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Compact PCI&PMC Solution
VME Solution

システム構築まで、
便利にワンストップでご提供！
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ONE
STOP

産業用
システムラック & ケース

1500 Series

2500 Series



miracel ＜ミラセル＞は、エレクト
ロニクス分野から情報通信分野まで、
幅広い用途にお使いいただける汎用
ラック。
優れた機能性と豊富なアクセサリに
よりお客様のニーズに柔軟性に対応
できる当社が自信を持ってお進めで
きるロングセラーラックです。
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■
□■　概要／商品タイプ（JIS/EIA)

W570 タイプ（1.151 シリーズ）
W600 タイプ（1.131 シリーズ）
　　
外形寸法　　幅 ：570/600mm
                  高さ：750/1000/1250/1500/1750/2000mm
      　　      奥行き：447 〜 897mm
塗装色　　　マンセル 5Y8/1.5・5Y6.5/1 近似値
                  特注色可
                  ステンレス仕様も承ります。

●当社独自のアルミフレー
ムとアルミダイカストの採
用により、部品点数を極力
抑えて軽量化。

■
□■　 特長

●多機能クランプレー
ルによりアクセサリの
実装も簡単に。

●フロント扉は 180°
開くため内部のメンテ
ナンスが容易。

●同一の扉で右開
き、左開きへの変更
が可能。

●ボトムカバーは、一
体式、３分割、ケーブ
ル導入口付の３種類を
用意。

●全ての方向からケー
ブルを入れられる取外
し可能なベース。

●床面を傷つけない
ように設置面積の大
きなレベルフットを
採用。

●移動型ベースは４
点キャスタ付で前面
２点のキャスタはス
トッパ付。

■
□■　 概要／商品タイプ

■
□■　 特長
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キャスタタイプ・フロントドアなし
キャスタタイプ・フロントドア付

　外形寸法　　U：18/24/27/30/33/36
                     幅：600mm
                     高さ：1027.5 〜 1829.0mm
        　　　　 奥行き：700/900

アンカータイプ・フロントドアなし
アンカータイプ・フロントドア付

  外形寸法　　 U：39/42/45
                     幅：600mm
                     高さ：1887.7 〜 2154.5mm
                     奥行き：700/900

電気用品安全法（PSE法）
RoHS指令　対応品 　 

Switchedseries

Switched 
POPSseries

遠隔地から電源、温湿度の
モニタリング
各コンセントのON/OFFを制御

遠隔地から電源、
温湿度のモニタリング
各コンセントの
ON/OFFを制御
各コンセントの電力を
モニタリング

様
々
な
仕
様
の
P
D
U
で
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
お
応
え
致
し
ま
す
。

Smartseries

遠隔地から電源、
温湿度のモニタリング

Basicseries

信頼できる電源をラック内の
機器に供給

Meteredseries
本体表示器に電流値を表示

■オプション
ネットワークに対応した電源監視機能付き PDU SERIES
をラインナップ。
詳細はお問い合わせください。

datenverarbeitungs-communications-bau-system

®

dacobas ＜ダコバス＞は、 H フレーム
と呼ばれる楕円形のアルミ押出し材
と高強度のスチールフレームで構築
される産業用のラック＆テーブルです。
組み替え・拡張性に優れ、統一され
たデザインでシステムアップが可能
です。

19 インチラック
■
□■　 概要／商品タイプ

外形寸法
幅：600/1170/1740mm
高さ：720 /750mm
奥行：700/900

テーブルシステム

                          19 インチキャビネットシリーズには 19 インチ
キャビネットや自由に移動できる 19 インチキャビネットワゴ
ンがあります。

●　　　　　　　19 インチラックと同様にⅠタイプ・Ⅱタイプ・
Ⅲタイプがあります。

● 　　　　　　　19 インチラックと共通のアクセサリが使用
できます．
※ JIS フレームナット、EIA フレームナット、コアラットは別途注文となります。

外形寸法　
幅：600/1170/1740mm
高さ：720 /750mm
奥行：700/900
キャビネット：　U：12

標準色



uni-cart4 21U

uni-cart4 30U

uni-cart4 30U

uni-cart4 30U

■
□■　 概要／商品タイプ

ダイカストとアルミ押出材により、
極めて軽量な 19 インチラック。
高級感のある優美なデザインは設
置場所を選びません。
豊富な商品タイプを用意。
アクセサリの組合せで豊富なバリ
エーションが可能です。

■
□■　 概要／商品タイプ

■
□■　 特長
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フロントドアなし（1.243 シリーズ）
　外形寸法　　U：5/6/7/8/9/10/12/15/18/21/24
                     幅：555.5mm
                     高さ：178 〜 1111mm
        　　　　 奥行き：400/500/600/700/800
フロントスチールドア付（1.244 シリーズ）
   外形寸法　　U：5/6/7/8/9/10/12/15/18/21/24
                     幅：555.5mm
                     高さ：178 〜 1111mm
                     奥行き：400/500/600/700/800
フロントアクリルドア付（1.245 シリーズ）
   外形寸法　　U：5/6/7/8/9/10/12/15/18/21/24
                     幅：555.5mm
                     高さ：178 〜 1111mm
                     奥行き：400/500/600/700/800
   塗装色      　カバー関係：5Y8/1.5（近似色）
　　　　         フレーム関係：5Y6.5/1.5（近似色）

● 19 インチユニットはパ
ネルマウントフレームで固
定。床面と接触する部分に
はレベルフットが標準装備。

●アクセサリとして、リヤに
ファンパネルの装備が可能。

（別売）

●ボトムカバーにはベンチ
レーション、リヤカバー上
部にベンチレーション、下
部にはケーブル孔付。サイ
ドとリヤの両カバーは取外
しが可能。

●用途により２種類のフロ
ントドアが選択可能。
アクリルプレート

（フレーム付）

●防塵対策仕様のラックも
対応可能ですのでご相談く
ださい。

●アクセサリとして、サイ
ドガード、サイドベンチ
レーション付トップカバー
の装備が可能。

●標準品は、レベルフットを
装備。双輪キャスタ（別売）
や卓上でのご使用にケース
フット（別売）の装備可能。

●フロントドアは、アク
リルプレート（フレーム
付）、スチールプレート（フ
レーム付）を用意。

●標準仕様は、トップカバー
は、ベンチレーションなし、
ボトムカバーは、サイドベン
チレーション付。
リヤカバーは、上部にベンチ
レーション、下部にケーブル
孔付。　

オプションの組み合わせにより、
独自のカートを構築することがで
きます。計測機器、医療機器の実
装用に豊富なバリエーションをご
用意しております。

■
□■　 特長

複数の機器の混載実装に対応
classic-cart はその安定性と実装許容量で
機器実装をサポートいたします。

産 業 機 器 用 カ ー ト

外形寸法　U：21/30/40
全幅：606mm
高さ：830 〜 1438mm
奥行：627mm

狭い場所に最適な省スペースカート
機器を必要最小限のスペースで使用できるよう
開発されました。
メインの支柱はケーブルダクトにもなっており、
快適な作業空間を演出します。

外形寸法　U：21/30
全幅：540mm
高さ：843 〜 1131mm
奥行：584mm

■
□■　 構成例



ＣＦＲ＜シーエフアール＞は、 アルミ押出
し材を使った、軽量でかつ堅牢な産業用ラッ
ク。幅５２０のスリムな形状からラインナッ
プを揃え、豊富なアクセサリでご要望に応
えます。

アルミ押出型材を使用、軽量で汎用的な独立
型ケース。
オプションアクセサリのマウンティングブラ
ケットを取付けにより、19 インチラックに
実装可能。

■
□■　 商品タイプ

■
□■　 特長
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１５２０／１５３０／１５５０シリーズ

外形寸法　U：18/24/27/30/33/36
幅：520 ／ 530 ／ 570mm
高さ：1123 〜 1873mm
奥行：500/630/710mm

■
□■　 商品タイプ

ユニットケース　2520 シリーズ 
   
高さ：149/199/299 mm
奥行：280/330/380/430
塗装色：下記表ご参照

■
□■　 特長

■
□■　 特長
●パネル、フレームの取外しが容易で２次加工、組立が簡単
●サイドパネルの通風孔によるベンチレーション
●フロント、リヤパネルは塗装処理のほか、ヘアラインアルマイト処理も用意

ユニットケース　2560 シリーズ 
   
高さ：149/199/299 mm
奥行：280/330/380/430
塗装色：下記表ご参照

●標準仕様 ●ヘアライン準仕様

●標準仕様 ●ヘアライン準仕様
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・ＶＭＥ、マルチバス用
・ＥＩＡ、ＤＩＮ、ＩＥＣの各国際規格に準拠
・豊富なアクセサリ
・高品質・高信頼性
・アルミ押出材を採用で軽量
・部材の組替えで様々な用途に対応
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カードラック＆ PS

2.360.100.00
2.360.110.00

2.360.101.00
2.360.111.00

カードラック
　　  3U/84TE
        奥行 160/220mm

高さ 100mm のユーロカード、プラグインユニット、
各種バックプレーンボード、コネクタ類に適応できま
す。サイドプレートは化学梨地アルマイト処理、フロ
ント、リアガイドはクロム酸皮膜処理を施しています。

カードラック
　　  6U/84TE
        奥行 160/220mm

高さ 233.4mm のユーロカード、プラグインユニット、
各種バックプレーンボード、コネクタ類に適応できま
す。サイドプレートは化学梨地アルマイト処理、フロ
ント、リアガイドはクロム酸皮膜処理を施しています。

＜シャセレオン＞は汎用ケースから
VME シ ス テ ム、 そ し て 19 イ ン チ
シャーシケースまであらゆる用途に柔
軟に対応できるシステムケース。
優美なデザインと豊富なバリエーショ
ン、そして用途に応じて選べるベンチ
レーションはコンパクトな計測器等の
オリジナルケースにも最適です。

■
□■　 商品タイプ

■
□■　 特長

Chasseleon 19 インチシャーシケース、VME システム用ケース
ベンチレーション A、B、C 共通仕様

U：3/4/6   幅：448mm    
高さ：133/177/266/310mm
奥行き：240/300/400/500
塗装色：マンセル 5Y8/1.5・5Y6.5/1 近似値

●床面と接触する部分には、
プラフットが標準装備。ア
クセサリとして、マウンティ
ングフットの装備も可能。

（別注文）

●ケース前面の両サイドに
は、人間工学に適合したグ
リフ、ハンドル、19 イン
チアダプタを選択可能。

A

B

C

●アクセサリとして、透
明アクリルカバーも用意。

（別売）

●アクセサリとして、コ
ネクティングガイドによ
り、２台のケースを 1 台
にすることが可能。（別売）

●エアーフローを考慮した
３種類のベンチレーション
構成（シリーズ）があり、
用途に応じ選択可能。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ ⑫



650-CPCI04R-3U
650-CPCI05R-3U
650-CPCI06R-3U
650-CPCI07R-3U
650-CPCI08R-3U

650-CPCI04R-3UE
650-CPCI05R-3UE
650-CPCI06R-3UE
650-CPCI07R-3UE
650-CPCI08R-3UE
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650-CPCI04R-6U
650-CPCI05R-6U
650-CPCI06R-6U
650-CPCI07R-6U
650-CPCI08R-6U

650-CPCI04R-6UE
650-CPCI05R-6UE
650-CPCI06R-6UE
650-CPCI07R-6UE
650-CPCI08R-6UE

650-CPCI04R-3U
650-CPCI05R-3U
650-CPCI06R-3U
650-CPCI07R-3U
650-CPCI08R-3U

650-CPCI04R-3UE
650-CPCI05R-3UE
650-CPCI06R-3UE
650-CPCI07R-3UE
650-CPCI08R-3UE

3U BACKPLANE(PICMG2.0 REV3.0)
650-CPCI ○○ R-3U ファミリー

6U BACKPLANE(PICMG2.0 REV3.0)
650-CPCI ○○ R-6U ファミリー

650-VME03IS
650-VME05IS
650-VME06IS
650-VME07IS
650-VME08IS
650-VME09IS
650-VME10IS
650-VME12IS
650-VME13IS
650-VME15IS
650-VME16IS
650-VME17IS
650-VME18IS
650-VME21IS

VME J1 バックプレーン
650-VME ○○ IS ファミリー

VME インサイドターミネータモノリシックバックプレーン

650-VMW ○○ IS ファミリー

PCI ブリッジ実装例

650-PPBB64
（オプション）

製造元：エブレン株式会社

650-CPCI04R-6U
650-CPCI05R-6U
650-CPCI06R-6U
650-CPCI07R-6U
650-CPCI08R-6U

650-CPCI04R-6UE
650-CPCI05R-6UE
650-CPCI06R-6UE
650-CPCI07R-6UE
650-CPCI08R-6UE

/ VME

Compact PCI&PMC Solution VME Solution

RoHS compliant
CPU:Freescale MPC7448 1.4GHz
DDR2-SDRAM with ECC:512MB
Flash Memory:8MB(for Application)
Flash Memory(Socket):512KB
10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T Ethernet,
SRAM512KB,Serial,CF,PMC

DCP-P7448/11-PbF (RoHS) PowerPC

DCP-SH7780-PbF (RoHS) SH

RoHS compliant
CPU:SH-4A SH7780 400MHz
DDR-SDRAM:128MB
Flash Memory:32MB
(for Application)
Flash Memory(Socket)：512KB
10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T Ethernet
USB,Serial,NVRAM,RTC+WDT,
CF

RoHS compliant
CPU：Intel Core Duo Processor
 L2400 1.66 GHz
200pin DDR2 SO-DIMM:1slot
(Max:2GB)
10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T Ethernet
DVI,USB,Serial,SATA,PATA

DCP-686/45-PbF (RoHS) Core Duo

DVE-P7448-52-PbF Power PC(RoHS)

RoHS compliant
CPU:Freescale MPC7448 1.4GHz
DDR2-SDRAM with ECC:1GB
MRAM:512KB
Flash Memory(Socket):512KB
10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T Ethernet,
Serial,RTC+BBRAM,PMCx2,CF

RoHS compliant
CPU:Intel Core2Duo U7500 1.06GHz
CPU:Intel CoreDuo L2400 1.66GHz
CPU:Intel CeleronM 423  1.06GHz
200pin DDR2 SO-DIMM Socket:1Slot
(Max:2GB)
10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T Ethernet,
VGA,USB,Serial,SATA,PATA,
PMC(Sub Board)

DVE-U7500/L2400/
ULVM423-50-PbF (RoHS) Core Duo/Core2Duo

RoHS compliant
CPU:SH-4A SH7780 400MHz
DDR-SDRAM:128MB
Flash Memory:32MB
                         (for Application)
Flash Memory(Socket):512KB
10BASE-T/100BASE-TX
/1000BASE-T Ethernet,
USB,Serial,NVRAM,
RTC+WDT,CF

HS FbP-0877HS-EVD  (RoHS)

Compact PCI&PMC Solution
VME Solution
・Compact PCI・PMC 用実装ボード
・VME 用実装ボード

製造元：株式会社電産

650-VMW05IS
650-VMW07IS
650-VMW08IS
650-VMW09IS
650-VMW10IS
650-VMW12IS
650-VMW16IS
650-VMW20IS
650-VMW21IS

/ VMECompact PCI&PMC Solution VME Solution



〒192-8532     東 京 都 八 王 子 市 元 本 郷 町 １ 丁 目 ９ 番 ９ 号
TEL (042)623-1221         FAX (042)623-1222

製造元／MEDEX事業部

制作：平成26年10月C201410-020-1144/i

お問い合わせは 販売代理店まで

製品の詳細は、〔RACK&CASE CATALOG〕〔Knurr Synergy 
Console〕をご覧ください。
製品機能や豊富なバリエーション、多彩なオプション等を詳しくご
紹介しています。
ご用命は、下記販売代理店までお問い合わせください。

指令室・監視室などに最適な
新しいコンソール卓がラインナップされました。ＮＥＷ

● 記載されている商品名、会社名は各々
該当する会社の 登録商標または商標です。

当社は、1960 年の創業以来、エレクトロニクスの世界で新しい価値を創造する開発
型製造業として、計測制御、画像処理、コンピュータネットワーク、セキュリティ、
そしてエンクロージャー技術を融合させた幾多のオリジナリティのある商品を生み出
してまいりました。
ここにご紹介する商品は、それらの経験と技術ノウハウを基に開発・生産された当社
商品および各社とのコラボレーション商品です。

豊富な技術蓄積でお客様のニーズにフレキシブルに対応


