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２．ハードウェア構成図  外付けオプション編  

 

２．１ ディスプレイ装置 
 

 

ディスプレイ装置 

 〔15型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応〕 

(PC-DC5202)                 完売しました。 

 

ディスプレイ装置 

 〔22型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480ﾄﾞｯﾄ～2048x1536ﾄﾞｯﾄ,省電力対応〕 

(PC-DC3623)                 完売しました。 

 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型TFTｶﾗｰ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1024x768ﾄﾞｯﾄ〕 

(PC-DT3158) 

 

ディスプレイ装置 

 〔17型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応〕 

(PC-DC7104)                 完売しました。 

 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型TFTｶﾗｰ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1024x768ﾄﾞｯﾄ〕 

(PC-DT3156)                 完売しました。 

 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型ｽｰﾊﾟｰﾋﾟｭｱｶﾗｰ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1024x768ﾄﾞｯﾄ〕 

(PC-DT3155A)                 完売しました。 

 

ディスプレイ装置 

 〔15型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応〕 

(PC-DC5203A) 

 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型TFTｶﾗｰ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1024x768ﾄﾞｯﾄ〕 

(PC-DT3157)                 完売しました。 

 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型TFTｶﾗｰ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1280x1024ﾄﾞｯﾄ〕 

(PC-DT3171) 

 

ディスプレイ装置 

 〔15型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480ﾄﾞｯﾄ～1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応〕 

(PC-DC5203)                 完売しました。 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

※ ラックマウント構成の場合は、３章のラックキャビネット編をご参照下さい。 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟのｼｽﾃﾑ装置(20,70,130,270) 

及びﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U)搭載の各ﾓﾃﾞﾙﾗｯｸﾀｲﾌﾟ 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ 

選択 １ 
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２．２ コンソール切替ユニット ＜キャビネットタイプ用＞  
 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
 
20A9,B9,E9,F
9 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 
130B9 

選択 

・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。（スレーブは１台のみ接続可能） 

 [最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・８ポート用コンソール切替ユニットとのカスケード接続不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタ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] 

(GH-AT7044) 

 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス 

  /ＣＲＴケーブル 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

・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 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

ディスプレイ装置 

 

キーボード(PS2) 

 

マウス(PS2)  

コンソール 

 切替ユニット 

[4ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体] 

(GH-AT7044) 

・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。 

選択 

ディスプレイ装置 

 

キーボード(PS2) 

 

マウス(PS2)  

コンソール 

 切替ユニット 

[8ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体] 

(GH-AT7084) 

・カスケード接続時はマスター側となります。 ・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。（スレーブは８台まで接続可能） 

 [最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・４ポート用コンソール切替ユニットとのカスケード接続不可。 

 

コンソール 

 切替ユニット 

[8ﾎﾟｰﾄ用,黒筐体] 

(GH-AT7084) 

 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス 

  /ＣＲＴケーブル 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

・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 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
１ 

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
２ 

ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
３ 

選択 

選択 

選択 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
 
20A9,B9,E9,F
9 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 
130B9 

選択 

・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。（スレーブは１台のみ接続可能） 

 [最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・８ポート用コンソール切替ユニットとのカスケード接続不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

・カスケード接続時のスレーブ側には、GH-AT7044も接続可能です。 

 完売しました。 

コンソール 

 切替ユニット 

[4ﾎﾟｰﾄ用,白筐体] 

(GH-AT7043) 

 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス 

  /ＣＲＴケーブル 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

・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 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

ディスプレイ装置 

 

キーボード(PS2) 

 

マウス(PS2)  完売しました。

コンソール 

 切替ユニット 

[4ﾎﾟｰﾄ用,白筐体] 

(GH-AT7043) 

・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。 

選択 

ディスプレイ装置 

 

キーボード(PS2) 

 

マウス(PS2)  

コンソール 

 切替ユニット 

[8ﾎﾟｰﾄ用,白筐体] 

(GH-AT7083) 

・カスケード接続時はマスター側となります。 ・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。（スレーブは８台まで接続可能） 

 [最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・４ポート用コンソール切替ユニットとのカスケード接続不可。 

・カスケード接続時のスレーブ側には、GH-AT7084も接続可能です。 

 

コンソール 

 切替ユニット 

[8ﾎﾟｰﾄ用,白筐体] 

(GH-AT7083) 

 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス 

  /ＣＲＴケーブル 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 

 

・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 

[3.0m] 

(GH-LVK7103) 
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２．３ スイッチングＨＵＢ 
 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 

マルチモードファイバー 
    (1000BASE-SX) 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ 

      + 1Gbps(1000BASE-SX),2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7618)  完売しました。 

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル 

 〔5.0m〕 

(GH-LA7505)  

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル 

 〔10.0m〕 

(GH-LA7510)  

選択 

ＵＴＰカテゴリ 
    5,5ｴﾝﾊﾝｽ 
    (100BASE-TX) 
ＵＴＰカテゴリ 
    3,4,5,5ｴﾝﾊﾝｽ 
    (10BASE-T) 

 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,8ﾎﾟｰﾄ〕 

(PC-BH7500)  完売しました。 

選択 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7516)  完売しました。  

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ 

      + 1Gbps(1000BASE-SX),2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7618)  完売しました。 

 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ 

      + 1Gbps(1000BASE-T),2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7618T)  完売しました。 

 

選択 
ＬＡＮケーブル 

 〔ｶﾃｺﾞﾘ5ｴﾝﾊﾝｽ,5.0m, 

   (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕 

(GH-LN7E05) 

 

ＬＡＮケーブル 

 〔ｶﾃｺﾞﾘ5ｴﾝﾊﾝｽ,10.0m, 

   (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕 

(GH-LN7E10) 

 

ＬＡＮケーブル 

 〔ｶﾃｺﾞﾘ5ｴﾝﾊﾝｽ,20.0m, 

   (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕 

(GH-LN7E20) 

 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH75161) 
 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,8ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH75001) 
 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,24ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7524)  

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,24ﾎﾟｰﾄ 

      + 1Gbps(1000BASE-T),2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7626T) 

 

 

ＵＴＰカテゴリ 
    5ｴﾝﾊﾝｽ 
    (1000BASE-T) 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ 

      + 1Gbps(1000BASE-T),2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7618T)  完売しました。 

ＬＡＮケーブル 

 〔ｶﾃｺﾞﾘ5ｴﾝﾊﾝｽ,5.0m, 

   (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕 

(GH-LN7E05) 

ＬＡＮケーブル 

 〔ｶﾃｺﾞﾘ5ｴﾝﾊﾝｽ,10.0m, 

   (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕 

(GH-LN7E10) 

選択 

ＬＡＮケーブル 

 〔ｶﾃｺﾞﾘ5ｴﾝﾊﾝｽ,20.0m, 

   (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕 

(GH-LN7E20) 

 

 

 
選択 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,24ﾎﾟｰﾄ 

      + 1Gbps(1000BASE-T),2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BH7626T) 
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２．４ 外付け装置 
 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

70K9,P9 

 
110G9,H9 

130A9 

270G9,A9 

・SCSIケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。 

ディスクユニットセット 

 〔ﾃﾞｨｽｸ搭載なし, 

     ﾗｯｸ搭載ﾕﾆｯﾄ(GH-AU7220)及びﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7230)付き,4U〕 

(GH0RA163-R108001) 

・SCSIケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。 

ディスクユニットセット（２台目増設用） 

 〔ﾃﾞｨｽｸ搭載なし, 

     ﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7230)付き〕 

(GH0RA163-R208001) 

選択 

  ＜ラックキャビネット用＞  

搭載デバイス選択へ 

 
 <重要> 
  ディスクユニットセットにはメンテナンスケーブル 
 を含みません。別途ご購入下さい。 
 （各ｼｽﾃﾑ装置の[各種ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ]項参照下さい。） 

・２台目増設用のセットは、１台目セットのラック 

搭載ユニット上に搭載いたします。 

又、ラック搭載ユニットはバックアップキャビ 

ネット及びリムーバブルデバイスユニットと共用 

です。バックアップキャビネット又はリムーバブル 

デバイスユニットとディスクユニットをそれぞれ 

１台ずつ搭載する場合は、いずれか一方は（２台目 

増設用）のセットを御購入下さい。（下図参照） 

 

＜ラックキャビネット＞ 
 

 
 

１台目セット 

 

２台目セット 

(２台目増設用) 

システム装置 
システム装置 

 

 

（１） ディスクユニット (Ultra320 SCSI HDDﾓﾃﾞﾙ) 

  ＜キャビネットタイプ用＞  

  システム装置へのディスクユニットセット 

 最大接続可能台数は下記の通りです。 

        ７０ ： １台 

  １１０Ｇ９，Ｈ９ ： １台 

       １３０ ： １台 

       ２７０ ： ４台 

＜注意事項＞ 

 ７０,１１０,１３０システム装置にて 

ＳＶＰボード経由でメンテナンスケーブル 

を接続しない時は、下記動作となります。 

 又、２７０システム装置でもメンテナンス 

ケーブルを接続しない場合も、下記動作とな 

ります。 

 (1)電源の連動不可 

 (2)ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ障害のｼｽﾃﾑ装置への通知不可 

  (ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ単体表示のみ) 

  HDD障害はStorage Managerによるｼｽﾃﾑ 

  装置へ通知のみとなります。 

・SCSIケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。 

ディスクユニットセット 

 〔ﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 

 

(GH0RA163-C108001) 

搭載デバイス選択へ 

130B9 

270H9,B9 

70K9,P9 

※ ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ(DK801)もｻﾎﾟｰﾄとなります。 
   詳細は xD ﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ構成図参照願います。 
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・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

＜搭載条件一覧表＞ 

拡張ストレージベイ （凡例）●：標準搭載 

5型     ○：搭載可 品名 形名 

1 2 3 4 5 6     ×：搭載不可 

内蔵ハードディスク(36GB) GH-UH736M ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内蔵ハードディスク(73GB) GH-UH773M ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内蔵ハードディスク(18GB) GH-UH718J ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内蔵ハードディスク(36GB) GH-UH736J ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内蔵ハードディスク(73GB) GH-UH773J ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内蔵ハードディスク(146GB) GH-UH7146J ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 
   ＜ディスクユニット工場出荷時のＲＡＩＤ設定についてのご注意＞ 
  ●ディスクアレイのボリューム構築 
   ・ディスクユニットに内蔵のハードディスクのＲＡＩＤ設定（ディスクアレイのボリューム構築）は、ディスクユニット及びシステム装置が同一ラック 
    キャビネットに搭載され、且つ同時出荷の場合（デイスクアレイコントローラボードとディスクユニットが、ＳＣＳＩケーブルで接続された状態）のみ 
    ＲＡＩＤ設定して出荷致します。その他の構成（キャビネットタイプ含む）での出荷の場合は、現地搬入後にＲＡＩＤ設定作業が必要になります。 
  ●設定ＲＡＩＤレベル 
   ・ディスクユニットに内蔵のハードディスクの設定ＲＡＩＤレベルは、「ディスクユニット発注時指定事項」にて指定願います。指定のない場合は、標準の 
    「ＲＡＩＤ５」設定となります。（但し、ハードディスク３本以上搭載時） 
    尚、ＲＡＩＤレベルを「ＲＡＩＤ５」以外（０，１，ＪＢＯＤ，１０）で希望の場合には、別途「ＲＡＩＤ設定サービス（ＳＤ－４１Ａ１－Ｎ１０Ｇ）」 
    が必要です。 
   ・７０Ｋ９，７０Ｐ９，１３０（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３又はＷｉｎｄｏｗｓ ２０００）モデルで光磁気ディスク装置を搭載の場合、 
    ＲＡＩＤレベル「ＪＢＯＤ」は選択できません。（システム装置に接続のバックアップキャビネット又はリムーバブルデバイスユニットへの光磁気 
    ディスク装置搭載の場合も含む） 
   ・１１０Ｇ９（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３又はＷｉｎｄｏｗｓ ２０００）モデルでシステム装置にバックアップキャビネット又は 
    リムーバブルデバイスユニットが接続され、光磁気ディスク装置が搭載の場合、ＲＡＩＤレベル「ＪＢＯＤ」は選択できません。 
   ・１１０Ｈ９（Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２００３又はＷｉｎｄｏｗｓ ２０００）モデル接続時は、ＲＡＩＤレベル「ＪＢＯＤ」は選択できません。 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

－電源ユニット搭載条件表－ 

電源スロット （凡例）●：標準搭載 
品名 形名 

１ ２     ○：搭載可 

電源ユニット(冗長用電源) GH-BP2127 ● ○     ×：搭載不可 

 

電源ユニット 

〔冗長用電源〕 

(GH-BP2127EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-BP2127) 

搭載デバイス選択 

･同一ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗから 
接続の時は､同一回転数の 
HDD を選択願います。 
(回転数の異なる HDD 
   の混在接続は不可) 

内蔵ハードディスク 

 〔36GB,Ultra320 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH736MEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UH736M) 

・GH-UH736MEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH736MRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。 

GH-UH7xxM と 

GH-UH7xxJ の 

混在はできません。 

同時 

内蔵ハードディスク 

 〔73GB,Ultra320 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH773MEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UH773M) 

・GH-UH773MEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH773MRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。 

選択 選択 

内蔵ハードディスク 

 〔18GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH718JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UH718J) 

・GH-UH718JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH718JRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。 

内蔵ハードディスク 

 〔36GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH736JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UH736J) 

・GH-UH736JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH736JRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。 

内蔵ハードディスク 

 〔73GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH773JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UH773J) 

・GH-UH773JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH773JRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。 

選択 

内蔵ハードディスク 

 〔146GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7146JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UH7146J) 

・GH-UH7146JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7146JRX はﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。 



－279－ 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

（２）-１ コンパクトディスクアレイ装置 （ＣＲ８０(ＣＲ８０３)） 

  ＜キャビネットタイプ用＞  
 
70K9,L9,M9 
70P9 
130B9 
270H9,B9 

 ＜ご注意＞ 

  ●外部筐体連動Ｂｏｘ付きＳＶＰボード内蔵の７０及び２７０への接続時には、接続するシステム装置台数分のメンテナンスケーブル 

  （ＧＨ－ＬＹ７１２０）を必ず購入下さい。又、外部筐体連動機能付きＳＶＰボード内蔵の１３０への接続時には、接続するシステム 

  装置台数分のメンテナンスケーブル（ＧＨ－ＬＹ７１４０）を必ず購入下さい。 

  （各システム装置の［各種インターフェース］項参照願います。） 

  ●同一システム装置へのＣＲ８０４との混在接続使用はできません。 

 筐体等のみのセットモデルです。 

 Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ,SFPｺﾈｸﾀ,内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。 

 セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

 [2Gbpsコントローラ]での接続ですが、1Gbpsでの動作となります。 

 [2Gbpsｺﾝﾄﾛｰﾗ]での接続 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 
(GH0CR803-C100800)  完売しました。 

選択 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7530) 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 

  ＜ラックキャビネット用＞  
70K9,L9,M9 
70P9 
110G9,H9 
130A9 
270G9,A9 

 ＜ご注意＞ 

  ●外部筐体連動Ｂｏｘ付きＳＶＰボード内蔵の７０，１１０及び２７０への接続時には、接続するシステム装置台数分のメンテナンス 

  ケーブル（ＧＨ－ＬＹ７１２０）を必ず購入下さい。又、外部筐体連動機能付きＳＶＰボード内蔵の１３０への接続時には、接続する 

  システム装置台数分のメンテナンスケーブル（ＧＨ－ＬＹ７１４０）を必ず購入下さい。 

  （各システム装置の［各種インターフェース］項参照願います。） 

  ●同一システム装置へのＣＲ８０４との混在接続使用はできません。 

 筐体等のみのセットモデルです。 

 Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ,SFPｺﾈｸﾀ,内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。 

 セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

 [2Gbpsコントローラ]での接続ですが、1Gbpsでの動作となります。 

 [2Gbpsｺﾝﾄﾛｰﾗ]での接続 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 
(GH0CR803-R100800)  完売しました。 

選択 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7530) 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 

－ コンパクトディスクアレイ装置接続 図 
－ 

内蔵ハードディスクの構成については内蔵ハードディスク接続図をご参照ください。 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7215EX *1 

36GB/73GB/146GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7215EX/GH-ES7215 

36GB/73GB/146GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7215EX/GH-ES7215 

36GB/73GB/146GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

Fibre Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

システム 

装置へ 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ 
GH-CA7502EX *1 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7530EX 

/GH-CZ7530 

Fibre Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

システム 

装置へ 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ 
GH-CA7502EX/GH-CA7502 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7530EX 

/GH-CZ7530 

ICMB 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 

GH-LY7120 

システム 

装置等へ 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7530EX *2 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7530EX *2 

Fibre Channel筐体 *1 

コンパクトディスクアレイ装置  GH0CR803-xxxxxxx （マスタ側） 

電源ﾕﾆｯﾄ 
GH-BP2161EX *1 

電源ﾕﾆｯﾄ 
GH-BP2161EX 

/GH-BP2161 

*1：コンパクトディスクアレイ装置セット(GH0CR803-xxxxxxx)に標準構成 

Fibre Channel筐体 *2 

ICMB 

内蔵ハードディスクの構成については内蔵ハードディスク接続図をご参照ください。 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7215EX *2 

36GB/73GB/146GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7215EX *2 

36GB/73GB/146GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7215EX *2 

36GB/73GB/146GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

カスケード接続筐体  GH0CR803-R125807 （スレーブ側） 

ICMB 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 

GH-LY7120 

システム 

装置等へ 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7530EX *2 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7530EX *2 

F
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e
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*2

 

ICMB 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 
GH-LY7120 *2 

電源ﾕﾆｯﾄ 
GH-BP2161EX *2 

電源ﾕﾆｯﾄ 
GH-BP2161EX *2 

*2：カスケード接続筐体(GH0CR803-R125807)に標準構成 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

－ 電源ユニット搭載表  － 

＜ＣＲ８０(ＣＲ８０３)＞ 
電源スロット (凡例) ●：標準搭載 

品名 形名 
１ ２     ○：搭載可 

電源ユニット(冗長用電源) GH-BP2161EX/GH-BP2161 ● ○     ×：搭載不可 
※ ホットスワップサポート 

 

 

－ コンパクトディスクアレイ装置オプション品一覧  － 

項 形名 品名 備考 

1 ――――――――― Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ筐体 ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準添付されています。 

   ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄを最大3台,ｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞを最大2枚搭載可能 

2 ＧＨ－ＣＡ７５０２ＥＸ ディスクアレイコントローラボード 増設用(ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに1枚標準添付されています。) 

 ＧＨ－ＣＡ７５０２   

3 ＧＨ－ＢＰ２１６１ＥＸ 電源ユニット 冗長化電源（ホットスワップサポート） 

 ＧＨ－ＢＰ２１６１   

4 ＧＨ－ＣＺ７５３０ＥＸ ＳＦＰコネクタ[光] Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ[光ｹｰﾌﾞﾙ]との接続用 

 ＧＨ－ＣＺ７５３０   

5 ＧＨ－ＬＡ７６０３ ２Ｇ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル[LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ] 3.0m 

6 ＧＨ－ＬＡ７６１０ ２Ｇ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル[LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ] 10.0m 

7 ――――――――― キャビネットキット ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準添付されています。  

8 ――――――――― ラックマウントキット ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準添付されています。  

9 ＧＨ－ＥＳ７２１５ＥＸ ハードディスク用キット 36GB/73GB/146MBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ(5台まで)内蔵  

 ＧＨ－ＥＳ７２１５    

10 ＧＨ－ＵＨ７３６Ｋ 内蔵ハードディスク(３６ＧＢ) 現地増設用 10000r/min  

11 ＧＨ－ＵＨ７７３Ｋ 内蔵ハードディスク(７３ＧＢ)   

12 ＧＨ－ＵＨ７１４６Ｋ 内蔵ハードディスク(１４６ＧＢ)   

13 ＧＨ－ＵＨ７３６ＫＥＸ 内蔵増設用ハードディスク(３６ＧＢ) 増設ﾃﾞｨｽｸ用 10000r/min 内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 

14 ＧＨ－ＵＨ７７３ＫＥＸ 内蔵増設用ハードディスク(７３ＧＢ)  接続図参照 

15 ＧＨ－ＵＨ７１４６ＫＥＸ 内蔵増設用ハードディスク(１４６ＧＢ)   

16 ＧＨ－ＵＨ７３６ＫＲＸ 内蔵ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ハードディスク(３６ＧＢ) ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用 10000r/min  

17 ＧＨ－ＵＨ７７３ＫＲＸ 内蔵ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ハードディスク(７３ＧＢ)   

18 ＧＨ－ＵＨ７１４６ＫＲＸ 内蔵ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ハードディスク(１４６ＧＢ)   

19 ＧＨ－ＬＹ７１２０ メンテナンスケーブル 2.0m 

20 ＧＨＳ－ＶＳＳ７Ｂ０５０ ＰＡＴＨｐｉｌｏｔ 二重化ｿﾌﾄｳｪｱ（Windows Server 2003は未対応） 

21 ＧＨＳ－ＶＳＳ７Ｂ０５２ ＰｏｓｅＲＰ 二重化ｿﾌﾄｳｪｱ（Windows Server 2003対応） 

22 ＧＨ０ＣＲ８０３－Ｒ１２５８０７ カスケード接続筐体 ｶｽｹｰﾄﾞ接続用筐体 

 

＜ご注意＞無停電電源装置の設置をご推奨致します。その場合、コンパクトディスクアレイ装置の電源を2系統からとることでシステムの信頼性を向上できます。 

     2系統からとる方法としては、コンパクトディスクアレイ装置自身に２つのＵＰＳを持たせる、クラスタ構成の場合には、各システム装置のＵＰＳに 

     それぞれ接続する等の方法があります。 
 

 

－ カスケード接続時の注意事項  － 
・スレーブ側カスケード接続筐体には、ディスクアレイコントローラを搭載できません。 
・マスタ側コンパクトディスクアレイ装置とスレーブ側カスケード接続筐体は、ファイバーチャネルケーブルを使用して接続します。 
・カスケード接続は、ラックタイプのみサポートです。同一のラックキャビネットにマスタ・スレーブ各装置を搭載してください。 

 （ラックキャビネットをまたいで搭載することはできません。） 

・カスケード接続時はカスケード接続筐体用（スレーブ側用）のセット形名で手配願います。 

・マスタ側のコンパクトディスクアレイ装置にハードディスク用キット(GH-ES7215EX/GH-ES7215)が２ケ増設されていなければ、スレーブ側を増設することはできません。 

 （スレーブ側のカスケード接続筐体には、標準でHDDキットが３ケ搭載されます。） 

・カスケード接続時、マスタ側のコンパクトディスクアレイ装置に電源ユニット（GH-BP2161EX/GH-BP2161：冗長化電源）の搭載を推奨します。 

 （スレーブ側のカスケード接続筐体には標準搭載されています。） 

・１つのRAID構成は、内蔵HDD１６台までとなります。 

 （１７台以上のHDDでRAIDを構成することはできません。） 

・コンパクトディスクアレイ装置及びカスケード接続筐体に搭載する内蔵ハードディスクは、すべて同じ形名（同容量）のものを搭載してください。 

 容量が異なるハードディスクが混在する場合、RAIDコンフィギュレーション情報が破棄されます。 
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－コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳－  
ｾｯﾄ形名の内訳 

ｾｯﾄ形名 
Fibre 

Channel 

筐体 

電源ﾕﾆｯﾄ 
ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ 

ｷｯﾄ 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

ｷｯﾄ 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用 

ｷｯﾄ 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ 

ｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 

36GB 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 

73GB 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 

146GB 

SFPｺﾈｸﾀ 

[光] 

2G Fibre 

Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

[LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ] 

(3.0m) 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

ｹｰﾌﾞﾙ 

 --------- GH-BP2161EX --------- --------- GH-ES7215EX GH-CA7502EX GH-UH736KEX GH-UH773KEX GH-UH7146KEX GH-CZ7530EX GH-LA7603 GH-LY7120 

GH0CR803-C100800 ● ● － ● ● ● － － － － － － 

GH0CR803-R100800 ● ● ● － ● ● － － － － － － 

GH0CR803-R125807 ● ●×2 ● － ●×3 － － － － ●×4 ●×2 ● 

 

  ＜ご注意＞ 
   ・ＣＲ８０(ＣＲ８０３)のハードディスクベイには、容量の異なるハードディスクの混在搭載はできません。 
    （ハードディスク用キットは、５ベイづつに分かれていますが、同一容量を選択願います。） 
   ・ＲＡＩＤ５以外の設定をご希望される場合およびディスクレスセットご購入の場合、弊社営業経由にて発注時指定事情をご記入ください。 
    ＲＡＩＤ５以外の設定にする場合は別途サービスが必要になりますので、［５．サービス一覧］をご参照下さい。 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

Fibre Channel筐体 

(GH-BA7210EX) 

･ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準構成されています。 

－ 内蔵ハードディスク接続図  － 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 

(GH-ES7215EX) 

(GH-ES7215) 

･ＨＤＤを5台まで接続可能 

･ｶｽｹｰﾄﾞ接続筐体に標準構成されています。 

同時 

容量の異なるﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの 

混在搭載はできません 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 

(GH-ES7215EX) 

(GH-ES7215) 

･ＨＤＤを5台まで接続可能 

･ｶｽｹｰﾄﾞ接続筐体に標準構成されています。 

 

内蔵ハードディスク 

 〔36GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH736KEX/GH-UH736KRX) 

(GH-UH736K) 

・GH-UH736KEXは増設用，GH-UH736KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH736Kは現地増設用です。 

選択 

 

内蔵ハードディスク 

 〔73GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH773KEX/GH-UH773KRX) 

(GH-UH773K) 

・GH-UH773KEXは増設用，GH-UH773KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH773Kは現地増設用です。 

 

内蔵ハードディスク 

 〔146GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7146KEX/GH-UH7146KRX) 

(GH-UH7146K) 

・GH-UH7146KEXは増設用，GH-UH7146KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH7146Kは現地増設用です。 

 

内蔵ハードディスク 

 〔36GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH736KEX/GH-UH736KRX) 

(GH-UH736K) 

・GH-UH736KEXは増設用，GH-UH736KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH736Kは現地増設用です。 

選択 

 

内蔵ハードディスク 

 〔73GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH773KEX/GH-UH773KRX) 

(GH-UH773K) 

・GH-UH773KEXは増設用，GH-UH773KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH773Kは現地増設用です。 

 

内蔵ハードディスク 

 〔146GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7146KEX/GH-UH7146KRX) 

(GH-UH7146K) 

・GH-UH7146KEXは増設用，GH-UH7146KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH7146Kは現地増設用です。 

 

内蔵ハードディスク 

 〔36GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH736KEX/GH-UH736KRX) 

(GH-UH736K) 

・GH-UH736KEXは増設用，GH-UH736KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH736Kは現地増設用です。 

選択 

 

内蔵ハードディスク 

 〔73GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH773KEX/GH-UH773KRX) 

(GH-UH773K) 

・GH-UH773KEXは増設用，GH-UH773KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH773Kは現地増設用です。 

 

内蔵ハードディスク 

 〔146GB,FC-AL(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7146KEX/GH-UH7146KRX) 

(GH-UH7146K) 

・GH-UH7146KEXは増設用，GH-UH7146KRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH7146Kは現地増設用です。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

（２）-２ コンパクトディスクアレイ装置 （ＣＲ８０(ＣＲ８０４)） 

  ＜キャビネットタイプ用＞  
 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 
130B9 
270H9,B9 

 ＜ご注意＞ 

  ●外部筐体連動Ｂｏｘ付きＳＶＰボード内蔵の７０及び２７０への接続時には、接続するシステム装置台数分のメンテナンスケーブル 

  （ＧＨ－ＬＹ７１４０）を必ず購入下さい。又、外部筐体連動機能付きＳＶＰボード内蔵の１３０への接続時には、接続するシステム 

  装置台数分のメンテナンスケーブル（ＧＨ－ＬＹ７１５０）を必ず購入下さい。 

  （各システム装置の［各種インターフェース］項参照願います。） 

  ●同一システム装置へのＣＲ８０１,ＣＲ８０２,ＣＲ８０３との混在接続使用はできません。 

 Singleｺﾝﾄﾛｰﾗでの単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成対応の筐体等のみのセットモデルです。 

 Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ,SFPｺﾈｸﾀ,内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。 

 セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

選択 

【Singleｺﾝﾄﾛｰﾗ接続】 
  (単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成 ) 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔Singleｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 
(GH0CR804-C100800) 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7531) 

選択 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔Dualｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 
(GH0CR804-C102800) 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7531) 

選択 

【Dualｺﾝﾄﾛｰﾗ接続】 
  (単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成 ) 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7531) 

 Dualｺﾝﾄﾛｰﾗでの単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成対応の筐体等のみのセットモデルです。 

 Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ,SFPｺﾈｸﾀ,内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。 

 セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

※ 筐体黒色ﾓﾃﾞﾙのCR80(CR804)[GH0CR804-xAxxxxx]も接続ｻﾎﾟｰﾄします。 

  形名･仕様等詳細は､HA8000ｼﾘｰｽﾞ(xB版)ｼｽﾃﾑ構成図 2章ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成図 

  外付けｵﾌﾟｼｮﾝ編 (2)ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置(CR80(CR804))項を参照願います。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

70K9,L9,M9 
70P9,S9 
110D9,G9,H9 
130A9 
270G9,A9 

 

  ＜ラックキャビネット用＞  

 ＜ご注意＞ 

  ●外部筐体連動Ｂｏｘ付きＳＶＰボード内蔵の７０，１１０Ｇ９，１１０Ｈ９及び２７０への接続時には、接続するシステム装置台数分 

  のメンテナンスケーブル（ＧＨ－ＬＹ７１４０）を必ず購入下さい。又、外部筐体連動機能付きＳＶＰボード内蔵の１３０への接続時には、 

  接続するシステム装置台数分のメンテナンスケーブル（ＧＨ－ＬＹ７１５０）を必ず購入下さい。 

  （各システム装置の［各種インターフェース］項参照願います。） 

  ●同一システム装置へのＣＲ８０１,ＣＲ８０２,ＣＲ８０３との混在接続使用はできません。 

 Singleｺﾝﾄﾛｰﾗでの単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成対応のセットモデルです。 

 セットモデルの内訳についてはコンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

 また、追加オプション品についてはオプション品一覧をご参照ください。 

【Singleｺﾝﾄﾛｰﾗ接続】 
  (単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成 ) 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔Singleｺﾝﾄﾛｰﾗ,320GB(160GBx3),RAID5〕 
(GH0CR804-R100513) 

2G-2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置ｾｯﾄに 

 １本標準添付されています。 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置ｾｯﾄに 

 １個標準添付されています。 

 Singleｺﾝﾄﾛｰﾗでの単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成対応の筐体等のみのセットモデルです。 

 (上記セットモデルのHDD容量以外のHDD容量をご希望の場合での接続時は、このセットを選択願います。) 

 Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ,SFPｺﾈｸﾀ,内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。 

 セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

選択 

【上記ｾｯﾄ以外のSingleｺﾝﾄﾛｰﾗ接続】 
  (単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成 ) 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔Singleｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 
(GH0CR804-R100800) 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7531) 

【Dualｺﾝﾄﾛｰﾗ接続】 
  (単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成 ) 

2G-2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置ｾｯﾄに 

 ２本標準添付されています。  

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置ｾｯﾄに 

 ２個標準添付されています。 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔Dualｺﾝﾄﾛｰﾗ,320GB(160GB×3),RAID5〕 
(GH0CR804-R102514) 

 Dualｺﾝﾄﾛｰﾗでの単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成対応のセットモデルです。 

 セットモデルの内訳についてはコンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

 また、追加オプション品についてはオプション品一覧をご参照ください。 

選択 

コンパクトディスクアレイ装置 
 〔Dualｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ搭載なし〕 
(GH0CR804-R102800) 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7531) 

選択 

【上記ｾｯﾄ以外のDualｺﾝﾄﾛｰﾗ接続】 
  (単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成 ) 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,3.0m〕 

(GH-LA7603) 
 

2G Fibre Channel ｹｰﾌﾞﾙ 

〔LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ,10.0m〕 

(GH-LA7610) 
 

SFPｺﾈｸﾀ 

〔光〕 

(GH-CZ7531) 

 Dualｺﾝﾄﾛｰﾗでの単体接続,ｸﾗｽﾀ構成,共有ﾃﾞｨｽｸ構成対応の筐体等のみのセットモデルです。 

 (上記セットモデルのHDD容量以外のHDD容量をご希望の場合での接続時は、このセットを選択願います。) 

 Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ,SFPｺﾈｸﾀ,内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。 

 セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳をご参照ください。 

※ 筐体黒色ﾓﾃﾞﾙのCR80(CR804)[GH0CR804-xAxxxxx]も接続ｻﾎﾟｰﾄします。 

  形名･仕様等詳細は､HA8000ｼﾘｰｽﾞ(xB版)ｼｽﾃﾑ構成図 2章ﾊｰﾄﾞｳｪｱ構成図 

  外付けｵﾌﾟｼｮﾝ編 (2)ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置(CR80(CR804))項を参照願います。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

－ 電源ユニット搭載表  － 

＜ＣＲ８０(ＣＲ８０４)＞ 
電源スロット (凡例) ●：標準搭載 

品名 形名 
１ ２     ○：搭載可 

電源ユニット(冗長用電源) GH-BP2161EX/GH-BP2161 ● ○     ×：搭載不可 
※ ホットスワップサポート 

 

－ コンパクトディスクアレイ装置オプション品一覧  － 

項 形名 品名 備考 

1 ――――――――― Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ筐体 ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準構成されています。 

   ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄを最大3台,ｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞを最大2枚搭載可能 

2 ――――――――― ディスクアレイコントローラボード ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに1枚標準構成されています。 

3 ＧＨ－ＢＰ２１６１ＥＸ 電源ユニット 冗長化電源（ホットスワップサポート） 

 ＧＨ－ＢＰ２１６１  ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに1台標準構成されています。 

4 ＧＨ－ＣＺ７５３１ＥＸ ＳＦＰコネクタ[光] Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ[光ｹｰﾌﾞﾙ]との接続用 

 ＧＨ－ＣＺ７５３１   

5 ＧＨ－ＬＡ７６０３ ２Ｇ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル[LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ] 3.0m 

6 ＧＨ－ＬＡ７６１０ ２Ｇ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル[LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ] 10.0m 

7 ――――――――― キャビネットキット ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準添付されています。  

8 ――――――――― ラックマウントキット ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準添付されています。  

9 ＧＨ－ＥＳ７３１５ＥＸ ハードディスク用キット 160MBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ(5台まで)内蔵  

 ＧＨ－ＥＳ７３１５   内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 

10 ＧＨ－ＵＨ７１６０Ｎ 内蔵ハードディスク(１６０ＧＢ) 現地増設用 7200r/min 接続図参照 

11 ＧＨ－ＵＨ７１６０ＮＥＸ 内蔵増設用ハードディスク(１６０ＧＢ) 増設ﾃﾞｨｽｸ用 7200r/min  

12 ＧＨ－ＵＨ７１６０ＮＲＸ 内蔵ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ハードディスク(１６０ＧＢ) ﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用 7200r/min  

13 ＧＨ－ＬＹ７１４０ メンテナンスケーブル 
130/CR80(CR804)-ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ/ﾘﾑｰﾊﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ 

/CR80(CR803)間接続用,2.0m 

14 ＧＨ－ＬＹ７１５０ メンテナンスケーブル 130/CR80(CR804)-CR80(CR804)間接続用,2.0m 

15 ＧＨＳ－ＳＶＳＳ７Ｂ０８０ ＩＮＳＴＡＮＴ ＣＯＰＹ *1 ｲﾝｽﾀﾝﾄｺﾋﾟｰ用ｿﾌﾄｳｪｱ 

16 ＧＨＳ－ＳＶＳＳ７Ｂ０８１ ＲＥＭＯＴＥ ＭＩＲＲＯＲＩＮＧ *1 ﾘﾓｰﾄﾐﾗｰ用ｿﾌﾄｳｪｱ 

17 ＧＨＳ－ＶＳＳ７Ｂ０５１ Ｍｕｌｔｉ-ｐａｔｈ Ｆａｉｌ-ｏｖｅｒ Ｓｏｆｔｗａｒｅ 二重化ｿﾌﾄｳｪｱ 

 
*1：CR80(CR804)用の機能向上ソフトウェア（INSTANT COPY及びREMOTE MIRRORING）については、CR80(CR804)本体と同時出荷となり単体での出荷は出来ませんので 
  ご注意願います。 
 

＜ご注意＞無停電電源装置の設置をご推奨致します。その場合、コンパクトディスクアレイ装置の電源を2系統からとることでシステムの信頼性を向上できます。 

     2系統からとる方法としては、コンパクトディスクアレイ装置自身に２つのＵＰＳを持たせる、クラスタ構成の場合には、各システム装置のＵＰＳに 

     それぞれ接続する等の方法があります。 

 

 

－ コンパクトディスクアレイ装置接続図  
－ 

内蔵ハードディスクの構成については内蔵ハードディスク接続図をご参照ください。 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7315EX 

160GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7315EX/GH-ES7315 

160GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 
GH-ES7315EX/GH-ES7315 

160GB 

ﾃﾞｨｽｸを最大5台 

．．． 

Fibre Channel筐体 

コンパクトディスクアレイ装置  GH0CR804-xxxxxxx 

電源ﾕﾆｯﾄ 
GH-BP2161EX 

/GH-BP2161 

電源ﾕﾆｯﾄ 
GH-BP2161EX 

*1：130,CR80(CR804)へ接続時は、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ(GH-LY7150)をその他のｼｽﾃﾑ装置及びﾕﾆｯﾄへ接続時は、 

  ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140)を使用します。 

ICMB 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 

*1 

システム 

装置等へ 

ICMB 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 

*1 

システム 

装置等へ 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ 

Fibre Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

システム 

装置へ 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7531EX 

/GH-CZ7531 

Fibre Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

システム 

装置へ 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7531EX 

/GH-CZ7531 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ 

Fibre Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

システム 

装置へ 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7531EX 

/GH-CZ7531 

Fibre Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

システム 

装置へ 

SFPｺﾈｸﾀ[光] 
GH-CZ7531EX 

/GH-CZ7531 
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－コンパクトディスクアレイ装置セット構成品内訳－  
ｾｯﾄ形名の内訳 

Fibre 

Channel 

筐体 

電源ﾕﾆｯﾄ 
ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ 

ｷｯﾄ 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

ｷｯﾄ 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用 

ｷｯﾄ 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ 

ｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 

160GB 

SFPｺﾈｸﾀ 

[光] 

2G Fibre 

Channel 

ｹｰﾌﾞﾙ 

[LC-LC光ｹｰﾌﾞﾙ] 

(3.0m) 

ｾｯﾄ形名 

--------- GH-BP2161EX --------- --------- GH-ES7315EX --------- GH-UH7160NEX GH-CZ7531EX GH-LA7603 

GH0CR804-C100800 ●×1 ●×1 － ●×1 ●×1 ●×1 － － － 

GH0CR804-C102800 ●×1 ●×1 － ●×1 ●×1 ●×2 － － － 

GH0CR804-R100513 ●×1 ●×1 ●×1 － ●×1 ●×1 ●×3 ●×1 ●×1 

GH0CR804-R100800 ●×1 ●×1 ●×1 － ●×1 ●×1 － － － 

GH0CR804-R102514 ●×1 ●×1 ●×1 － ●×1 ●×2 ●×3 ●×2 ●×2 

GH0CR804-R102800 ●×1 ●×1 ●×1 － ●×1 ●×2 － － － 

 

 ＜ご注意＞ 

  ・ＲＡＩＤ５以外の設定をご希望される場合およびディスクレスセットご購入の場合、弊社営業経由にて発注時指定事情をご記入ください。 

   ＲＡＩＤ５以外の設定にする場合は別途サービスが必要になりますので、［５．サービス一覧］をご参照下さい。 

  ・１個のＬＵＮに対し２１９９ＧＢを越えるＲＡＩＤを構築することはできません。搭載のハードディスク容量が２１９９ＧＢを越える場合 

   はＬＵＮを２個以上に分割する必要があります。 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

－ 内蔵ハードディスク接続図  － 

 

内蔵ハードディスク 

 〔160GB,Serial ATA(7200r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7160NEX/GH-UH7160NRX) 

(GH-UH7160N) 

・GH-UH7160NEXは増設用，GH-UH7160NRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH7160Nは現地増設用です。 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 

(GH-ES7315EX) 

･ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準構成されています。 

･ＨＤＤを5台まで接続可能 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 

(GH-ES7315EX) 

(GH-ES7315) 

･ＨＤＤを5台まで接続可能 

 

内蔵ハードディスク 

 〔160GB,Serial ATA(7200r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7160NEX/GH-UH7160NRX) 

(GH-UH7160N) 

・GH-UH7160NEXは増設用，GH-UH7160NRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH7160Nは現地増設用です。 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ用ｷｯﾄ 

(GH-ES7315EX) 

(GH-ES7315) 

･ＨＤＤを5台まで接続可能 
 

内蔵ハードディスク 

 〔160GB,Serial ATA(7200r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕 

(GH-UH7160NEX/GH-UH7160NRX) 

(GH-UH7160N) 

・GH-UH7160NEXは増設用，GH-UH7160NRXはﾘｻﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用，GH-UH7160Nは現地増設用です。 

Fibre Channel筐体 

 

･ｾｯﾄﾓﾃﾞﾙに標準構成されています。 

同時 



－288－ 

ＳＳ区分Ｂ 

ディスクアレイ装置 

 SANRISE9500Vシリーズ 
 
◎ SANRISE9570V 

 (HT-4063-RK，HT-F4063-RKA他) 

 ・柔軟なコンフィグレーション対応 

 ・ﾃﾞｭｱﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ対応(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 

 ・搭載可能ディスク：36GB/72GB/146GB 

 <ラックマウントタイプ> 

 ・最大224HDD搭載，最大容量30TB 

 <フロアタイプ> 

 ・最大14HDD(1,814GB)と 

  29HDD(3,813GB)モデルの選択 
 
◎ SANRISE9530V 

 ・導入容易なセットモデル(３モデル) 

 ・ラックマウントタイプとフロアタイプを用意 

 ・搭載ディスク：72GB 

 ・9531Vｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,5HDD(202GB) 

  (HT-4063-RSS75) 

 ・9531DVﾃﾞｭｱﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,5HDD(202GB) 

  (HT-4063-RSD75) 

 ・9532Vﾃﾞｭｱﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,9HDD(405GB) 

  (HT-4063-RSD79) 

 ・9533Vﾃﾞｭｱﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,13HDD(694GB) 

  (HT-4063-RSD7D) 

― Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由直結接続及びポート拡張機構，Ｆａｂｒｉｃ Ｓｗｉｔｃｈ接続 ― 

（３）-１ 小型ディスクアレイサブシステム (SANRISE9500Vｼﾘｰｽﾞ) 

 ・ＳＡＮＲＩＳＥ９５００Ｖシリーズは、（ＳＳ区分Ｂ）です。 

 ・ＳＡＮＲＩＳＥ９５００Ｖシリーズは、ＨＡ８０００サーバ接続用ライセンス(Windows/Linux)：HT-F4063-LHA8 をDisk Array 1台につき１式 

  手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご使用になる場合には、接続するサーバOSの種類分接続ライセンス手配が必要です。 

 ・ＳＡＮＲＩＳＥ９５００Ｖシリーズのラックマウントタイプは、別途ラックレール(HA8000ﾗｯｸ用：HT-F4063-URRA5)が必要です。 

 ・ポート拡張機構をラックに搭載する場合は、別途ラックレール(HT-F4063-URPE5)が必要です。 

 ・ポート拡張機構は、ポート拡張機構及びFabric Switchとの接続はできません。 

70K9,L9,M9 
70P9,S9 
110D9,G9,H9 
130A9,B9 
270G9,H9,A9,B9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのﾎﾟｰﾄ拡張機構 ,Fabric Switch接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 
〔5.0m〕 
(HT-F4063-KB5M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔5.0m〕 
(HT-F4063-KC5M) 選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔10m〕 
(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔5.0m〕 
(HT-F4063-KC5M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔20m〕 
(HT-F4063-KC20M) 

ﾎﾟｰﾄ拡張機構 

 (HT-F4063-DFPE7) 

･最大7ﾎﾟｰﾄに拡張 

･2G/1Gbps対応(LCｺﾈｸﾀ) 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps,8ﾎﾟｰﾄ) 

 (HT-4990-SW3200) 

･ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞSFPx8搭載済み。 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps,16ﾎﾟｰﾄ) 

 (HT-4990-SW3802) 

･別途ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞSFPが必要です。 

選択 

選択 

ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞSFP 

 (HT-F4990-SFPS) 

･SFPx4個の型名 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での直結接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔10m〕 
(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔5.0m〕 
(HT-F4063-KC5M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 
〔5.0m〕 
(HT-F4063-KB5M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 
〔20m〕 
(HT-F4063-KC20M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 
〔20m〕 
(HT-F4063-KB20M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 
〔10m〕 
(HT-F4063-KB10M) 

選択 
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（３）-２ ディスクアレイサブシステム (SANRISE9970V/9980V 2G I/F ﾓﾃﾞﾙ) 

― Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由単体接続及びクラスタ接続構成 ― 

 ・ＳＡＮＲＩＳＥ９９８０Ｖ，９９８０Ｖ－ｅはＡ－６５ｘ２－１ディスク制御装置１台につき増設用のディスク駆動装置Ａ－６５ｘ６が、 

  最大４台接続可能です。また、冗長構成のためのデュアルコントローラ搭載やマルチポート搭載も可能です。これらのオプション追加には、 

  ＳＡＮソリューション事業部のＳＢメニュー発注と仕様決定書が必要です。 

70K9,L9,M9 
70P9,S9 
110D9 
110G9,H9 
130A9,B9 
270G9,H9,A9,B9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[10m] 
(A-6515-GM10L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[5.0m] 
(A-6515-GM5L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[30m] 
(A-6515-GM30L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[20m] 
(A-6515-GM20L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[100m] 
(A-6515-GM1JL) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[50m] 
(A-6515-GM50L) 

選択 

 

 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[10m] 
(A-6515-GM10L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[5.0m] 
(A-6515-GM5L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[30m] 
(A-6515-GM30L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[20m] 
(A-6515-GM20L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[100m] 
(A-6515-GM1JL) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[50m] 
(A-6515-GM50L) 

選択 

 

ＳＡＮＲＩＳＥ９９８０Ｖ（マルチキャビネットタイプ） 

ディスクアレイ装置 SANRISE9980V-e 

[最大ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ容量:147.2TB(物理容量)] 

[最大ｷｬｯｼｭ容量:64GB] 

(A-65C2-1,A-65C6) *ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ接続用 

ディスクアレイ装置 SANRISE9970V-e 

[最大ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ容量:18.4TB(物理容量)] 

[最大ｷｬｯｼｭ容量:32GB] 

(A-65C2-5) *ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ接続用 

ディスクアレイ装置 SANRISE9980Ｖ 

[最大ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ容量:147.2TB(物理容量)] 

[最大ｷｬｯｼｭ容量:64GB] 

(A-65A2-1,A-65A6) *ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑｼｽﾃﾑ及びｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ接続用 

ディスクアレイ装置 SANRISE9970V 

[最大ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ容量:18.4TB(物理容量)] 

[最大ｷｬｯｼｭ容量:32GB] 

(A-65A2-5) *ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑｼｽﾃﾑ及びｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ接続用 

ＳＡＮＲＩＳＥ９９７０Ｖ（シングルキャビネットタイプ） 

 

 

 

ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞSFP 

 (A-F6517-SFPS) 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ 

 (A-6517-S380) 

 

･別途ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞSFPが必要 

ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞSFP 

 (A-F6517-SFPS) 

 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[10m] 
(A-6515-GM10L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[5.0m] 
(A-6515-GM5L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[30m] 
(A-6515-GM30L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[20m] 
(A-6515-GM20L) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[100m] 
(A-6515-GM1JL) 

Fibre Channelｹｰﾌﾞﾙ 
[50m] 
(A-6515-GM50L) 

選択 

 

選択 

選択 



－290－ 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

20A9,B9,E9,F9 

130B9 

70P9,S9 
70K9,L9,M9 

（４）バックアップキャビネット  
  ＜キャビネットタイプ用＞  

<ご注意> 

  バックアップキャビネットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に 

 搭載可能ＳＣＳＩボード数までです。 

  詳細は、各システム装置の［拡張ボード］項を参照願います。 

（２台目以降接続時は、ＳＣＳＩボードも別途必要です。） 

セキュリティーカバー 

(GH-AU7221EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-AU7221) 
 ・バックアップキャビネットセット<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用>の 

   セキュリティー用カバー（鍵付き） 

同時 

搭載デバイス選択へ 

 

バックアップキャビネット外観 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。 

バックアップキャビネットセット 

〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3 ﾍﾞｲ(5 型),Wide･Narrow デバイス用〕 

(GS0BS201-C100200) 

 

70P9 
70K9,L9,M9 

110D9 
110G9,H9 

130A9 

  ＜ラックキャビネット用＞  

・２台目増設用のセットは、１台目セットのラック 
搭載ユニット上に搭載いたします。 

又、ラック搭載ユニットはディスクユニット, 

リムーバブルデバイスユニットと共用です。 

バックアップキャビネット，ディスクユニットを 

それぞれ１台ずつ搭載する場合は、いずれか一方 

は（２台目増設用）のセットを御購入下さい。 

（下図参照） 

 

  ＜ラックキャビネット＞ 

 

  
１台目セット 

 
２台目セット 

(２台目増設用) 

システム装置 

システム装置 

 

 

<ご注意> 

  バックアップキャビネットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に 

 搭載可能ＳＣＳＩボード数(110G9,110H9 はｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI ｲﾝﾀﾌｪｰｽ数含む)までです。 

  詳細は、各システム装置の［拡張ボード］項(110G9,110H9 は[各種ｲﾝﾀﾌｪｰｽ]項 

 含む)を参照願います。（２台目以降接続時は、ＳＣＳＩボードも別途必要です。） 

搭載デバイス選択へ 

･SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(GH-LA7151),ﾗｯｸ搭載ﾕﾆｯﾄ(GH-AU7220)及びﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7222)が標準添付されています。 

バックアップキャビネットセット 

〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3 ﾍﾞｲ(5 型),Wide･Narrow デバイス用,4U〕 

(GS0BS201-R100200) 

･SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(GH-LA7151)及びﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7222)が標準添付されています。 

バックアップキャビネットセット（２台目増設用） 

〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 3 ﾍﾞｲ(5 型),Wide･Narrow デバイス用〕 

(GS0BS201-R200200) 

選択 

※ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(GS0BS202)もｻﾎﾟｰﾄとなり 
   ます｡詳細はxD ﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ構成図参照願います｡ 
   但し､搭載可能ﾃﾞﾊﾞｲｽは､ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 
   (GS0BS201)でｻﾎﾟｰﾄのﾃﾞﾊﾞｲｽとなります｡ 
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内蔵光磁気ディスク 

〔640MB〕 

内蔵光磁気ディスクセット 

(GS-SUM5641EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUM5641) 

 

・本セット形名にて手配願います。 

 

 
変換ｺﾈｸﾀ 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

 

  <注意> 
   記載のデバイスは、バックアップキャビネット筐体へ搭載されます。 

搭載デバイス選択 

選択 
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内蔵ＤＡＴ（ＤＤＳ－４） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

 

  
内蔵ＤＡＴ 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き 

 

 
内蔵ＤＡＴ 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402QFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402QF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402QDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402QD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402QY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402Q) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402LY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402L) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7402YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7402Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

(GS-UD7402EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-UD7402) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＤＡＴ（ＤＡＴ７２） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

 

  
内蔵ＤＡＴ 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/170S])x5 巻付き 

 

 
内蔵ＤＡＴ 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴセット 

(GS-SUD7722YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7722Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

(GS-UD7722EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-UD7722) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＤＡＴチェンジャー（ＤＤＳ－４） 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き 

 
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406QFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406QF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406QDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406QD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406QY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406Q) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406LY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406L) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7406YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7406Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャー 

(GS-UD7406EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-UD7406) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

内蔵ＤＡＴチェンジャー（ＤＡＴ７２） 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/170S])x10 巻付き 

 
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GS-SUD7726YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUD7726Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャー 

(GS-UD7726EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-UD7726) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

 

 
 

 

内蔵ＤＬＴ（ＤＬＴ８０００） 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＤＬＴ 

〔DLT8000(非/圧縮:40/80GB)〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き 

 
内蔵ＤＬＴ 

〔DLT8000(非/圧縮:40/80GB)〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＬＴセット 

(GS-SUL7400YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUL7400Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴ 

(GS-UL7400EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-UL7400) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 
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内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き 

 
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AQFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AQFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AQFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AQF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AQDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AQDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AQDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AQD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AQYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AQY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AQEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AQ) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500ALYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500ALY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500ALEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AL) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500AYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500AY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴ 

(GS-US7500AEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-US7500A) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

・内蔵 AIT[AIT-2](GS-US7500A)が搭載されたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄは、ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへは、内蔵 AIT[AIT-2] 

  (GS-US7500A)の防塵ｶﾊﾞｰとﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱの一部が干渉するため搭載できません。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き 

 
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500QFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500QF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500QDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500QD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500QY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500Q) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500LY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500L) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＡＩＴセット 

(GS-SUS7500YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUS7500Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴ 

(GS-US7500EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-US7500) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＬＴＯ 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x5 巻付き 

 

内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7101YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7101Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯ 

(GS-UU7101EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-UU7101) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＬＴＯ 
 

 

バックアップデバイス 

 
 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x5 巻付き 

 

  
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BQFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BQFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BQFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BQF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BQDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BQDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BQDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BQD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BQYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BQY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BQEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BQ) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BXFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BXFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BXFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BXF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BXDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BXDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BXDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BXD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BXYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BXY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BXEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BX) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BLYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BLY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BLEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BL) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BKYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BKY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BKEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BK) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102BY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7102BEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7102B) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＬＴＯ 
 

 

バックアップデバイス 

 
 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU2/200])x5 巻付き 

 

  
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BQFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BQFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BQFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BQF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BQDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BQDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BQDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BQD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BQYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BQY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BQEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BQ) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BLYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BLY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BLEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BL) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200BY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GS-SUU7200BEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GS-SUU7200B) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

―内蔵デバイス搭載条件表― 

<バックアップキャビネット(GS0BS201-xxxxxxx)> 

拡張ストレージベイ （凡例）●：標準搭載 

5 型     ○：搭載可 品名 形名 

最大 

搭載 

台数 (*2) 1 2 3     ×：搭載不可 

内蔵光磁気ディスク GS-SUM5641 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＤＡＴ(DDS-4) GS-UD7402 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＤＡＴ(DAT72) GS-UD7722 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) GS-UD7406 1 × ○ 

内蔵ＤＡＴチェンジャー(DAT72) GS-UD7726 1 × ○ 

内蔵ＤＬＴ(DLT8000) (*1) GS-UL7400 1 × ○ 

内蔵ＡＩＴ(AIT-2) GS-US7500 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＡＩＴ(AIT-2) (*3) GS-US7500A 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ) GS-UU7101 1 ○ ○ ○ 

内蔵ＬＴＯ (*1) GS-SUU7102B 1 × ○ 

内蔵ＬＴＯ (*1) GS-SUU7200B 1 × ○ 

 *1:他のﾃﾞﾊﾞｲｽとの同時搭載は出来ません。 

 *2:110G9,110H9 ﾓﾃﾞﾙにてｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI からの接続時は、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽ最大搭載台数は、下記の通りとなります。 

内蔵ＤＡＴ(DDS-4)，内蔵光磁気ディスクの最大搭載台数は２台です。 

その他の下記ﾃﾞﾊﾞｲｽの最大搭載台数は１台です。 

  ・内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) 

  ・内蔵ＤＬＴ(DLT8000) 

  ・内蔵ＡＩＴ 

  ・内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ) 

  ・内蔵ＬＴＯ 

他のﾃﾞﾊﾞｲｽと同時搭載できないのは、内蔵ＤＬＴ(DLT8000)，内蔵ＡＩＴ，内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ)，内蔵ＬＴＯです。 

組合せて搭載できるのは、内蔵ＤＡＴ(DDS-4)，内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4)，内蔵光磁気ディスクとなり、複数台搭載の組合せは下記となります。 

  ・内蔵ＤＡＴ(DDS-4) ＋ 内蔵ＤＡＴ(DDS-4) 

  ・内蔵ＤＡＴ(DDS-4) ＋ 内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) 

  ・内蔵ＤＡＴ(DDS-4) ＋ 内蔵光磁気ディスク 

  ・内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) ＋ 内蔵光磁気ディスク 

  ・内蔵光磁気ディスク ＋ 内蔵光磁気ディスク 

 *3:内蔵 AIT[AIT-2](GS-US7500A)が搭載されたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄは、ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへは、内蔵 AIT[AIT-2] 

   (GS-US7500A)の防塵ｶﾊﾞｰとﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱの一部が干渉するため搭載できません。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

70P9,S9 
70K9,L9,M9 *2 

270H9,B9 

130B9 *1 

（５）リムーバブルデバイスユニット  
  ＜キャビネットタイプ用＞  

<ご注意> 

  リムーバブルデバイスユニットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に 

 搭載可能ＳＣＳＩボード数までです。 

  詳細は、各システム装置の［拡張ボード］項を参照願います。 

（２台目以降接続時は、ＳＣＳＩボードも別途必要です。） 

セキュリティーカバー 

(GH-AU7221EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-AU7221) 
 ・リムーバブルデバイスユニットセット<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用>の 

   セキュリティー用カバー（鍵付き） 

同時 

搭載デバイス選択へ 

*1 : 130 ﾓﾃﾞﾙでは、SVP ﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能 

*2 : 70 ﾓﾃﾞﾙでは、SVP ﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能 

*3 : ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄのﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙを 70,270 ｼｽﾃﾑ装置に接続の場合及び CR80(CR804)以外の 

     ﾃﾞﾊﾞｲｽへ接続の場合、このｾｯﾄを選択願います。 

*4 : ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄのﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙを 130 ｼｽﾃﾑ装置に接続の場合及び CR80(CR804)へ接続の場合、 

     このｾｯﾄを選択願います。 

 

リムーバブルデバイスユニット外観 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)及びメンテナンスケーブル(GH-LY7140)が標準添付されています。 

リムーバブルデバイスユニットセット *4 

〔ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし〕 

(GH0RR163-C100300) 

 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)及びメンテナンスケーブル(GH-LY7120)が標準添付されています。 

リムーバブルデバイスユニットセット *3 

〔ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし〕 

(GH0RR163-C100200) 

 

 
110G9,H9 *2 

130A9 *1 

270G9,A9 

70P9,S9 
70K9,L9,M9 *2 

  ＜ラックキャビネット用＞  

・２台目増設用のセットは、１台目セットのラック 
搭載ユニット上に搭載いたします。 
又、ラック搭載ユニットはディスクユニット， 
バックアップキャビネットと共用です。 
 リムーバブルデバイスユニット，ディスク 
ユニットをそれぞれ１台ずつ搭載する場合は、 
いずれか一方は（２台目増設用）のセットを 

御購入下さい。（下図参照） 
 
  ＜ラックキャビネット＞ 

 

  
１台目セット 

 
２台目セット 

(２台目増設用) 

システム装置 

システム装置 

 

 

<ご注意> 

  リムーバブルデバイスユニットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に 

 搭載可能ＳＣＳＩボード数(110G9,110H9 はｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI ｲﾝﾀﾌｪｰｽ数含む)までです。 

  詳細は、各システム装置の［拡張ボード］項(110G9,110H9 は[各種ｲﾝﾀﾌｪｰｽ]項 

 含む)を参照願います。（２台目以降接続時は、ＳＣＳＩボードも別途必要です。） 

搭載デバイス選択へ 

*1 : 130 ﾓﾃﾞﾙでは、SVP ﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能 

*2 : 70,110G9,110H9 ﾓﾃﾞﾙでは、SVP ﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能 

*3 : ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄのﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙを 70,110G9,110H9,270 ｼｽﾃﾑ装置に接続の場合及び CR80(CR804) 

     以外のﾃﾞﾊﾞｲｽへ接続の場合、このｾｯﾄを選択願います。 

*4 : ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄのﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙを 130 ｼｽﾃﾑ装置に接続の場合及び CR80(CR804)へ接続の場合、 

     このｾｯﾄを選択願います。 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)及びメンテナンスケーブル(GH-LY7120)が標準添付されています。 

リムーバブルデバイスユニットセット *3 

〔ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,ﾗｯｸ搭載ﾕﾆｯﾄ(GH-AU7220) 

     及びﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7222)付き,4U〕 

(GH0RR163-R100200) 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)及びメンテナンスケーブル(GH-LY7120)が標準添付されています。 

リムーバブルデバイスユニットセット（２台目増設用） *3 

〔ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,ﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7222)付き〕 

(GH0RR163-R200200) 

選択 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)及びメンテナンスケーブル(GH-LY7140)が標準添付されています。 

リムーバブルデバイスユニットセット *4 

〔ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,ﾗｯｸ搭載ﾕﾆｯﾄ(GH-AU7220) 

     及びﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7222)付き,4U〕 

(GH0RR163-R100300) 

・SCSI ケーブル(GH-LA7151)及びメンテナンスケーブル(GH-LY7140)が標準添付されています。 

リムーバブルデバイスユニットセット（２台目増設用） *4 

〔ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,ﾗｯｸ搭載ｻﾌﾞﾄﾚｰ(GH-AU7222)付き〕 

(GH0RR163-R200300) 

選択 

※ ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ(GH0RR164)もｻﾎﾟｰﾄとなり 
   ます｡詳細はxD ﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ構成図参照願います｡ 
   但し､搭載可能ﾃﾞﾊﾞｲｽは､ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ 
   (GH0RR163)でｻﾎﾟｰﾄのﾃﾞﾊﾞｲｽとなります｡ 
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内蔵光磁気ディスク 

〔640MB〕 

内蔵光磁気ディスクセット 

(GH-SUM5641EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUM5641) 

 

・本セット形名にて手配願います。 

 

 
変換ｺﾈｸﾀ 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

 

  <注意> 
   記載のデバイスは、リムーバブルデバイスユニット筐体へ搭載されます。 

搭載デバイス選択 

選択 
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内蔵ＤＡＴ（ＤＤＳ－４） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

 

  
内蔵ＤＡＴ 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き 

 

 
内蔵ＤＡＴ 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402QFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402QF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402QDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402QD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402QY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402Q) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402LY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402L) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7402YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7402Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

(GH-UD7402EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UD7402) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＤＡＴ（ＤＡＴ７２） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

 

  
内蔵ＤＡＴ 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/170S])x5 巻付き 

 

 
内蔵ＤＡＴ 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴセット 

(GH-SUD7722YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7722Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

(GH-UD7722EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UD7722) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＤＡＴチェンジャー（ＤＤＳ－４） 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き 

 
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406QFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406QF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406QDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406QD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406QY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406Q) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406LY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406L) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7406YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7406Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャー 

(GH-UD7406EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UD7406) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 

内蔵ＤＡＴチェンジャー（ＤＡＴ７２） 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/170S])x10 巻付き 

 
内蔵ＤＡＴチェンジャー 

〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6 連装〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SUD7726YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUD7726Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＤＡＴ 

 チェンジャー 

(GH-UD7726EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UD7726) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

 

 
 

 

内蔵ＤＬＴ（ＤＬＴ８０００） 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＤＬＴ 

〔DLT8000(非/圧縮:40/80GB)〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き 

 
内蔵ＤＬＴ 

〔DLT8000(非/圧縮:40/80GB)〕 

・拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲを 2 ﾍﾞｲ使用します。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＤＬＴセット 

(GH-SUL7400YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUL7400Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＤＬＴ 

(GH-UL7400EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UL7400) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 



－308－ 

内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き 

 
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AQFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AQFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AQFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AQF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AQDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AQDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AQDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AQD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AQYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AQY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AQEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AQ) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500ALYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500ALY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500ALEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AL) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500AYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500AY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＡＩＴ 

(GH-US7500AEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-US7500A) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

・内蔵 AIT[AIT-2](GH-US7500A)が搭載されたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄは、ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへは、内蔵 AIT[AIT-2] 

  (GH-US7500A)の防塵ｶﾊﾞｰとﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱの一部が干渉するため搭載できません。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＡＩＴ（ＡＩＴ－２） 
 

 

バックアップデバイス 
 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き 

 
内蔵ＡＩＴ 

〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500QFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500QF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500QDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500QD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500QY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500Q) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500LY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500L) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＡＩＴセット 

(GH-SUS7500YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUS7500Y) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＡＩＴ 

(GH-US7500EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-US7500) 

 完売しました。 

 完売しました。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＬＴＯ 
 

 

バックアップデバイス 

 

バックアップソフトウェア 

  
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x5 巻付き 

 

内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ)〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101QFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101QFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101QDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101QDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101QYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101QEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101XFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101XFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101XFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101XF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101XDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101XDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101XDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101XD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101XYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101XY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101XEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101X) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101LYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101LEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101KYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101KY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101KEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101K) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7101YEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7101Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯ 

(GH-UU7101EX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-UU7101) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＬＴＯ 
 

 

バックアップデバイス 

 
 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x5 巻付き 

 

  
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:100/200GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RQFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RQFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RQFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RQF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RQDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RQDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RQDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RQD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RQYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RQY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RQEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RQ) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RXFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RXFY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RXFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RXF) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RXDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RXDY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RXDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RXD) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RXYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RXY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RXEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RX) 

 完売しました。 

 完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RLYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RLY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RLEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RL) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RKYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RKY) 

 完売しました。 

 完売しました。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RKEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RK) 

 完売しました。 

 完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102RYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102RY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7102REX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7102R) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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内蔵ＬＴＯ 
 

 

バックアップデバイス 

 
 

バックアップソフトウェア 

   
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU2/200])x5 巻付き 

 

  
内蔵ＬＴＯ 

〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 

・内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ(LVD)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RQFYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RQFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RQFEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RQF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RQDYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RQDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RQDEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RQD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RQYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RQY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RQEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RQ) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RLYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RLY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RLEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RL) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

バックアップソフトウェアなし 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200RYEX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200RY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

内蔵ＬＴＯセット 

(GH-SUU7200REX)[ｶｽﾀﾑ] 

(GH-SUU7200R) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。 
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―内蔵デバイス搭載条件表― 

<リムーバブルデバイスユニット(GH0RR163-xxxxxxx)> 

拡張ストレージベイ （凡例）●：標準搭載 

5 型     ○：搭載可 品名 形名 

最大 

搭載 

台数 (*2) 1 2 3     ×：搭載不可 

内蔵光磁気ディスク GH-SUM5641 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＤＡＴ(DDS-4) GH-UD7402 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＤＡＴ(DAT72) GH-UD7722 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) GH-UD7406 1 × ○ 

内蔵ＤＡＴチェンジャー(DAT72) GH-UD7726 1 × ○ 

内蔵ＤＬＴ(DLT8000) (*1) GH-UL7400 1 × ○ 

内蔵ＡＩＴ(AIT-2) GH-US7500 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＡＩＴ(AIT-2) (*3) GH-US7500A 3 ○ ○ ○ 

内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ) GH-UU7101 1 ○ ○ ○ 

内蔵ＬＴＯ (*1) GH-SUU7102R 1 × ○ 

内蔵ＬＴＯ (*1) GH-SUU7200R 1 × ○ 

 *1:他のﾃﾞﾊﾞｲｽとの同時搭載は出来ません。 

 *2:110G9,110H9 ﾓﾃﾞﾙにてｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI からの接続時は、ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄへの内蔵ﾃﾞﾊﾞｲｽ最大搭載台数は、下記の通りとなります。 

内蔵ＤＡＴ(DDS-4)，内蔵光磁気ディスクの最大搭載台数は２台です。 

その他の下記ﾃﾞﾊﾞｲｽの最大搭載台数は１台です。 

  ・内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) 

  ・内蔵ＤＬＴ(DLT8000) 

  ・内蔵ＡＩＴ 

  ・内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ) 

  ・内蔵ＬＴＯ 

他のﾃﾞﾊﾞｲｽと同時搭載できないのは、内蔵ＤＬＴ(DLT8000)，内蔵ＡＩＴ，内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ)，内蔵ＬＴＯです。 

組合せて搭載できるのは、内蔵ＤＡＴ(DDS-4)，内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4)，内蔵光磁気ディスクとなり、複数台搭載の組合せは下記となります。 

  ・内蔵ＤＡＴ(DDS-4) ＋ 内蔵ＤＡＴ(DDS-4) 

  ・内蔵ＤＡＴ(DDS-4) ＋ 内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) 

  ・内蔵ＤＡＴ(DDS-4) ＋ 内蔵光磁気ディスク 

  ・内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4) ＋ 内蔵光磁気ディスク 

  ・内蔵光磁気ディスク ＋ 内蔵光磁気ディスク 

 *3:内蔵 AIT[AIT-2](GH-US7500A)が搭載されたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄは、ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへは、内蔵 AIT[AIT-2] 

   (GH-US7500A)の防塵ｶﾊﾞｰとﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄのﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱの一部が干渉するため搭載できません。 

 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 
･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 
つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 



－314－ 

※ﾀﾜｰ用増設ﾄﾞﾗｲﾌﾞ以外はｾｯﾄ形名にて手配願います。  

（６）ＤＶＤライブラリ装置 （NETCABINET） 

NETCABINET(400枚ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400 

[2.11TB(4.7GB×450Slot),2Drv(4.7GB),添付媒体無し〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-02D1300) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400 

[1.88TB(4.7GB×400Slot),4Drv(4.7GB),添付媒体無し〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-03D1300) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400【両面媒体のみ使用可】 

[3.29TB(4.7GB×350Slot×2[両面]),4Drv(4.7GB),添付媒体無し〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-05D1300) 

つづく 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400 

[2.11TB(4.7GB×450Slot),2Drv(4.7GB),片面媒体100枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-02D130A) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400 

[1.88TB(4.7GB×400Slot),4Drv(4.7GB),片面媒体100枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-03D130A) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400【両面媒体のみ使用可】 

[3.29TB(4.7GB×350Slot×2[両面]),4Drv(4.7GB),両面媒体100枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-05D130A) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置400【両面媒体のみ使用可】 

[3.29TB(4.7GB×350Slot×2[両面]),4Drv(4.7GB),両面媒体350枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDH0-05D130F) 

選択 

 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 

130B9 

270H9,B9 

20A9,B9,E9,F9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 
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NETCABINET(100枚ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ) 

 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置100 

[470GB(4.7GB×100Slot),4Drv(4.7GB),片面媒体100枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDE0-03D130A) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置100【両面媒体のみ使用可】 

[940GB(4.7GB×100Slot×2[両面]),2Drv(4.7GB),両面媒体100枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDE0-05D130A) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置100【両面媒体のみ使用可】 

[940GB(4.7GB×100Slot×2[両面]),2Drv(4.7GB),添付媒体無し〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDE0-05D1300) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置100 

[705GB(4.7GB×150Slot),2Drv(4.7GB),片面媒体100枚添付〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDE0-02D130A) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置100 

[705GB(4.7GB×150Slot),2Drv(4.7GB),添付媒体無し〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDE0-02D1300) 

DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置100 

[470GB(4.7GB×100Slot),4Drv(4.7GB),添付媒体無し〕 

[WindowsNT4.0/Windows2000(Legacy)用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑﾄﾞﾗｲﾊﾞ〕 

(GT0DVDE0-03D1300) 

 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 

130B9 

270H9,B9 

20A9,B9,E9,F9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 
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外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

ＤＬＴチェンジャー 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

   
ＤＬＴチェンジャー 

〔DLT8000,10 連装〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [D88/1800])x10 巻付き 

 
ＤＬＴチェンジャー 

〔DLT8000,10 連装〕 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410XDY)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410XY)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410X)  完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410KY)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410K)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFL7410Y)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャー 

(GH-FL7410)  完売しました。 

 

 
70K9,L9,M9 
70P9 

130B9 

270H9,B9 ＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＤＬＴチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・Ｂａｃｋｕｐ  Ｅｘｅｃは、システム装置毎に必要です。（ＤＬＴチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続時及びＤＬＴチェンジャー接続の 
 システム装置本体にＤＡＴチェンジャー搭載の場合、Ｂａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃには、別途 Ｌｉｂｒａｒｙ Ｅｘｐａｎｓｉｏｎオプションが、必要です。 
  又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にＢａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃが必要です。） 
 
 ・ＤＬＴチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 

（７）ＤＬＴ／ＬＴＯチェンジャー  
    ＜キャビネットタイプ用＞  
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外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

ＬＴＯチェンジャー 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

   
ＬＴＯチェンジャー 

〔LTO,10 連装〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x10 巻付き 

 
ＬＴＯチェンジャー 

〔LTO,10 連装〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110XFY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110XF)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110XDY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110XY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110X)  完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110KY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110K)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SFU7110Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャー 

(GH-FU7110) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 

 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 

130B9 

270H9,B9 ＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・Ｂａｃｋｕｐ  Ｅｘｅｃは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続時及びＬＴＯチェンジャー接続の 
 システム装置本体にＤＡＴチェンジャー搭載の場合、Ｂａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃには、別途 Ｌｉｂｒａｒｙ Ｅｘｐａｎｓｉｏｎオプションが、必要です。 
  又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にＢａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃが必要です。） 
 
 ・ＬＴＯチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 
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外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
    ＜ラックキャビネット用＞  

 
70K9,L9,M9 

70P9 

130A9 

270G9,A9 

 
110G9,H9 

＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＤＬＴチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・Ｂａｃｋｕｐ  Ｅｘｅｃは、システム装置毎に必要です。（ＤＬＴチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続時及びＤＬＴチェンジャー接続の 
 システム装置本体にＤＡＴチェンジャー搭載の場合、Ｂａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃには、別途 Ｌｉｂｒａｒｙ Ｅｘｐａｎｓｉｏｎオプションが、必要です。 
  又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にＢａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃが必要です。） 
 
 ・ＤＬＴチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 

ＤＬＴチェンジャー 
 ・１台目ラックマウント用セットです。 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

   
ＤＬＴチェンジャー 

〔DLT8000,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(DLT ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [D88/1800])x10 巻付き 

 
ＤＬＴチェンジャー 

〔DLT8000,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(DLT ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101XDY)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101XY)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101X)  完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101KY)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101K)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101Y)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74101)  完売しました。 

 

 

 

ＤＬＴチェンジャー 
 ・２台目増設用ラックマウント用セットです。 
 ・２台目接続時もＳＣＳＩボードが必要です。 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

   
ＤＬＴチェンジャー 

〔DLT8000,10 連装〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [D88/1800])x10 巻付き 

 
ＤＬＴチェンジャー 

〔DLT8000,10 連装〕 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410XDY)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410XY)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410X)  完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410KY)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410K)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410Y)  完売しました。 

ＤＬＴ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRL7410)  完売しました。 

 

選択 
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外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70K9,L9,M9 

70P9 

130A9 

270G9,A9 

 
110G9,H9 

＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＤＬＴチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・ＤＬＴチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 

ＤＬＴチェンジャー 
 ・ラックマウント用２台セットです。 
 ・２台目接続時もＳＣＳＩボードが必要です。 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

  

    

ＤＬＴチェンジャー ｘ２台 

〔DLT8000,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(DLT ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [D88/1800])x20 巻付き 

 
ＤＬＴチェンジャー ｘ２台 

〔DLT8000,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(DLT ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74102XDY)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74102XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74102XY)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74102X)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74102Y)  完売しました。 

ＤＬＴチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRL74102)  完売しました。 

 



－320－ 

外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70K9,L9,M9 

70P9,S9 

130A9 

270G9,A9 

110D9 
110G9,H9 

選択 

＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・Ｂａｃｋｕｐ  Ｅｘｅｃは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続時及びＬＴＯチェンジャー接続の 
 システム装置本体にＤＡＴチェンジャー搭載の場合、Ｂａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃには、別途 Ｌｉｂｒａｒｙ Ｅｘｐａｎｓｉｏｎオプションが、必要です。 
  又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にＢａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃが必要です。） 
 
 ・ＬＴＯチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 

ＬＴＯチェンジャー 
 ・１台目ラックマウント用セットです。 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

   
ＬＴＯチェンジャー 

〔LTO,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x10 巻付き 

 
ＬＴＯチェンジャー 

〔LTO,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101XFY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101XF)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101XDY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101XY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101X)  完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101KY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101K)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71101) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 
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外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70K9,L9,M9 

70P9,S9 

130A9 

270G9,A9 

110D9 
110G9,H9 

＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・Ｂａｃｋｕｐ  Ｅｘｅｃは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続時及びＬＴＯチェンジャー接続の 
 システム装置本体にＤＡＴチェンジャー搭載の場合、Ｂａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃには、別途 Ｌｉｂｒａｒｙ Ｅｘｐａｎｓｉｏｎオプションが、必要です。 
  又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にＢａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃが必要です。） 
 
 ・ＬＴＯチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 

ＬＴＯチェンジャー 
 ・２台目増設用ラックマウント用セットです。 
 ・２台目接続時もＳＣＳＩボードが必要です。 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

   
ＬＴＯチェンジャー 

〔LTO,10 連装〕 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x10 巻付き 

 
ＬＴＯチェンジャー 

〔LTO,10 連装〕 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110XFY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110XF)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110XDY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110XY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110X)  完売しました。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 

(RT-1V25-K2W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110LY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110L) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers 

(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110KY)  完売しました。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110K)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯ 

 チェンジャーセット 

(GH-SRU7110) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 
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外付け装置 
(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ ) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 

(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 
･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 

下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70K9,L9,M9 

70P9,S9 

130A9 

270G9,A9 

110D9 
110G9,H9 

＜注意＞ 
 
 ・ＢｒｉｇｈｔＳｔｏｒ ＡＲＣｓｅｒｖｅは、システム装置毎に必要です。（ＬＴＯチェンジャー２台を同一のシステム装置へ接続の場合、 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅは１つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に 
 ＡＲＣｓｅｒｖｅが必要です。） 
 
 ・ＬＴＯチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能ＯＳ環境は、［７．３ バックアップデバイス情報］項を参照願います。 

ＬＴＯチェンジャー 
 ・ラックマウント用２台セットです。 
 ・２台目接続時もＳＣＳＩボードが必要です。 
 

 

バックアップデバイス 
 
 
 
 
 
 

バックアップソフトウェア 

  

    
ＬＴＯチェンジャー ｘ２台 

〔LTO,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

          [LTOU1/100])x20 巻付き 

 
ＬＴＯチェンジャー ｘ２台 

〔LTO,10 連装,6U〕 

・ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ(LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰ用)付き 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102QFY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102QF) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102QDY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102QD) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1174 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102QY) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102Q) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

  + Agent for Open Files 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102XFY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102XF)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

  + Disaster Recovery Option 

(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102XDY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102XD)  完売しました。 

 
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 

(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102XY)  完売しました。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102X)  完売しました。 

バックアップソフトウェアなし 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102Y) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 

ＬＴＯチェンジャー 

 ユニットセット 

(GH-SRU71102) 

・価格は Hi-JOINT 

 にて確認願います。 
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（８）ＬＴＯライブラリ装置  

  ＜キャビネットタイプ用＞  

― ２Ｇｂｐｓ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由接続構成 ― 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70P9,S9 
130B9 
270H9,B9 

 ・ｻﾎﾟｰﾄOS : Microsoft Windows 2000 Server及びMicrosoft Windows 2000 Advanced Server 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞの搭載枚数は、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置1台あたり、1枚(Gx-CC7211)を目安にして下さい。 

 ・HT-4697-L680SA/L880SA型名の場合、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置1台あたりFCﾎﾟｰﾄが2つありますので、Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞが2枚必要となります。 

  又、Fibreｹｰﾌﾞﾙも2本必要となります。 

 ・Fabricﾓｰﾄﾞのみｻﾎﾟｰﾄ(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・本装置は、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ無しで動作します。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ管理上、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙが必要な場合、別途購入してください。  

 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、［ｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部］ 

  へ確認願います。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁの接続は、個別見積となります。 SB相談ｾﾝﾀまでお問い合せ願います。 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7529A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7530A) 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのFibre Channel Switch接続】個別見積  
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔5m〕 

(HT-F4063-KC5M) 

選択 
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔10m〕 

(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔20m〕 

(HT-F4063-KC20M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7529A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7530A) 

選択 ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 8ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3200)  完売しました。 

･ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPx8搭載済み 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 16ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3802)  完売しました。 

･別途ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPが必要です。 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

【LTOカートリッジ(Ultrium1)】 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium1) 
(HT-F4697-LT1T20)  完売しました。 
20巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 100GB/巻 

容量:非圧縮時 200GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium1) 
(HT-F4697-LT1T40)  完売しました。 
40巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 100GB/巻 

容量:非圧縮時 200GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium1) 
(HT-F4697-LT1T80)  完売しました。 
80巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 100GB/巻 

容量:非圧縮時 200GB/巻 

ＬＴＯライブラリ装置スタンドアロンタイプ 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L120SA)     完売しました。 

選択 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L220SA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L240SA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ5本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L440SA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L280SA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ5本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L480SA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ7本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L680SA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×8ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ9本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L880SA)     完売しました。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

― ２Ｇｂｐｓ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由接続構成 ― 
 
70P9,S9 
130B9 
270H9,B9 

 ・ｻﾎﾟｰﾄOS : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003,Standard Edition及びWindows Server 2003, 

  Enterprise Edition 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ(Gx-CC7211xx)の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)の数は、LTO Ultrium1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ2台 

  をﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続する前提で、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ 4台あたり、1台です。HT-4697-L680SB/L880SB場合、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置1台あたり 

  ﾄﾞﾗｲﾌﾞがそれぞれ6台，8台となりますので、Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ，FCｹｰﾌﾞﾙ，FC SCSI ROUTERがそれぞれ2個づつ必要となります。 

 ・FC SCSI ROUTER装置⇔ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置間のSCSIｹｰﾌﾞﾙは、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ 2台あたり、1本必要です。 

 ・Fabricﾓｰﾄﾞのみｻﾎﾟｰﾄ(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・本装置は、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ無しで動作します。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ管理上、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙが必要な場合、別途購入してください。  

 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、［ｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部］ 

  へ確認願います。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁの接続は、個別見積となります。 SB相談ｾﾝﾀまでお問い合せ願います。 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのFibre Channel Switch接続】個別見積  
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔5m〕 

(HT-F4063-KC5M) 

選択 
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔10m〕 

(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔20m〕 

(HT-F4063-KC20M) 

選択 ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 8ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3200)  完売しました。 

･ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPx8搭載済み 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 16ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3802)  完売しました。 

･別途ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPが必要です。 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7524A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7525A)  完売しました。 

FC SCSI ROUTER 

〔2Gbps,FC:1ﾎﾟｰﾄ,SCSI:2ﾎﾟｰﾄ〕 

(HT-F4697-MUX3) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔3.0m〕 

(HT-4956-F95E) 

選択 
SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔5.0m〕 

(HT-4956-F95H) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔10.0m〕 

(HT-4956-F95L) 

ＬＴＯライブラリ装置スタンドアロンタイプ 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L120SB)     完売しました。 

選択 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L220SB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L240SB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L440SB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L280SB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L480SB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ4本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L680SB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium1×8ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ5本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L880SB)     完売しました。 
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― ２Ｇｂｐｓ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由接続構成 ― 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70P9,S9 
130B9 
270H9,B9 

 ・ｻﾎﾟｰﾄOS : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003,Standard Edition及びWindows Server 2003, 

  Enterprise Edition 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ(Gx-CC7211xx)の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)の数は、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ  

  2台あたり、1台です。LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞでは、LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ2台をﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続するすることはできません。但し、ﾁｪﾝｼﾞｬｰと 

  LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ1台のﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続は可能です。 

 ・FC SCSI ROUTER装置⇔ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置間のSCSIｹｰﾌﾞﾙは、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1台あたり、1本必要です。 

 ・Fabricﾓｰﾄﾞのみｻﾎﾟｰﾄ(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・本装置は、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ無しで動作します。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ管理上、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙが必要な場合、別途購入してください。  

 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、［ｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部］ 

  へ確認願います。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁの接続は、個別見積となります。 SB相談ｾﾝﾀまでお問い合せ願います。 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのFibre Channel Switch接続】個別見積  
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔5m〕 

(HT-F4063-KC5M) 

選択 
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔10m〕 

(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔20m〕 

(HT-F4063-KC20M) 

選択 ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 8ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3200)  完売しました。 

･ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPx8搭載済み 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 16ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3802)  完売しました。 

･別途ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPが必要です。 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7524A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7525A)  完売しました。 

FC SCSI ROUTER 

〔2Gbps,FC:1ﾎﾟｰﾄ,SCSI:2ﾎﾟｰﾄ〕 

(HT-F4697-MUX3) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔3.0m〕 

(HT-4956-F95E) 

選択 
SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔5.0m〕 

(HT-4956-F95H) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔10.0m〕 

(HT-4956-F95L) 

ＬＴＯライブラリ装置スタンドアロンタイプ 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L120SD) 

選択 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L220SD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L240SD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L440SD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 

(HT-4697-L280SD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 
(HT-4697-L480SD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 
(HT-4697-L680SD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ) 

[LTO Ultrium2×8ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 
(HT-4697-L880SD) 

【LTOカートリッジ(Ultrium2)】 
LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium2) 
(HT-F4697-LT2T20) 
20巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 200GB/巻 

容量:非圧縮時 400GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium2) 
(HT-F4697-LT2T40) 
40巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 200GB/巻 

容量:非圧縮時 400GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium2) 
(HT-F4697-LT2T80) 
80巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 200GB/巻 

容量:非圧縮時 400GB/巻 
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  ＜ラックキャビネット用＞  

― ２Ｇｂｐｓ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由接続構成 ― 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70P9,S9 
130A9 
270G9,A9 

 ・HA8000専用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載はできません（HA8000/HA8500共用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載のみｻﾎﾟｰﾄ） 

 ・HA8000/HA8500共用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載時、最上段と最下段(各1U)は搭載禁止。 

 ・ｻﾎﾟｰﾄOS : Microsoft Windows 2000 Server及びMicrosoft Windows 2000 Advanced Server 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞの搭載枚数は、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置1台あたり、1枚(Gx-CC7211)を目安にして下さい。 

 ・HT-4697-L680RA/L880RA型名の場合、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置1台あたりFCﾎﾟｰﾄが2つありますので、Fibre Channelﾎﾞｰﾄﾞが2枚必要となります。 

  又、Fibreｹｰﾌﾞﾙが2本必要となります。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・本装置は、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ無しで動作します。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ管理上、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙが必要な場合、別途購入してください。  

 ・Fabricﾓｰﾄﾞのみｻﾎﾟｰﾄ(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、［ｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部］ 

  へ確認願います。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁの接続は、個別見積となります。 SB相談ｾﾝﾀまでお問い合せ願います。 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7529A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7530A) 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのFibre Channel Switch接続】個別見積  
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔5m〕 

(HT-F4063-KC5M) 

選択 
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔10m〕 

(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔20m〕 

(HT-F4063-KC20M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7529A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-1G)(LCｺﾈｸﾀ-SCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7530A) 

選択 ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 8ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3200)  完売しました。 

･ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPx8搭載済み 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 16ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3802)  完売しました。 

･別途ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPが必要です。 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

【LTOカートリッジ(Ultrium1)】 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium1) 
(HT-F4697-LT1T20)  完売しました。 
20巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 100GB/巻 

容量:非圧縮時 200GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium1) 
(HT-F4697-LT1T40)  完売しました。 
40巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 100GB/巻 

容量:非圧縮時 200GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium1) 
(HT-F4697-LT1T80)  完売しました。 
80巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 100GB/巻 

容量:非圧縮時 200GB/巻 

ＬＴＯライブラリ装置ラックマウントタイプ 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L120RA)     完売しました。 

選択 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L220RA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L240RA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ5本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L440RA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L280RA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ5本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L480RA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ)) 

[LTO Ultrium1×6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ7本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L680RA)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸ) 

[LTO Ultrium1×8ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ9本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L880RA)     完売しました。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70P9,S9 
130A9 
270G9,A9 

 ・HA8000専用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載はできません（HA8000/HA8500共用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載のみｻﾎﾟｰﾄ） 

 ・HA8000/HA8500共用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載時、最上段と最下段(各1U)は搭載禁止。 

 ・ｻﾎﾟｰﾄOS : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003,Standard Edition及びWindows Server 2003, 

  Enterprise Edition 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ(Gx-CC7211xx)の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)の数は、LTO Ultrium1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ2台 

  をﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続する前提で、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ 4台あたり、1台です。HT-4697-L680RB/L880RB場合、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置1台あたり 

  ﾄﾞﾗｲﾌﾞがそれぞれ6台，8台となりますので、Fibre Channel ﾎﾞｰﾄﾞ，FCｹｰﾌﾞﾙ，FC SCSI ROUTERがそれぞれ2個づつ必要となります。 

 ・FC SCSI ROUTER装置⇔ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置間のSCSIｹｰﾌﾞﾙは、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1台あたり、1本必要です。 

 ・Fabricﾓｰﾄﾞのみｻﾎﾟｰﾄ(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・本装置は、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ無しで動作します。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ管理上、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙが必要な場合、別途購入してください。  

 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、［ｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部］ 

  へ確認願います。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁの接続は、個別見積となります。 SB相談ｾﾝﾀまでお問い合せ願います。 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのFibre Channel Switch接続】個別見積  
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔5m〕 

(HT-F4063-KC5M) 

選択 
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔10m〕 

(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔20m〕 

(HT-F4063-KC20M) 

選択 ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 8ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3200)  完売しました。 

･ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPx8搭載済み 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 16ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3802)  完売しました。 

･別途ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPが必要です。 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7524A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7525A)  完売しました。 

FC SCSI ROUTER 

〔2Gbps,FC:1ﾎﾟｰﾄ,SCSI:2ﾎﾟｰﾄ〕 

(HT-F4697-MUX3) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔3.0m〕 

(HT-4956-F95E) 

選択 
SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔5.0m〕 

(HT-4956-F95H) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔10.0m〕 

(HT-4956-F95L) 

ＬＴＯライブラリ装置ラックマウントタイプ 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L120RB)     完売しました。 

選択 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量2TB] 

(HT-4697-L220RB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L240RB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L440RB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ2本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L280RB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ3本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L480RB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ4本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L680RB)     完売しました。 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium1×8ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ5本/非圧縮時記憶容量8TB] 
(HT-4697-L880RB)     完売しました。 
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外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

 
70P9,S9 
130A9 
270G9,A9 

 ・HA8000専用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載はできません（HA8000/HA8500共用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載のみｻﾎﾟｰﾄ） 

 ・HA8000/HA8500共用ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄへの搭載時、最上段と最下段(各1U)は搭載禁止。 

 ・ｻﾎﾟｰﾄOS : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003,Standard Edition及びWindows Server 2003, 

  Enterprise Edition 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ(Gx-CC7211xx)の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)の数は、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ  

  2台あたり、1台です。LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞでは、LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ2台をﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続するすることはできません。但し、ﾁｪﾝｼﾞｬｰと 

  LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ1台のﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続は可能です。 

 ・FC SCSI ROUTER装置⇔ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置間のSCSIｹｰﾌﾞﾙは、ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾄﾞﾗｲﾌﾞ 2台あたり、1本必要です。 

 ・Fabricﾓｰﾄﾞのみｻﾎﾟｰﾄ(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・本装置は、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ無しで動作します。ｶｰﾄﾘｯｼﾞ管理上、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙが必要な場合、別途購入してください。  

 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、［ｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部］ 

  へ確認願います。 

 ・LTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁの接続は、個別見積となります。 SB相談ｾﾝﾀまでお問い合せ願います。 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]でのFibre Channel Switch接続】個別見積  
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔5m〕 

(HT-F4063-KC5M) 

選択 
Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔10m〕 

(HT-F4063-KC10M) 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔20m〕 

(HT-F4063-KC20M) 

選択 ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 8ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3200)  完売しました。 

･ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPx8搭載済み 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

ﾌｧｲﾊﾞﾁｬﾈﾙｽｲｯﾁ(2Gbps, 16ﾎﾟｰﾄ) 

(HT-4990-SW3802)  完売しました。 

･別途ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞ SFPが必要です。 

ｼｮｰﾄｳｴｰﾌﾞSFP 

(HT-F4990-SFPS) 

 完売しました。 

･SFPx4個の型名 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7524A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7525A)  完売しました。 

FC SCSI ROUTER 

〔2Gbps,FC:1ﾎﾟｰﾄ,SCSI:2ﾎﾟｰﾄ〕 

(HT-F4697-MUX3) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔3.0m〕 

(HT-4956-F95E) 

選択 
SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔5.0m〕 

(HT-4956-F95H) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔10.0m〕 

(HT-4956-F95L) 

ＬＴＯライブラリ装置ラックマウントタイプ 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L120RD) 

選択 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,20巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ１本/非圧縮時記憶容量4TB] 

(HT-4697-L220RD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L240RD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,40巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量8TB] 

(HT-4697-L440RD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 

(HT-4697-L280RD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 
(HT-4697-L480RD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 
(HT-4697-L680RD) 

ＬＴＯライブラリ装置(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ) 

[LTO Ultrium2×8ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,80巻, 

    SCSIｹｰﾌﾞﾙ1本/非圧縮時記憶容量16TB] 
(HT-4697-L880RD) 

【LTOカートリッジ(Ultrium2)】 
LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium2) 
(HT-F4697-LT2T20) 
20巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 200GB/巻 

容量:非圧縮時 400GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium2) 
(HT-F4697-LT2T40) 
40巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 200GB/巻 

容量:非圧縮時 400GB/巻 

LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞ(Ultrium2) 
(HT-F4697-LT2T80) 
80巻,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙなし 

容量:圧縮時 200GB/巻 

容量:非圧縮時 400GB/巻 
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【単体接続】 
大型テープライブラリ装置 Ｌ１８０ 

大型テープライブラリ装置 (HT-4697-L180) 

              完売しました。 

最小構成 

・LTO×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,84ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量：8.4TB 

・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付ｶｰﾄﾘｯｼﾞ84巻含む 

 

最大構成 

・LTO×10ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,174ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量：17.4TB 

・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付ｶｰﾄﾘｯｼﾞ174巻含む 

大型テープライブラリ装置 Ｌ７００ 

大型テープライブラリ装置 (HT-4697-L700) 

              完売しました。 

最小構成 

・LTO×1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,216ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量：21.6TB 

・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付ｶｰﾄﾘｯｼﾞ216巻含む 

 

最大構成 

・LTO×20ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,678ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量：67.8TB 

・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付ｶｰﾄﾘｯｼﾞ678巻含む 

 
  ・大型テープライブラリ装置Ｌ１８０，Ｌ７００の価格，構成については、ハイエンドサーバ開発部までお問い合わせ下さい。 

  ・大型テープライブラリ装置Ｌ１８０，Ｌ７００のサポートオペレーティングシステムはWindows 2000 Advanced Server及び 

   Windows 2000 Serverのみです。 

  ・ＨＡ８０００側に搭載するＳＣＳＩボードの搭載枚数は、大型テープライブラリ装置に搭載するテープドライブに対して、１台あたり 

   (GH-CS7253)１枚を目安にして下さい。（ＬＴＯドライブの場合) 

  ・大型テープライブラリ装置Ｌ１８０，Ｌ７００接続時のケーブルについて、ＳＣＳＩケーブル[LVD]（GH-LA7580H）を選択して下さい。 

   （ＬＴＯドライブの場合) 

  ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション（BsckupExec,NetBackup）を使用の場合は、構成確認について 

   (3)アプリケーションによる構成確認の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。 

選択 SCSIｹｰﾌﾞﾙ[LVD] 
〔10m〕 
(GH-LA7580H) 

 

（９）-１ 大型テープライブラリ装置  ― Differential SCSIボード経由単体接続構成 ― 

 
270A9,B9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 
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― ２Ｇｂｐｓ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由接続構成 ― 

270G9,H9 
270A9,B9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

（９）-２ 大型テープライブラリ装置  

【ＬＴＯカートリッジ】  

手配形名 価格 ｽﾛｯﾄ数 ﾗﾍﾞﾙ表示文字(十進数) 備考 

HT-F4697-LTTPA  完売しました。   84巻 000001～000084 LTO Ultrium1 

HT-F4697-LTTPB  完売しました。  140巻 000001～000140 非圧縮時：100GB 

HT-F4697-LTTPD  完売しました。  174巻 000001～000174 圧縮時 ：200GB 

HT-F4697-LT2TPA   84巻 000001～000084 LTO Ultrium2 

HT-F4697-LT2TPB  140巻 000001～000140 非圧縮時：200GB 

HT-F4697-LT2TPD 

・価格はHi-JOINT 

 にて確認願います。 
 174巻 000001～000174 圧縮時 ：400GB 

 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置L180A,L700Aの価格，構成については、上記ﾊｲｴﾝﾄﾞｻｰﾊﾞ開発部までお問い合わせ下さい。 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置L180A,L700AのｻﾎﾟｰﾄｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑはWindows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server  

  2003,Standard Edition及びWindows Server 2003,Enterprise Editionです。 

 ・本構成においてVeritas社製ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ(BackupExec,NetBackup)を使用の場合は、構成確認についてｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部まで 

  お問い合わせ下さい。 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ(Gx-CC7211xx)の搭載枚数およびFC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)の数は、LTOドﾗｲﾌﾞ2台あたり、 

  それぞれ1台を目安にして下さい。 

 ・LTOﾄﾞﾗｲﾌﾞ1台をﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続することはできませんが、ﾁｪﾝｼﾞｬｰとLTOﾄﾞﾗｲﾌﾞ1台のﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続は可能です。 

 ・FCｽｲｯﾁ接続時、Fabricﾓｰﾄﾞのみをｻﾎﾟｰﾄします。(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置は、ｶｰﾄﾘｯｼﾞにﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙを貼っておく必要があります。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ付きｶｰﾄﾘｯｼﾞを手配するか、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙを、  

  別途購入してください。 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・FC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)は、大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾗｯｸ部に搭載されます。 

大型テープライブラリ装置 Ｌ１８０Ａ 

 

 

大型テープライブラリ装置 

 (HT-4697-L180A) 

 

最小構成 

・1～10ﾄﾞﾗｲﾌﾞまで搭載可 

・84ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量： 

  LTO Ultrium1:8.4TB 

  LTO Ultrium2:16.8TB 

最大構成 

・174ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量： 

  LTO Ultrium1:17.4TB 

  LTO Ultrium2:34.8TB 
 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7524A) 選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7525A) 

FC SCSI ROUTER 

〔2Gbps,FC:1ﾎﾟｰﾄ,SCSI:2ﾎﾟｰﾄ〕 

(HT-F4697-MUX3) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔3.0m〕 

(HT-4956-F95E) 

LTO Ultrium1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(100GB,15MB/s) 

(HT-F4697-LTL)  完売しました。 
選択 

LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(200GB,30MB/s) 

(HT-F4697-LTL2) 

２台目以降のドライブ 

同時 

拡張ｽﾛｯﾄ 

(84→140巻) 

(HT-F4697-S140) 
選択 

拡張ｽﾛｯﾄ 

(140→174巻) 

(HT-F4697-S174) 

オプション選択（必須ではありません） 

LTO Ultrium1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(100GB,15MB/s) 

(HT-F4697-LTL)  完売しました。 
選択 

LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(200GB,30MB/s) 

(HT-F4697-LTL2) 

１台目のドライブ（最低1台必須選択） 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔2.5m〕 

(HT-4955-F95E) 

同時 

ＦＣスイッチ経由による接続は個別見積となります。 
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― ２Ｇｂｐｓ Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード経由接続構成 ― 

270G9,H9 
270A9,B9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

【[光ｹｰﾌﾞﾙ]での単体接続】 ＦＣスイッチ経由による接続は個別見積となります。 

【ＬＴＯカートリッジ】  

手配形名 価格 ｽﾛｯﾄ数 ﾗﾍﾞﾙ表示文字(十進数) 備考 

HT-F4697-LTTPC  完売しました。  156巻 000001～000156 LTO Ultrium1 

HT-F4697-LTTPE  完売しました。  216巻 000001～000216 非圧縮時：100GB 

HT-F4697-LTTPF  完売しました。  324巻 000001～000324 圧縮時 ：200GB 

HT-F4697-LTTPG  完売しました。  384巻 000001～000384  

HT-F4697-LTTPH  完売しました。  618巻 000001～000618  

HT-F4697-LTTPJ  完売しました。  678巻 000001～000678  

HT-F4697-LT2TPC  156巻 000001～000156 LTO Ultrium2 

HT-F4697-LT2TPE  216巻 000001～000216 非圧縮時：200GB 

HT-F4697-LT2TPF  324巻 000001～000324 圧縮時 ：400GB 

HT-F4697-LT2TPG  384巻 000001～000384  

HT-F4697-LT2TPH  618巻 000001～000618  

HT-F4697-LT2TPJ 

・価格はHi-JOINT 

 にて確認願います。 

 678巻 000001～000678  
 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置L180A,L700Aの価格，構成については、上記ﾊｲｴﾝﾄﾞｻｰﾊﾞ開発部までお問い合わせ下さい。 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置L180A,L700AのｻﾎﾟｰﾄｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑはWindows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server  

  2003,Standard Edition及びWindows Server 2003,Enterprise Editionです。 

 ・本構成においてVeritas社製ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ(BackupExec,NetBackup)を使用の場合は、構成確認についてｼｽﾃﾑ管理ｿﾌﾄ設計部まで 

  お問い合わせ下さい。 

 ・HA8000側に搭載するFibre Channelﾎﾞｰﾄﾞ(Gx-CC7211xx)の搭載枚数およびFC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)の数は、LTOドﾗｲﾌﾞ2台あたり、 

  それぞれ1台を目安にして下さい。 

 ・LTOﾄﾞﾗｲﾌﾞ1台をﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続することはできませんが、ﾁｪﾝｼﾞｬｰとLTOﾄﾞﾗｲﾌﾞ1台のﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続は可能です。 

 ・FCｽｲｯﾁ接続時、Fabricﾓｰﾄﾞのみをｻﾎﾟｰﾄします。(Quick-Loopﾓｰﾄﾞ未ｻﾎﾟｰﾄ) 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置は、ｶｰﾄﾘｯｼﾞにﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙを貼っておく必要があります。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ付きｶｰﾄﾘｯｼﾞを手配するか、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙを、  

  別途購入してください。 

 ・大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置には、LTOｶｰﾄﾘｯｼﾞを標準添付しておりません。 

 ・FC SCSI ROUTER(HT-F4697-MUX3)は、大型ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置のﾗｯｸ部に搭載されます。 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔2m〕 

(HT-4990-CLF7524A) 
選択 

Fibreｹｰﾌﾞﾙ(2G-2G)(LCｺﾈｸﾀ-LCｺﾈｸﾀ) 

〔16m〕 

(HT-4990-CLF7525A) 

FC SCSI ROUTER 

〔2Gbps,FC:1ﾎﾟｰﾄ,SCSI:2ﾎﾟｰﾄ〕 

(HT-F4697-MUX3) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔3.0m〕 

(HT-4956-F95E) 
選択 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔5.0m〕 

(HT-4956-F95H) 

ﾄﾞﾗｲﾌﾞが10台以下の場合 

ﾄﾞﾗｲﾌﾞを11台以上搭載する時の11台目以降の場合 

大型テープライブラリ装置 Ｌ７００Ａ 

 

 

 

大型テープライブラリ装置 

 (HT-4697-L700A) 

 

最小構成 

・1～10ﾄﾞﾗｲﾌﾞまで搭載可 

・216ｽﾛｯﾄ 

・非圧縮時記憶容量： 

  LTO Ultrium1:21.6TB 

  LTO Ultrium2:43.2TB 

最大構成 

・1～20ﾄﾞﾗｲﾌﾞまで搭載可 

・678ｽﾛｯﾄ（1～10ﾄﾞﾗｲﾌﾞ時） 

・618ｽﾛｯﾄ（11～20ﾄﾞﾗｲﾌﾞ時） 

・非圧縮時記憶容量： 

  LTO Ultrium1:67.8TB(678ｽﾛｯﾄ時) 

  LTO Ultrium2:135.6TB(678ｽﾛｯﾄ時) 

LTO Ultrium1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(100GB,15MB/s) 

(HT-F4697-LTL)  完売しました。 
選択 

LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(200GB,30MB/s) 

(HT-F4697-LTL2) 

２台目以降のドライブ 

同時 

LTO Ultrium1ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(100GB,15MB/s) 

(HT-F4697-LTL)  完売しました。 
選択 

LTO Ultrium2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

(200GB,30MB/s) 

(HT-F4697-LTL2) 

１台目のドライブ（最低1台必須選択） 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 

〔5m〕 

HT-4955-F95H 

同時 

ﾁｪﾝｼﾞｬｰ部と1台目のﾄﾞﾗｲﾌﾞをﾃﾞｨｰｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続の場合 

拡張ｽﾛｯﾄ 

(216→384巻) 

(HT-F4697-S396) 

選択 

拡張ｽﾛｯﾄ 

(384→678巻) 

(HT-F4697-S690) 

オプション選択（必須ではありません） 

2ndｶｰﾄﾘｯｼﾞｱｸｾｽﾎﾟｰﾄ 

 

(HT-F4697-2NDCAP) 

2ndﾄﾞﾗｲﾌﾞﾀﾜｰ 

（11台目以降のﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載時） 

(HT-F4697-2NDT) 
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－接続台数一覧表－  

品名 形名 最大接続台数 備考 

ＤＬＴチェンジャー GH-FL7410 / GH-SRL7410 5台 (*1) 

ＬＴＯチェンジャー GH-FU7110 / GH-SRU7110 5台 (*1) 

バックアップキャビネット GS0BS201-xxxxxxx 4台 (*1) 

リムーバブルデバイスユニット GH0RR163-xxxxxxx 5台 (*1)(*2) 

ディスクユニット GH0RA163-xxxxxxx 4台 (*1)(*2) 

ＤＶＤライブラリ装置（キャビネットタイプ） GT0DVDH0-xxxxxxx 5台 (*1) 

ＤＶＤライブラリ装置（キャビネットタイプ） GT0DVDE0-xxxxxxx 5台 (*1) 

１枚のＳＣＳＩボード(SCSIｺﾝﾄﾛｰﾗ)へ 

同時接続出来る組合せはありません。 

*1:接続するシステム装置により最大接続台数は異なります。詳細は、各システム装置の［拡張ボード］項を参照願います。 

*2:メンテナンスケーブルの最大接続可能台数は５台となりますので、リムーバブルデバイスユニットとディスクユニットの接続可能台数は合わせて最大５台までとなります。 

 (ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置(CR80)を接続の場合、さらに接続可能台数は少なくなります。) 

（１０）外付け装置接続構成  

 *1 : ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄｾｯﾄに標準添付 

システム装置  
(HA8000/270) 

ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ 
(GH0RA163-xxxxxxx) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ *1 
(GH-LA7151) ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ 

ﾎﾞｰﾄﾞ 
 (270:GH-CA7250 

   及びGH-CA7240) 
 

 

最大接続台数 

 ２７０：４台 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 
(GH-LY7120) 

 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 
(GH-LY7120) 

 
ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ,ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ 
又はCR80へ 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ *2 
(GH-LY7120[130:GH-LY7140]) 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ *2 
(GH-LY7120) 

 
CR80へ 

システム装置  
(HA8000/70W, 

       110W,130W) 

ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ 
(GH0RA163-xxxxxxx) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ *1 
(GH-LA7151) ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ 

ﾎﾞｰﾄﾞ 
(70K9,P9, 

 110G9,H9, 

    130:GS-CA7250) 

＜⑤ ディスクユニット接続構成＞ 

 

 

 

 

最大接続台数 

 ７０， 

 １１０Ｇ９， 

 １１０Ｈ９， 

 １３０  ：１台 

*1 : ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄｾｯﾄに標準添付 

*2 : ｼｽﾃﾑ装置に外部筐体連動Box(機能)付きのSVPﾎﾞｰﾄﾞ搭載の場合 

システム装置  
(HA8000/20W,70W, 

       110W,130W) 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 
(GS0BS201-xxxxxxx) 

 

 

 

 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ *1 
(GH-LA7151) 

SCSIﾎﾞｰﾄﾞ 
(20,70,130: 

       GS-CS7253) 

(110D9:GS-CS7253) 

(110G9,H9:ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ, 

    GS-CS7252及び 

       GS-CS7253) 

＜③ バックアップキャビネット接続構成＞ 

 *1 : ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄｾｯﾄ(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄｾｯﾄ)に標準添付 

 

 

 

最大接続台数 

  ２０  ：２台 

  ７０Ｋ９, 

    Ｌ９, 

    Ｍ９：２台 

  ７０Ｐ９：４台 

 １１０Ｄ９：１台 

 １１０Ｇ９, 

    Ｈ９：２台 

 １３０  ：４台 

システム装置  
(HA8000/70W,110W, 

        130W,270) 

*2 

ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ 
(GH0RR163-xxxxxxx) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ *1 
(GH-LA7151) 

SCSIﾎﾞｰﾄﾞ 
(70,130:GS-CS7253) 

(110G9,H9:ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ, 

    GS-CS7252及び 

       GS-CS7253) 

(270:GH-CS7253) 

＜④ リムーバブルデバイスユニット接続構成＞ 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ *2 
(GH-LY7120[130:GH-LY7140]) 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ 
*2 

ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ 
又はCR80へ 

 *1 : ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄｾｯﾄに標準添付 

 *2 : 70,110G9,110H9,130は、SVPﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7500x[130:GS-SCM7710x]) 

      搭載時のみ 

 

最大接続台数 

  ７０Ｋ９, 

    Ｌ９, 

    Ｍ９：２台 *2 

  ７０Ｐ９：４台 *2 

 １１０Ｇ９, 

    Ｈ９：２台 *2 

 １３０  ：４台 *2 

 ２７０Ｇ９ 

    Ｈ９：４台 

 ２７０Ａ９, 

    Ｂ９：５台 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

システム装置  
(HA8000/70W,110W, 

        130W,270) 

DLTﾁｪﾝｼﾞｬｰ 
(GH-FL7410/GH-SRL7410) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 
(70,130,270:GH-LA7301) 
(110:GH-LA7151) 

SCSIﾎﾞｰﾄﾞ 
(70,130:GS-CS7253) 

(110D9:GS-CS7253) 

(110G9,H9:ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ, 

    GS-CS7252及び 

       GS-CS7253) 

(270:GH-CS7253) 

＜① ＤＬＴチェンジャー接続構成＞ 

最大接続台数 

  ７０Ｋ９, 

    Ｌ９, 

    Ｍ９：２台 

  ７０Ｐ９：４台 

 １１０Ｄ９：１台 

 １１０Ｇ９, 

    Ｈ９：２台 

 １３０  ：４台 

 ２７０Ｇ９ 

    Ｈ９：４台 

 ２７０Ａ９, 

    Ｂ９：５台 

システム装置  
(HA8000/70W,110W, 

        130W,270) 

LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ 
(GH-FU7110/GH-SRU7110) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 
(70,130,270:GH-LA7301) 
(110:GH-LA7151) 

SCSIﾎﾞｰﾄﾞ 
(70,130:GS-CS7253) 

(110D9:GS-CS7253) 

(110G9,H9:ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ, 

    GS-CS7252及び 

       GS-CS7253) 

(270:GH-CS7253) 

＜② ＬＴＯチェンジャー接続構成＞ 

最大接続台数 

  ７０Ｋ９, 

    Ｌ９, 

    Ｍ９：２台 

  ７０Ｐ９：４台 

 １１０Ｄ９：１台 

 １１０Ｇ９, 

    Ｈ９：２台 

 １３０  ：４台 

 ２７０Ｇ９ 

    Ｈ９：４台 

 ２７０Ａ９, 

    Ｂ９：５台 

＜⑥ ＤＶＤライブラリ装置接続構成＞ 

システム装置  
(HA8000/20W,70W, 

        130W,270) 

ＤＶＤライブラリ装置  
(GT0DVDH0/GT0DVDE0) 

SCSIﾎﾞｰﾄﾞ 
(20,70,130: 

     GS-CS7253) 

(270:GH-CS7253) 

SCSIｹｰﾌﾞﾙ 
(GH-LX7200) 

最大接続台数 

  ２０  ：２台 

  ７０Ｋ９, 

    Ｌ９, 

    Ｍ９：２台 

  ７０Ｐ９：４台 

 １３０  ：４台 

 ２７０Ｇ９ 

    Ｈ９：４台 

 ２７０Ａ９, 

    Ｂ９：５台 
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２．５ 無停電電源装置（ＵＰＳ）  
 

＜ご注意＞ 

 無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140)は、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。 

 なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、 

手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時） 

20A9,B9 
20E9,F9 

130B9 

270H9,B9 

 
70K9,L9,M9 *1 
70P9,S9 *1 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

＊１：無停電電源装置(GH-BU7050)は、容量不足の為７０Ｋ９，Ｍ９，Ｐ９モデルでは使用出来ません。 

   無停電電源装置(GH-BU7070)は、容量不足の為７０Ｐ９，Ｓ９モデルでは使用出来ません。(70P9ﾊﾞﾘｭｰﾊﾟｯｸﾓﾃﾞﾙを除く) 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

 （GH-LU7200） 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7150A) 

無停電電源装置 

 〔1200VA/980W〕 

 （GH-BU7150） 

 

選択 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7150S1) 

無停電電源装置 

 〔1200VA/980W〕 

 （GH-BU7150） 

 

・PowerChute Business Editionに標準添付されています。 

PowerChute Business Edition 

     (GHS-VSUUP81相当)付き  

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

 （GH-LU7200） 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7070A) 

 

無停電電源装置 

 〔700VA/450W〕 

 （GH-BU7070） 

 

選択 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7070S1) 

無停電電源装置 

 〔700VA/450W〕 

 （GH-BU7070） 

 

・PowerChute Business Editionに標準添付されています。 

PowerChute Business Edition 

     (GHS-VSUUP81相当)付き  

 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

 （GH-LU7200） 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7140A) 

無停電電源装置 

 〔1200VA/950W〕 

 （GH-BU7140） 

 完売しました。

選択 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7140S1) 

無停電電源装置 

 〔1200VA/950W〕 

 （GH-BU7140） 

 完売しました。

・PowerChute Business Editionに標準添付されています。 

PowerChute Business Edition 

     (GHS-VSUUP81相当)付き  
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＊１：無停電電源装置(GH-BU7050)は、容量不足の為７０Ｋ９，Ｍ９，Ｐ９モデルでは使用出来ません。 

   無停電電源装置(GH-BU7070)は、容量不足の為７０Ｐ９，Ｓ９モデルでは使用出来ません。(70P9ﾊﾞﾘｭｰﾊﾟｯｸﾓﾃﾞﾙを除く) 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

20A9,B9 
20E9,F9 

130B9 

270H9,B9 

 
70K9,L9,M9 *1 
70P9,S9 *1 

＜ご注意＞ 

 無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150)は、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。 

 なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、 

手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時） 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

 （GH-LU7200） 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7050A) 

 

無停電電源装置 

 〔500VA/320W〕 

 （GH-BU7050） 

 

選択 

 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7050S1) 

無停電電源装置 

 〔500VA/320W〕 

 （GH-BU7050） 

 

・PowerChute Business Editionに標準添付されています。 

PowerChute Business Edition 

     (GHS-VSUUP81相当)付き  

*1:＜PowerChute plus(GHS-VSUUP80)について＞ 

・無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150/GH-BU7214/GH-BU7215/GH-BU7131)対応の管理ソフトです。 

・無停電電源装置とシステム装置間のＵＰＳ接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されています。 

・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute plusに添付のケーブルを御使用願います。 

 [UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。] 

・Windows2000対応品(v5.231J)です。 

・WindowsServer2003には、対応していません。 

       PowerChute plus (*1) 

 

       (GHS-VSUUP80) 

 

同時 

*2:＜PowerChute Business Edition(GHS-VSUUP81)について＞ 

・無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150/GH-BU7214/GH-BU7215/GH-BU7131)対応の管理ソフトです。 

・無停電電源装置とシステム装置間のＵＰＳ接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されています。 

・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを 

 御使用願います。[UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。] 

・Windows2000及びWindowsServer2003対応品(v6.1.2)です。[2004.12.29.出荷分よりﾊﾞｰｼﾞｮﾝは、v7.0となります。] 

       PowerChute Business Edition (*2) 

 

       (GHS-VSUUP81) 

 

選択 
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 ＜ご注意＞ 

 ●ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード及びＵＰＳ拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。 

  （ＵＰＳ拡張ユニット接続には、ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボードを必要としません。） 

 ●ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード及びＵＰＳ拡張ユニット使用の場合、ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅが必要です。 

 ●ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅは、１つのパッケージで１台のＵＰＳから、ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード及びＵＰＳ拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム 

  装置にインストールが可能です。 

 ●ＵＰＳ拡張ユニット使用の場合、必要なＵＰＳ接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」－１ です。（カスケード接続時も含む）（システム 

  装置とＵＰＳ拡張ユニットのＡｄｖａｎｃｅｄ Ｐｏｒｔ間の接続は、ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅに添付のＵＰＳ接続ケーブルに限定します。） 

 ※ＵＰＳへ接続するシステム装置台数毎のＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード，ＵＰＳ拡張ユニット及びＵＰＳ接続ケーブルの最低必要数は 

 下記のとおりです。（ＵＰＳ接続ケーブル本数については、ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅに付属の１本を除いた本数を示しています。） 

 

接続システム装置台数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 備考 

ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード × 
○ 

x1 

○ 

x1 
× × × × × 

○ 

x1 

○ 

x1 
× × × × × 

○ 

x1 

○ 

x1 
 

ＵＰＳ拡張ユニット × × × 
○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 
 

ＵＰＳ接続ケーブル本数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６  

 

＜注意＞ 

 ＵＰＳへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量（Ｗ）は、ＵＰＳの容量（Ｗ値）を超えないよう台数設定願います。 

20A9,B9 
20E9,F9 

130B9 

270H9,B9 

 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

システム装置へ 

ＵＰＳ接続ケーブル 

〔1.8m〕 

(GH-LU7100) 

ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード 

 〔UPS I/Fﾎﾟｰﾄ拡張用,2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BUA700) 

＜ご注意＞ 

・GH-BU7050には搭載出来ません。 
＜ご注意＞ 

・UPS I/F拡張ﾎﾞｰﾄﾞに接続するｼｽﾃﾑ装置台数分のｹｰﾌﾞﾙが必要です。 

・UPS I/F拡張ﾎﾞｰﾄﾞには本ｹｰﾌﾞﾙのみ接続可能です。 

 (Winows2000/WinowsServer2003環境下で使用の場合でも、本ｹｰﾌﾞﾙ 

 での接続となります。) 

ＵＰＳ接続ケーブル 

〔1.8m〕 

(GH-LU7100) 

ＵＰＳ拡張ユニット 

 〔UPS I/Fﾎﾟｰﾄ拡張用,8ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BUA780) 

＜ご注意＞ 

・GH-BU7050には接続出来ません。 
・UPSに対し8台までのｼｽﾃﾑ装置を接続 

 可能です。 

＜ご注意＞ 

・Winows2000/WinowsServer2003環境下で使用の場合でも、本ｹｰﾌﾞﾙでの接続となります。 

システム装置へ 

ＵＰＳ拡張ユニット 

 〔UPS I/Fﾎﾟｰﾄ拡張用,8ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BUA780) 

システム装置へ 

ＵＰＳ接続ケーブル 

〔1.8m〕 

(GH-LU7100) 

＜ご注意＞ 

・Winows2000/WinowsServer2003環境下 

 で使用の場合でも、本ｹｰﾌﾞﾙでの接続と 

 なります。 

＜ご注意＞ 

・ｶｽｹｰﾄﾞ接続により、UPSに対し9～15 

 台までのｼｽﾃﾑ装置を接続可能です。 

・UPS拡張ﾕﾆｯﾄのｶｽｹｰﾄﾞ接続は、2段 

 のみ可能です。 

同時 
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ＵＰＳ導入経費 

項番 品名 形名 概略仕様 

形名 

1 無停電電源装置 KSF-UH0710NW0E 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

2 無停電電源装置 KSF-UH0710NW0F 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

3 無停電電源装置 KSF-UH0710NT0E 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT用 

4 無停電電源装置 KSF-UH0710NTS0 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorH付き 

5 無停電電源装置 KSF-UH0714NW0E 1.4kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

6 無停電電源装置 KSF-UH0714NW0F 1.4kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

7 無停電電源装置 KSF-UH0714NT0E 1.4kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT用 

8 無停電電源装置 KSF-UH0714NTS0 1.4kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorH付き 

SF-2300-200-US1 

9 無停電電源装置 KSF-UH0715NW0E 1.5kVA1.2kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

10 無停電電源装置 KSF-UH0715NW0F 1.5kVA1.2kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

11 無停電電源装置 KSF-UH0715NT0E 1.5kVA1.2kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT用 

12 無停電電源装置 KSF-UH0715NTS0 1.5kVA1.2kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorH付き 

SF-2300-200-US2 

13 無停電電源装置 KSF-UH0725NW0E 2.5kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

14 無停電電源装置 KSF-UH0725NW0F 2.5kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

15 無停電電源装置 KSF-UH0725NT0E 2.5kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT用 

16 無停電電源装置 KSF-UH0725NTS0 2.5kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorH付き 

SF-2300-200-US3 

17 無停電電源装置 KSF-UH0750NW0E 5kVA/4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

18 無停電電源装置 KSF-UH0750NW0F 5kVA/4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

19 無停電電源装置 KSF-UH0750NT0E 5kVA/4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT用 

20 無停電電源装置 KSF-UH0750NTS0 5kVA/4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorH付き 

SF-2300-200-US5 

21 無停電電源装置 KSF-UH7100NW0E 10kVA/8kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

22 無停電電源装置 KSF-UH7100NW0F 10kVA/8kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

23 無停電電源装置 KSF-UH7100NT0E 10kVA/8kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT用 

24 無停電電源装置 KSF-UH7100NTS0 10kVA/8kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorH付き 

SF-2300-200-US8 

25 無停電電源装置 KSF-UHCT10NW0E 1kVA/670W,常時商用給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

26 無停電電源装置 KSF-UHCT10NW0F 1kVA/670W,常時商用給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

27 無停電電源装置 KSF-UHCT10NT0E 1kVA/670W,常時商用給電方式,日立製,WindowsNT用 

28 無停電電源装置 KSF-UHCT10NTS0 1kVA/670W,常時商用給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorHC付き 

29 無停電電源装置 KSF-UHCT12NW0E 1.2kVA/950W,常時商用給電方式,日立製,NetWare Ver.4.11J以前用 

30 無停電電源装置 KSF-UHCT12NW0F 1.2kVA/950W,常時商用給電方式,日立製,NetWare Ver.5用 

31 無停電電源装置 KSF-UHCT12NT0E 1.2kVA/950W,常時商用給電方式,日立製,WindowsNT用 

32 無停電電源装置 KSF-UHCT12NTS0 1.2kVA/950W,常時商用給電方式,日立製,WindowsNT/Windows2000用,PowerMonitorHC付き 

SF-2300-US1 

33 無停電電源装置 KSF-UTEE10NW00 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用 

34 無停電電源装置 KSF-UTEE10NWS0 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用,PowerMonitorS付き 

35 無停電電源装置 KSF-UTEE10NT00 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用 

36 無停電電源装置 KSF-UTEE10NTS0 1kVA/700W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用,PowerMonitorS付き 

37 無停電電源装置 KSF-UTEE15NW00 1.5kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用 

38 無停電電源装置 KSF-UTEE15NWS0 1.5kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用,PowerMonitorS付き 

39 無停電電源装置 KSF-UTEE15NT00 1.5kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用 

40 無停電電源装置 KSF-UTEE15NTS0 1.5kVA/1050W,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用,PowerMonitorS付き 

SF-2300-200-US1 

41 無停電電源装置 KSF-UTEE20NW00 2kVA/1.4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用 

42 無停電電源装置 KSF-UTEE20NWS0 2kVA/1.4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用,PowerMonitorS付き 

43 無停電電源装置 KSF-UTEE20NT00 2kVA/1.4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用 

44 無停電電源装置 KSF-UTEE20NTS0 2kVA/1.4kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用,PowerMonitorS付き 

SF-2300-200-US2 

45 無停電電源装置 KSF-UTEE30NW00 3kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用 

46 無停電電源装置 KSF-UTEE30NWS0 3kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用,PowerMonitorS付き 

47 無停電電源装置 KSF-UTEE30NT00 3kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用 

48 無停電電源装置 KSF-UTEE30NTS0 3kVA/2.1kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用,PowerMonitorS付き 

SF-2300-200-US4 

49 無停電電源装置 KSF-UTEE50NW00 5kVA/3.5kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用 

50 無停電電源装置 KSF-UTEE50NWS0 5kVA/3.5kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,NetWare Ver.4.11J以前用,PowerMonitorS付き 

51 無停電電源装置 KSF-UTEE50NT00 5kVA/3.5kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用 

52 無停電電源装置 KSF-UTEE50NTS0 5kVA/3.5kW,常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式,東芝製,WindowsNT用,PowerMonitorS付き 

SF-2300-200-US5 

53 無停電電源装置 KSF-UASM07NWS0 0.7kVA/450W,常時商用給電方式,APC製,NetWare用,PowerChute plus付き 

54 無停電電源装置 KSF-UASM07NTS0 0.7kVA/450W,常時商用給電方式,APC製,WindowsNT/Windows2000用,PowerChute plus付き 

55 無停電電源装置 KSF-UASM10NWS0 1kVA/670W,常時商用給電方式,APC製,NetWare用,PowerChute plus付き 

56 無停電電源装置 KSF-UASM10NTS0 1kVA/670W,常時商用給電方式,APC製,WindowsNT/Windows2000用,PowerChute plus付き 

57 無停電電源装置 KSF-UASM14NWS0 1.4kVA/950W,常時商用給電方式,APC製,NetWare用,PowerChute plus付き 

58 無停電電源装置 KSF-UASM14NTS0 1.4kVA/950W,常時商用給電方式,APC製,WindowsNT/Windows2000用,PowerChute plus付き 

59 無停電電源装置 KSF-UASM22NWS0 2.2kVA/1.6kW,常時商用給電方式,APC製,NetWare用,PowerChute plus付き 

60 無停電電源装置 KSF-UASM22NTS0 2.2kVA/1.6kW,常時商用給電方式,APC製,WindowsNT/Windows2000用,PowerChute plus付き 

61 無停電電源装置 KSF-UDPR08DHT0 0.8kVA/640W,常時商用給電方式,ﾀﾞｲﾄﾊﾟﾜｰﾄﾛﾝ製,WindowsNT用,LanSafeⅢ付き 

62 無停電電源装置 KSF-UDPR12DHT0 1.2kVA/960W,常時商用給電方式,ﾀﾞｲﾄﾊﾟﾜｰﾄﾛﾝ製,WindowsNT用,LanSafeⅢ付き 

63 無停電電源装置 KSF-UDPR16DHT0 1.6kVA/1280W,常時商用給電方式,ﾀﾞｲﾄﾊﾟﾜｰﾄﾛﾝ製,WindowsNT用,LanSafeⅢ付き 

64 無停電電源装置 KSF-UDPR20DHT0 2kVA/1.6kW,常時商用給電方式,ﾀﾞｲﾄﾊﾟﾜｰﾄﾛﾝ製,WindowsNT用,LanSafeⅢ付き 

65 無停電電源装置 KSF-UDPR24DHT0 2.4kVA/1920W,常時商用給電方式,ﾀﾞｲﾄﾊﾟﾜｰﾄﾛﾝ製,WindowsNT用,LanSafeⅢ付き 

SF-2300-200-US1 

 

 上記（項１～６５）製品のお問い合わせ先は、下記にお願いします。 
     日立電子サービス（株） 
       ＣＳ事業本部ネットワークサービス部拡販グループ 
          ＴＥＬ：０３－３７６３－２８５８ 
          ＦＡＸ：０３－５４７１－７４６３ 
          E-Mail:ups@hitachi-densa.co.jp 
 

外付け装置 

(ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ) 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置 

･ラックオプション品 

･無停電電源装置<ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ> 

<ラックキャビネット編＞へ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 
外付け装置 

(CR80) 

外付け装置 

(SANRISE) 

無停電電源装置 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 

外付け装置 
(ﾃｰﾌﾟﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ) 

外付け装置 

(ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ) 

外付け装置 

(DVDﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置) 

外付け装置 

(DLT/LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ) 

＜外付けオプション編＞ 

＜外付けオプション編＞ 

･プロセッサー ･メモリー 

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

   内蔵オプション編＞から 
下へ 

つづく 

ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ 

<ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ用> 
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