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 ラックの取り扱いについて（お願い）  

このたびは、弊社のPRIMERGY１９インチラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品に添付されておりますマニュアルに追記事項がありますので、本紙をよくお読みになり、正

しくお使いいただきますようお願いいたします。 

平成18年3月 

富士通株式会社 

 

1. ラック運搬時の注意について 

 

前扉のこの面は押さないで下さい。 

この面を押すと扉が歪む／変形します。 

必要な場合はヒンジ、ハンドル部を押して 

下さい。 

 

2. ラック搬入時の注意について 

ラック搭載の本体製品を寒い場所から暖かい部屋へ搬入すると製品内部が結露します。 

１時間当たりの温度上昇が１５℃を超えないように室温調整を行い、結露を発生させない

ようにして下さい。 

結露の発生に関しては、次の表を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「鍵」の保管管理について 

ラックに添付されている「鍵」は紛失しないよう 

に管理を徹底してください。 

また、カスタマイズ，システム展開などで「鍵」を 

使用された場合は、「鍵」を袋詰めの上、ラック 

と一緒に貼り付けてください。 

 

 

 

以上 
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鍵在中 
Key closes 

鍵用袋 

10 15 20 25 30 35 40
20 -7 -5 -3 1 5 9 13
40 -3 2 7 11 16 20 24
60 3 8 13 17 22 26 31
80 7 12 17 22 26 31 -
90 9 13 19 24 29 34 -

室内温度(℃）
備考

相対湿度(%) 「見方」
温度25℃で湿度60%の
場合、装置が17℃以下
のとき、結露します。

ヒンジ 

ハンドル 
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 About the handling of the rack（request）  

Thank you for purchasing PIMRERGY 19inch Rack. 

This document is for supplement of Users Guide. 

Please read this supplementary document well and use it rightly. 

 

1. About the attention when the rack is transported 
 

Please do not push the front door. 

If this face is pushed, 

the front door is transforms. 

Please push a part of the hinges 

and the handle, if it is necessary. 

 

 

2. About the attention when the rack is carried 
When the rack with the systems is carried from a cold place to a warm room, the inside 

of a product condenses dew. 

To prevent condensation, avoid sudden changes in temperature. 

 (Thermal Gradient:15℃/hour or less)  

About a condition of dew condensation, please refer to the next list. 

 

 

 

 

 

 

 

3. About the keeping management of the key 
Please manage so as not to lose the key 

attached to the rack. 

Please put the key in the bag, and put it on the 

rack after having used a key by customizing 

and the system development, etc. 
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Fujitsu Limited 
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鍵在中 
Key closes 

Key bag 

10 15 20 25 30 35 40
20 -7 -5 -3 1 5 9 13
40 -3 2 7 11 16 20 24
60 3 8 13 17 22 26 31
80 7 12 17 22 26 31 -
90 9 13 19 24 29 34 -

ambient temperature(℃）
Remarks

relative
humidity(%)

「viewpoint」
When a device is equal to or less
than 17℃, a device condenses
dew in the case of humidity 60% at
temperature 25℃.

Hinge 

Handle 


