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PRIMERGY TX300FT S5/TX300HA S5

梱包物一覧
本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご購入のタイプにより添付品が異なります。本紙を参照して箱の中身を確認してください。

万一、欠品などございましたら、担当営業員に連絡してください。

1 本体の箱で型名を確認してください

本体外箱のラベルに記載されている型名を確認してください。

2 梱包物が揃っていること

梱包物一式の内容をよく確認し、✓を付
・添付品はシステムの変更時や、ソフトウェ

・下記の梱包物の他に、注意書きの紙が入っ

パッケージ A/B 共通の添付品
□ 本体

□ 電源ケーブル（2本）

□ リリースタイ（2本）

□ 保証書

キーは装置ごとに異なります。紛失しない

り、部品の有償交換となります。なお、万一紛

□ ラックマウントキット(ラックタイプの場合
タイプ A：

□ スライドレール(x2)

*レールに左右があります。ご確

□M3 サラネジ(x4) □M5サラネジ(x2) □ワ

□M5 ラックナット(x2) □タ

← 型名を確認

ラベル
型名の

9,10文字目
タイプ

添付品の

パッケージ

FA FTモデル タワータイプ FT1側 パッケージA

FB FTモデル タワータイプ FT2側 パッケージB

FC FTモデル ラックタイプ FT1側 パッケージA

FD FTモデル ラックタイプ FT2側 パッケージB

HA HAモデル タワータイプ FT1側 パッケージA

HB HAモデル タワータイプ FT2側 パッケージB

HC HAモデル ラックタイプ FT1側 パッケージA
PGT305****
を確認してください

けてください。
アの再インストール時に必要となるため、大切に保管してください。

ている場合があります。

□ カバーキー（x 2）※

□ キーボード ※

□ マウス ※

※ ラックタイプの場合、添付されません。

ように注意してください。紛失した場合は、ロック部を破壊する必要があ

失された場合は、担当営業員に連絡してください。

のみ) *タイプ Aまたはタイプ Bが添付されます。
タイプ B：

認ください。

□ スライドレール(x2)

*レールに左右があります。ご確認ください。

ッシャー(x2) □セイフティロック(x2) □M5 ラックナット(x2) □タグラベル

グラベル □ イージーマウントクリップ アンロック治具(1 個)

HD HAモデル ラックタイプ FT2側 パッケージB



Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

ソフトウェア関連添付品（ラックマウントモデル/タワーモデル共通 パッケージAにのみ入っています。）

FT モデルの場合 HA モデルの場合

□ アレイコントローラ ドキュメント＆ツール CD

□ TX300FT S5 添付品セット:CA41534-4559 (セット内に以下を含む)

□ PRIMERGY スタートアップディスク(DVD,1 枚組み)

□ PRIMERGY TX300FT S5 バックアップ DVD（2 枚組）※1

□ 『梱包物一覧』(本紙)

□ 『はじめにお読みください』

□ 『安全上のご注意』

□ 『ラック搭載ガイド』

□ Windows Server® 2008 Enterprise インストールディスク

キット(1 セット)※2

□ everRun FT Version 7.x 用ライセンス番号について

□ アレイコントローラ ドキュメント＆ツール CD

□ TX300HA S5添付品セット:CA41534-4560 (セット内に以下を含む)

□ PRIMERGY スタートアップディスク(DVD,1 枚組み)

□ PRIMERGY TX300HA S5 バックアップ DVD（2 枚組）※1

□ 『梱包物一覧』(本紙)

□ 『はじめにお読みください』

□ 『安全上のご注意』

□ 『ラック搭載ガイド』

□ Windows Server® 2008 Enterprise インストール

ディスクキット(1 セット)※2

□ Windows Server® 2008 Standard インストールディスク

キット(2 セット)※2

□ everRun HA Version 7.x 用ライセンス番号について

※1 本製品は Windows Server® 2008 の Windows® Server 2003 へのダウングレード権を使用して Windows® Server 2003 をインストー

ルしております。バックアップ DVD は、このイメージをお客様のバックアップの権利を代行して作成しております。

※2 本製品は Windows Server® 2008 モデルのため、Windows Server® 2008 用インストールディスクキットが添付されております。し

かしながら、本製品は Windows Server® 2008 に対応していないため、Windows Server® 2008 用インストールディスクキットはご使用

になれません。本製品を出荷状態に戻す際は、添付のバックアップ DVD をご使用ください。

パッケージ B のみの添付品
□ KVM スイッチ（4ポート）（一式）

□ KVM ケーブル（添付 KVM スイッチ接続用×2本）

□ KVM スイッチ用電源アダプタ (タワータイプの場合のみ)

□ KVM スイッチ用ラックマウント変換機構 (ラックタイプの場合のみ)

3 梱包物を確認したら････

●梱包物の保管

ラックマウントキットにあるイージーマウントクリップアンロック治具や、保証書やスタートアップディスク

などの添付品は、添付のクリアファイルに収納して大切に保管してください。その際、外から見える位置に保

証書を入れるなどの工夫を施し、容易に識別できるようにして保管してください。

●本製品を安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる前に、添付の『安全上のご注意／サポート＆サービス』をよくお読みになり、理解され

たうえで、本製品をお使いください。

その他、添付されているドキュメントがある場合には、本製品を設置する前に、必ずお読みください。

●本製品の設置

添付の『はじめにお読みください』をご覧ください。




