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                                                     2022 年 4 月 1 日 

お客様各位 

フルーク・ネットワークス 

 

 

 

新年度 Versiv テスターお買い得キャンペーンのご案内 

 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。  

 

 さて、この度、多くのご要望にお応えし “新年度 Versiv テスターお買い得キャンペーン” を実施することになりまし

たのでご案内申し上げます。 

 

本キャンペーンは対象製品とゴールド・サポート・サービスを同時にご購入頂いたお客様にキャッシュバックを提供

させて頂く内容で、1 年間のゴールド契約よりも 3 年間のゴールド契約の方がキャッシュバック額は大きくなっており

ます。 

 

 是非、この機会に本キャンペーンの特典および税制優遇制度をご活用頂き、弊社製品のご購入の検討の程、       

宜しくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

 

記 

 

1. キャンペーン期間 :  2022 年 4月 1日（金） ～ 2022 年 7月 29日（金） 

 

2. キャンペーン対象製品: 

 

(1) DSX2-8000 ケーブルアナライザーおよびファイバー・モジュール・キット ＋ ゴールド・サポート・サービス 

(2) CertiFiber Pro 光損失測定試験セットおよびモジュール・セット ＋ ゴールド・サポート・サービス 

(3) OptiFiber Pro OTDR （光パルス試験器）およびモジュール・セット ＋ ゴールド・サポート・サービス 

 

注記： 詳細につきましては、次ページ以降の案内をご覧ください。 
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3. 新年度Versivテスターお買い得キャンペーン 内容一覧表 

キャンペーン 

期間 
2022 年 4 月 1 日（金） ～ 2022 年 7 月 29 日（金）まで 

対象製品 下記Versiv テスター 12 製品 

お客

様向

け 

特典 1 
対象製品とゴールド・サポート・ サービスを同時期にセットでご購入いただいた場合、キャッシュバックを   ご

提供 （詳細は下記をご覧ください） 

特典 2 税制優遇の工業会への証明書申請手数料を弊社にて負担いたします。 

 

4. 新年度Versivテスターお買い得キャンペーン 価格と特典 

 

【 1 年間のゴールド契約同時購入の場合 】 

対象製品 本体価格 
合計価格 

① 

ゴールド同時購入特典

② 

特典を含んだ金額 

（① - ②） 

DSX2-8000 ¥2,240,000 
¥2,372,000 ¥70,000 ¥2,302,000 

GLD-DSX-8000 ¥132,000 

DSX2-8000MI ¥3,180,000 

¥3,423,000 ¥130,000 ¥3,293,000 GLD-DSX-8000 ¥132,000 

GLD-CFP-MM-ADD ¥111,000 

DSX2-8000QI ¥4,180,000 

¥4,495,000 ¥160,000 ¥4,335,000 GLD-DSX-8000 ¥132,000 

GLD-CFP-Q-ADD ¥183,000 

DSX2-8000QOI ¥5,650,000 

¥6,148,000 ¥270,000 ¥5,878,000 
GLD-DSX-8000 ¥132,000 

GLD-CFP-Q-ADD ¥183,000 

GLD-OFP-MOD-Q ¥183,000 

CFP2-100-M ¥1,530,000 
¥1,656,000 ¥70,000 ¥1,586,000 

GLD-CFP-100-M ¥126,000 

CFP2-100-S ¥1,780,000 
¥1,906,000 ¥70,000 ¥1,836,000 

GLD-CFP-100-S ¥126,000 

CFP2-100-Q ¥2,400,000 
¥2,598,000 ¥110,000 ¥2,488,000 

GLD-CFP-100-Q ¥198,000 

CFP-MM-ADD ¥950,000 
¥1,061,000 ¥60,000 ¥1,001,000 

GLD-CFP-MM-ADD ¥111,000 

CFP-SM-ADD ¥1,190,000 
¥1,301,000 ¥60,000 ¥1,241,000 

GLD-CFP-SM-ADD ¥111,000 

CFP-Q-ADD ¥1,810,000 ¥1,993,000 ¥100,000 ¥1,893,000 
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GLD-CFP-Q-ADD ¥183,000 

OFP2-100-QI ¥1,910,000 
¥2,117,000 ¥120,000 ¥1,997,000 

GLD-OFP-100-QI ¥207,000 

OFP-Q-ADD ¥1,770,000 
¥1,953,000 ¥100,000 ¥1,853,000 

GLD-OFP-MOD-Q ¥183,000 

 

【 3 年間のゴールド契約同時購入の場合 】 

対象製品 本体価格 
合計価格 

① 

ゴールド同時購入特典

② 

特典を含んだ金額 

（① - ②） 

DSX2-8000 ¥2,240,000 
¥2,528,000 ¥90,000 ¥2,438,000 

GLD3-DSX-8000 ¥288,000 

DSX2-8000MI ¥3,180,000 

¥3,711,000 ¥170,000 ¥3,541,000 GLD3-DSX-8000 ¥288,000 

GLD3-CFP-MM-ADD ¥243,000 

DSX2-8000QI ¥4,180,000 

¥4,855,000 ¥220,000 ¥4,635,000 GLD3-DSX-8000 ¥288,000 

GLD3-CFP-Q-ADD ¥387,000 

DSX2-8000QOI ¥5,650,000 

¥6,721,000 ¥350,000 ¥6,371,000 
GLD3-DSX-8000 ¥288,000 

GLD3-CFP-Q-ADD ¥387,000 

GLD3-OFP-MOD-Q ¥396,000 

CFP2-100-M ¥1,530,000 
¥1,809,000 ¥90,000 ¥1,719,000 

GLD3-CFP-100-M ¥279,000 

CFP2-100-S ¥1,780,000 
¥2,059,000 ¥90,000 ¥1,969,000 

GLD3-CFP-100-S ¥279,000 

CFP2-100-Q ¥2,400,000 
¥2,832,000 ¥140,000 ¥2,692,000 

GLD3-CFP-100-Q ¥432,000 

CFP-MM-ADD ¥950,000 
¥1,193,000 ¥80,000 ¥1,113,000 

GLD3-CFP-MM-ADD ¥243,000 

CFP-SM-ADD ¥1,190,000 
¥1,433,000 ¥80,000 ¥1,353,000 

GLD3-CFP-SM-ADD ¥243,000 

CFP-Q-ADD ¥1,810,000 
¥2,197,000 ¥130,000 ¥2,067,000 

GLD3-CFP-Q-ADD ¥387,000 

OFP2-100-QI ¥1,910,000 
¥2,360,000 ¥150,000 ¥2,210,000 

GLD3-OFP-100-QI ¥450,000 

OFP-Q-ADD ¥1,770,000 
¥2,166,000 ¥130,000 ¥2,036,000 

GLD3-OFP-MOD-Q ¥396,000 
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5. キャンペーン実施要項および注意事項 

 キャンペーンのキャッシュバックの提供を受けるには別紙キャンペーン申込書、販売証明書（納品書等の 

コピー等）の弊社への提出が必要です。 

 対象製品とゴールド・サポート・サービスを同時購入していただくことが、別紙のキャッシュバック金額を提供 

させていただくことの条件となります。 

 ゴールド・サポート・サービスの 1 年間の標準モデルとプレミアム・モデルのキャッシュバック額は同額です。 

 ゴールド・サポート・サービスの 3 年間の標準モデルとプレミアム・モデルのキャッシュバック額は同額です。 

 キャンペーン申込書への社印および担当者印の押印は必要ありません。 

 

以上




