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･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

 

3.2 ディスプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。 
・ラックキャビネット天板上に設置します。 

液晶ディスプレイ装置 
システム装置へ

・１６Ｕラック時のみ選択可 

つづく 

選択 

システム装置へ

・液晶ディスプレイ装置のACケーブルを 
 接続するコンセントボックスユニット 
 (GH-AG7107)には、ラック搭載位置に 
 下記制限があります。 

 ﾗｯｸ左側面 *1 ﾗｯｸ右側面 *1

縦置き ２５Ｕ以内 *2 １４Ｕ以内 *2

横置き ９Ｕ以内 接続不可

*1:ﾗｯｸ背面側より見て 
*2:液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄの底面とｺﾝｾﾝﾄ
   ﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ 遠端間 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(GQ-DT7173U)   \22,000(税別)

液晶ディスプレイ収納ユニット 

〔3U〕 

(GQ-RL7503)   \42,000(税別)

・収納ユニットのみ。 
・液晶ディスプレイは別途購入願います。

ディスプレイ延長ケーブル 

〔0.7m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに標準添付されます。 
・液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が４Ｕ以上 
 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブルが必要です。 
 又、３８Ｕラック搭載時は、液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム 
 装置は、１９Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

選択

システム装置へ

選択 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを 
 １台のシステム装置のみで使用する 
 場合に搭載します。 

キーボード／マウス収納ユニット

〔1U〕 

(GQ-RK7004)   \51,000(税別)

キーボード／マウス延長ケーブル 

〔2.0m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。 
・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。 
 したがって、本ケーブルは１本で使用願います。 

キーボード(USB) 

〔106ｷｰｺﾝﾊﾟｸﾄｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,黒色〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・キーボード/マウス収納ユニットに 
 標準添付されます。 

マウス(USB) 

〔光学式ﾎｲｰﾙﾏｳｽ,黒色〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード／マウス延長ケーブル 

〔2.0m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。 
・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。 
 したがって、本ケーブルは１本で使用願います。 

・キーボード/マウス収納ユニットに 
 標準添付されます。 

同時

同時 
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･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

表1 コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7046P 

\111,000(税別)
GQ-SAT7046Q 

\123,000(税別)
GQ-SAT7046R 

\134,000(税別)
GQ-SAT7046G 

\104,000(税別)
GQ-SAT7046H 

\113,000(税別) 
GQ-SAT7046J 

\122,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7046S 

\165,000(税別)
GQ-SAT7046T 

\196,000(税別)
GQ-SAT7046K 

\151,000(税別)
GQ-SAT7046M 

\180,000(税別)
GQ-SAT7046V 

\13,8000(税別) 
GQ-AT7046A 

\85,000(税別)
 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

つづき 

つづく 

・コンソール切替ユニットを搭載する為 
 に必要です。コンソール切替ユニット 
 (4ﾎﾟｰﾄ用)を2台搭載可能。 

コンソールユニットラック 
        マウントキット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GQ-AU7624)   \16,000(税別) 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～4台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

同時 

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)   \3,000(税別) 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを5～7台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

同時

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで使用時は、
 本電源ケーブルを接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別))

システム装置へ
ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

液晶ディスプレイ装置 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。 
・ラックキャビネット天板上に設置します。 

・１６Ｕラック時のみ選択可 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

〔3U〕 

(GQ-RL7503)     \42,000(税別) 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(GQ-DT7173U)     \22,000(税別) 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、４Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 
・液晶ディスプレイ装置のACケーブルを接続するコンセントボックスユニット(GH-AG7107)には、ラック搭載位置に 
 下記制限があります。 

 ﾗｯｸ左側面 *1 ﾗｯｸ右側面 *1

縦置き ２５Ｕ以内 *2 １４Ｕ以内 *2

横置き ９Ｕ以内 接続不可

*1:ﾗｯｸ背面側より見て 
*2:液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄの底面とｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ 遠端間 

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。 

キーボード(USB) 

〔106ｷｰｺﾝﾊﾟｸﾄｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,黒色〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。 

マウス(USB) 

〔光学式ﾎｲｰﾙﾏｳｽ,黒色〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

同時

キーボード／マウス収納ユニット 

〔1U〕 

(GQ-RK7004)     \51,000(税別) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

選択

同時
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･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

表2 コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7086P 

\153,000(税別)
GQ-SAT7086Q 

\168,000(税別)
GQ-SAT7086R 

\182,000(税別)
GQ-SAT7086G 

\143,000(税別)
GQ-SAT7086H 

\154,000(税別) 
GQ-SAT7086J 

\166,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7086S 

\225,000(税別)
GQ-SAT7086T 

\268,000(税別)
GQ-SAT7086K 

\205,000(税別)
GQ-SAT7086M 

\245,000(税別)
GQ-SAT7086V 

\192,000(税別) 
GQ-AT7086A 

\118,000(税別)
 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～8台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

同時 

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを9～64台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

同時

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで使用
 時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

システム装置へ
ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 
液晶ディスプレイ装置 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。 
・ラックキャビネット天板上に設置します。 

・１６Ｕラック時のみ選択可 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

〔3U〕 

(GQ-RL7503)     \42,000(税別) 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(GQ-DT7173U)     \22,000(税別) 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、１６Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 
・液晶ディスプレイ装置のACケーブルを接続するコンセントボックスユニット(GH-AG7107)には、ラック搭載位置に 
 下記制限があります。 

 ﾗｯｸ左側面 *1 ﾗｯｸ右側面 *1

縦置き ２５Ｕ以内 *2 １４Ｕ以内 *2

横置き ９Ｕ以内 接続不可

*1:ﾗｯｸ背面側より見て 
*2:液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄの底面とｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ 遠端間 

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。 

キーボード(USB) 

〔106ｷｰｺﾝﾊﾟｸﾄｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,黒色〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。 

マウス(USB) 

〔光学式ﾎｲｰﾙﾏｳｽ,黒色〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

同時

キーボード／マウス収納ユニット 

〔1U〕 

(GQ-RK7004)     \51,000(税別) 

選択

同時
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<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに 
 含まれるコンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続 
 して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別)

システム装置へ
ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

同時

・17型液晶ディスプレイ,キーボードが一体と 
 なったユニットです。 
・４ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ,キーボードを2～4台のシステム 
 装置で共用する場合に、搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 
              セット 
〔4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U,黒筐体〕
(形名･価格は､表3を参照願います.) 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ

・ディスプレイ,キーボード,マウスを5～7台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで使用
 時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別))

同時

・ディスプレイ/キーボードユニットセットを 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続 
 して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

同時 

表3 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SRLK7251P 

\494,000(税別)
GQ-SRLK7251Q 

\539,000(税別)
GQ-SRLK7251R 

\586,000(税別)
GQ-SRLK7251G 

\458,000(税別)
GQ-SRLK7251H 

\492,000(税別) 
GQ-SRLK7251J 

\526,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SRLK7251S 

\740,000(税別)
GQ-SRLK7251T 

\860,000(税別)
GQ-SRLK7251K 

\668,000(税別)
GQ-SRLK7251M 

\776,000(税別)
GQ-SRLK7251V 

\617,000(税別) 
GQ-SRLK7251A 

\382,000(税別)
 
 
表1 コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7046P 

\111,000(税別)
GQ-SAT7046Q 

\123,000(税別)
GQ-SAT7046R 

\134,000(税別)
GQ-SAT7046G 

\104,000(税別)
GQ-SAT7046H 

\113,000(税別) 
GQ-SAT7046J 

\122,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7046S 

\165,000(税別)
GQ-SAT7046T 

\196,000(税別)
GQ-SAT7046K 

\151,000(税別)
GQ-SAT7046M 

\180,000(税別)
GQ-SAT7046V 

\13,8000(税別) 
GQ-AT7046A 

\85,000(税別)
 



 

3-2-5 

･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに 
 含まれるコンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続 
 して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

システム装置へ

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ
ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

同時

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,マウスを9～64台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 
・カスケード接続の2台目は､１U占有します。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

・17型液晶ディスプレイ,キーボードが一体と 
 なったユニットです。 
・８ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ,キーボードを2～8台のシステム 
 装置で共用する場合に、搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 
              セット 
〔8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U,黒筐体〕
(形名･価格は､表4を参照願います.) 

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで使用
 時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

同時

・ディスプレイ/キーボードユニットセットを 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続 
 して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

同時 

表4 ディスプレイ/キーボードユニットセット(8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SRLK7252P 

\537,000(税別)
GQ-SRLK7252Q 

\586,000(税別)
GQ-SRLK7252R 

\636,000(税別)
GQ-SRLK7252G 

\498,000(税別)
GQ-SRLK7252H 

\534,000(税別) 
GQ-SRLK7252J 

\572,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SRLK7252S 

\801,000(税別)
GQ-SRLK7252T 

\935,000(税別)
GQ-SRLK7252K 

\724,000(税別)
GQ-SRLK7252M 

\844,000(税別)
GQ-SRLK7252V 

\671,000(税別) 
GQ-SRLK7252A 
\415,000(税別

 
 
表2 コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7086P 

\153,000(税別)
GQ-SAT7086Q 

\168,000(税別)
GQ-SAT7086R 

\182,000(税別)
GQ-SAT7086G 

\143,000(税別)
GQ-SAT7086H 

\154,000(税別) 
GQ-SAT7086J 

\166,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7086S 

\225,000(税別)
GQ-SAT7086T 

\268,000(税別)
GQ-SAT7086K 

\205,000(税別)
GQ-SAT7086M 

\245,000(税別)
GQ-SAT7086V 

\192,000(税別) 
GQ-AT7086A 

\118,000(税別)
 



 

3-2-6 

･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付 

インターフェースケーブル(USB) 

〔2.0m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・17型液晶ディスプレイ,キーボードが 
 一体となったユニットです。 
・コンソール切替ユニットは含みません。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣ 
 ケーブルを接続して使用願います。 
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔 
 は、２０Ｕ以内とすること。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

〔ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし,1U〕 

(形名･価格は､表5を参照願います.) 

・ディスプレイ/キーボードユニットを 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

同時 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

同時選択

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付 

インターフェースケーブル(PS2) 

〔2.0m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

つづき 

つづく 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～4台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

つづく 

選択 

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)をAC200V 
 で使用時は、本電源ケーブルを接続して 
 使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別)

同時

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要 
 です。コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)を2台 
 搭載可能。 
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

コンソールユニットラック 
〔4ﾎﾟｰﾄ/8ﾎﾟｰﾄ用〕   マウントキット

(GQ-AU7623)     \3,000(税別) 

システム装置へ

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 ・ディスプレイ,キーボード,マウスを5～7台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

同時

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)をAC200V 
 で使用時は、本電源ケーブルを接続して使用 
 願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別)

同時

表5 ディスプレイ/キーボードユニット(ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SRLK7250P 

\381,000(税別)
GQ-SRLK7250Q 

\416,000(税別)
GQ-SRLK7250R 

\452,000(税別)
GQ-SRLK7250G 

\353,000(税別)
GQ-SRLK7250H 

\379,000(税別) 
GQ-SRLK7250J 

\406,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SRLK7250S 

\578,000(税別)
GQ-SRLK7250T 

\665,000(税別)
GQ-SRLK7250K 

\523,000(税別)
GQ-SRLK7250M 

\600,000(税別)
GQ-SRLK7250V 

\476,000(税別) 
GQ-SRLK7250A 

\294,000(税別)
 
 
表1 コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7046P 

\111,000(税別)
GQ-SAT7046Q 

\123,000(税別)
GQ-SAT7046R 

\134,000(税別)
GQ-SAT7046G 

\104,000(税別)
GQ-SAT7046H 

\113,000(税別) 
GQ-SAT7046J 

\122,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7046S 

\165,000(税別)
GQ-SAT7046T 

\196,000(税別)
GQ-SAT7046K 

\151,000(税別)
GQ-SAT7046M 

\180,000(税別)
GQ-SAT7046V 

\13,8000(税別) 
GQ-AT7046A 

\85,000(税別)
 



 

3-2-7 

･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

つづき 

つづく 

つづき 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～8台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要 
 です。コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)を1台 
 搭載可能。 
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

コンソールユニットラック 
〔4ﾎﾟｰﾄ/8ﾎﾟｰﾄ用〕   マウントキット

(GQ-AU7623)     \3,000(税別) 

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)をAC200V 
 で使用時は、本電源ケーブルを接続して 
 使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

同時

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを9～64台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 
・カスケード接続の2台目は､１U占有します。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

同時

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)をAC200V 
 で使用時は、本電源ケーブルを接続して使用 
 願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

同時

表2 コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7086P 

\153,000(税別)
GQ-SAT7086Q 

\168,000(税別)
GQ-SAT7086R 

\182,000(税別)
GQ-SAT7086G 

\143,000(税別)
GQ-SAT7086H 

\154,000(税別) 
GQ-SAT7086J 

\166,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 3年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7086S 

\225,000(税別)
GQ-SAT7086T 

\268,000(税別)
GQ-SAT7086K 

\205,000(税別)
GQ-SAT7086M 

\245,000(税別)
GQ-SAT7086V 

\192,000(税別) 
GQ-AT7086A 

\118,000(税別)
 



 

3-2-8 

･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに 
 含まれるコンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、コンソール切替ユニットに 
 添付のDCケーブルで接続するか、本電源ケーブル
 を接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別)

システム装置へ

システム装置へ

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

マウス 

〔4ﾎﾞﾀﾝ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,マウスを5～7台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

コンソールユニットラックマウント 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,1U〕       キット 

(GQ-AU7624)     \16,000(税別) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替 
 ユニットを搭載する為に必要です。 
・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)を2台搭載可能。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

同時

・17型液晶ディスプレイ,キーボード,マウスが 
 一体となったユニットです。 
・４ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ,キーボード,マウスを2～4台の 
 システム装置で共用する場合に、搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。(４ポート用コンソール
 切替ユニットの電源はＤＣケーブルにてディス 
 プレイ/キーボードユニットより供給されます。)

ディスプレイ/キーボードユニット 
              セット 
〔4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U,黒筐体〕
(形名･価格は､表6を参照願います.) 

・ディスプレイ/キーボードユニットセット 
 をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

同時 

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで使用時は、
 本電源ケーブルを接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別)

同時

表1 コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7046P 

\111,000(税別)
GQ-SAT7046Q 

\123,000(税別)
GQ-SAT7046R 

\134,000(税別)
GQ-SAT7046G 

\104,000(税別)
GQ-SAT7046H 

\113,000(税別) 
GQ-SAT7046J 

\122,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7046S 

\165,000(税別)
GQ-SAT7046T 

\196,000(税別)
GQ-SAT7046K 

\151,000(税別)
GQ-SAT7046M 

\180,000(税別)
GQ-AT7046A 

\85,000(税別) 
 



 

3-2-9 

･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

つづき 

つづく 

システム装置へ

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

マウス 

〔4ﾎﾞﾀﾝ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ
ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

・ディスプレイ,キーボード,マウスを9～64台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

同時

・17型液晶ディスプレイ,キーボード,マウスが 
 一体となったユニットです。 
・８ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ,キーボード,マウスを2～8台の 
 システム装置で共用する場合に、搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 
〔8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 
(形名･価格は､表7を参照願います.) 

・ディスプレイ/キーボードユニットを 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

同時 

同時

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで使用
 時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)     \2,000(税別) 

表2 コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7086P 

\153,000(税別)
GQ-SAT7086Q 

\168,000(税別)
GQ-SAT7086R 

\182,000(税別)
GQ-SAT7086G 

\143,000(税別)
GQ-SAT7086H 

\154,000(税別) 
GQ-SAT7086J 

\166,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7086S 

\225,000(税別)
GQ-SAT7086T 

\268,000(税別)
GQ-SAT7086K 

\205,000(税別)
GQ-SAT7086M 

\245,000(税別)
GQ-AT7086A 

\118,000(税別) 
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･ディスプレイ装置 ･スイッチングＨＵＢ ･外付け装置 

<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

つづき 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

マウス 

〔4ﾎﾞﾀﾝ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

同時

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付 

インターフェースケーブル(USB) 

〔2.0m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 
選択

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付 

インターフェースケーブル(PS2) 

〔2.0m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・17型液晶ディスプレイ,キーボード,  
 マウスが一体となったユニットです。 
・コンソール切替ユニットは含みません。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣ 
 ケーブルを接続して使用願います。 
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔 
 は、２０Ｕ以内とすること。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

〔ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし,1U〕 

(形名･価格は､表8を参照願います.) 

・ディスプレイ/キーボードユニットを 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

同時 

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～4台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

同時

システム装置へ

・ディスプレイ,キーボード,マウスを5～7台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 
・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体〕 

(形名･価格は､表1を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)  \3,000(税別) 

同時

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

マウス 

〔4ﾎﾞﾀﾝ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

・コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)をAC200Vで 
 使用時は、本電源ケーブルを接続して使用 
 願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LGKVM200V)     \3,000(税別)

同時

つづく 

選択 

表1 コンソール切替ユニット(4ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7046P 

\111,000(税別)
GQ-SAT7046Q 

\123,000(税別)
GQ-SAT7046R 

\134,000(税別)
GQ-SAT7046G 

\104,000(税別)
GQ-SAT7046H 

\113,000(税別) 
GQ-SAT7046J 

\122,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7046S 

\165,000(税別)
GQ-SAT7046T 

\196,000(税別)
GQ-SAT7046K 

\151,000(税別)
GQ-SAT7046M 

\180,000(税別)
GQ-AT7046A 

\85,000(税別) 
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<外付けオプション編＞から

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイス等 

 

 

 

 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

   ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U) 

      ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)[横幅700mmﾀｲﾌﾟ] 

         静音化ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U) 

            ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(42U) 

適応機種 HA8000xNﾓﾃﾞﾙ 

RS440 
AN,BN,CN 

・表記の価格は、希望小売価格です。 

つづき 

システム装置へ

システム装置へ

・ディスプレイ，キーボード，マウスを9～64台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はスレーブ側となります。 
・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで
 接続可能)[ 大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを接続して
 使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

同時

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

〔日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

マウス 

〔4ﾎﾞﾀﾝ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＵＳＢ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LUB7113A)     \6,000(税別) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

〔3m〕 

(GQ-LVK7113A)     \6,000(税別) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

液晶ディスプレイ装置 

〔17型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～8台の 
 システム装置で共用する場合に搭載します。 
・カスケード接続時はマスター側となります。 
・AC100Vで使用時は、必ず添付のＡＣケーブルを 
 接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U,黒筐体〕 

(形名･価格は､表2を参照願います.) 

同時

・コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)を 
 AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを 
 接続して使用願います。 

電源ケーブル(AC200V) 

〔AC200V給電用,2.5m〕 

(GQ-LG2252)   \2,000(税別) 

同時

表2 コンソール切替ユニット(8ﾎﾟｰﾄ用)形名･価格リスト 
 

 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾓﾃﾞﾙⅡ 

無償保証期間 3年 4年 5年 3年 4年 5年 

形名･価格 
GQ-SAT7086P 

\153,000(税別)
GQ-SAT7086Q 

\168,000(税別)
GQ-SAT7086R 

\182,000(税別)
GQ-SAT7086G 

\143,000(税別)
GQ-SAT7086H 

\154,000(税別) 
GQ-SAT7086J 

\166,000(税別)
 

 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ24 おまかせ安心ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾓﾃﾞﾙⅡ 標準ﾓﾃﾞﾙ 

無償保証期間 6年 7年 6年 7年 1年 

形名･価格 
GQ-SAT7086S 

\225,000(税別)
GQ-SAT7086T 

\268,000(税別)
GQ-SAT7086K 

\205,000(税別)
GQ-SAT7086M 

\245,000(税別)
GQ-AT7086A 

\118,000(税別) 
 


