2-100-Q ¥2,400,000
¥2,832,000 ¥280,000 ¥2,552,000 ●

GLD-CFP-100-Q ¥198,000 GLD3-CFP-100-Q ¥432,000

CFP-MM-ADD ¥950,000
¥1,061,000 ¥80,000 ¥981,000 ×

CFP-MM-ADD ¥950,000
¥1,193,000 ¥160,000 ¥1,033,000 ×

GLD-CFP-MM-ADD ¥111,000 GLD3-CFP-MM-ADD ¥243,000

CFP-SM-ADD ¥1,190,000
¥1,301,000 ¥80,000 ¥1,221,000 ×

CFP-SM-ADD ¥1,190,000
¥1,433,000 ¥160,000 ¥1,273,000 ×

GLD-CFP-SM-ADD ¥111,000 GLD3-CFP-SM-ADD ¥243,000

CFP-Q-ADD ¥1,810,000
¥1,993,000 ¥130,000 ¥1,863,000 ×

CFP-Q-ADD ¥1,810,000

¥2,197,000 ¥260,000 ¥1,937,000 ×
GLD3-CFP-Q-ADD ¥387,000GLD-CFP-Q-ADD ¥183,000

OFP2-100-QI ¥1,910,000
¥2,117,000 ¥150,000 ¥1,967,000 ●

OFP2-100-QI ¥1,910,000
¥2,360,000 ¥300,000 ¥2,060,000 ●

GLD-OFP-100-QI ¥207,000 GLD3-OFP-100-QI ¥450,000

OFP-Q-ADD ¥1,770,000
¥1,953,000 ¥130,000 ¥1,823,000 ×

OFP-Q-ADD ¥1,770,000
¥2,166,000 ¥260,000 ¥1,906,000 ×

GLD-OFP-MOD-Q ¥183,000 GLD3-OFP-MOD-Q ¥396,000

2023年1月16日～3月31日

対象製品＋ゴールド・サポート・サービスの同時購入でお値引き提供！
1年のGOLD加入の場合 3年のGOLD加入の場合

Versivファミリー・テスターお買い得サポート特典対象製品

※上記モデル・リストの税制優遇対象製品欄をご覧ください。

※

2025年3月31日

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/


2023年1月16日～3月31日

キャンペーン期間

２ ゴールド・サポート・サービス加入者様向け
パッチコード・アダプターお買い得サポート特典

パッチ・コード・アダプターを使用したMPTL, DAC 測定に関するQ&A は
こちらの「認証試験のQ&A ガイド」からご覧いただけます。

パッチ・コード・アダプターの製品ページはこちらからご覧いただ
けます。

DSX シリーズ・ケーブルアナライザーに

パッチコード・テスト・アダプターを装着する
だけで、最も性能の劣化しやすいリンク部
分を迅速・容易に、しかもコスト効果の高
い方法で試験できます。

https://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/DSX-5000-Cableanalyzer/dsx-pcxxs-jp https://jp.flukenetworks.com/giga-school-jp

JIS X  5153: 2022 規格が2022年12月20日付けで制定されました！

DAC（ダイレクト・アタッチ・ケーブルリング）、E2E や MPTL等のメタル配線の測定方法を規定する国際
規格 ISO/IEC 14763-4規格が、2022年12月20日付けで、 JIS X 5153: 2022として制定されました。

製品詳細ページ Ｑ＆Ａページ

当該規格の中では、DACやMPTLの測定にはパッチコード・アダプターの適切な選択とその使用が求め
られています。本格的な規格普及に備え、キャンペーン特典活用によるご購入をお勧めいたします。

DAC, E2E, MPTL試験には
パッチコード・アダプターは
マスト・アイテムです！

パッチ・コード・アダプター定価表

https://jp.flukenetworks.com/giga-school-jp
https://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/DSX-5000-Cableanalyzer/dsx-pcxxs-jp
https://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/DSX-5000-Cableanalyzer/dsx-pcxxs-jp
https://jp.flukenetworks.com/giga-school-jp
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キャッ
シュバッ
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LIQ-100 ¥298,000
¥343,000 ¥50,000 ¥293,000

LIQ-100 ¥298,000
¥397,000 ¥100,000 ¥297,000

GLD-LIQ ¥45,000 GLD3-LIQ ¥99,000

LIQ-KIT ¥428,000
¥473,000 ¥50,000 ¥423,000

LIQ-KIT ¥428,000
¥527,000 ¥100,000 ¥427,000

GLD-LIQ ¥45,000 GLD3-LIQ ¥99,000

LIQ-100-IE ¥353,000
¥398,000 ¥50,000 ¥348,000

LIQ-100-IE ¥353,000
¥452,000 ¥100,000 ¥352,000

GLD-LIQ ¥45,000 GLD3-LIQ ¥99,000

LIQ-KIT-IE ¥482,000
¥527,000 ¥50,000 ¥477,000

LIQ-KIT-IE ¥482,000
¥581,000 ¥100,000 ¥481,000

GLD-LIQ ¥45,000 GLD3-LIQ ¥99,000

LinkIQTMとゴールド・サポート・サービスの同時購入で
最大100,000円のキャッシュバックが受けられます！

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

特典

2023年1月16日～3月31日

キャンペーン期間

LinkIQTMケーブル＋ネットワーク・テスターお買い得特典3

LIQ-100 LIQ-KIT LIQ-100-IE LIQ-KIT-IE

① 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回の動作検査合格書の無償提供
④ 動作検査・修理作業を優先的に実施

ゴールド・サポート・サービスの特典

1年のGOLD加入の場合 3年のGOLD加入の場合

現場でのケーブルとネットワーク・トラブルをワンタッチで一発解決！

データシート、ビデオ、ホワイト・ペーパーをご覧いただける専用ページで詳細情報をご覧いただけます。

https://jp.flukenetworks.com/linkiq-lp-jp

LIQ特設ページ
1/2023

https://jp.flukenetworks.com/linkiq-lp-jp

