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法律に関する注記

© 2009 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

ここに記載した内容は、予告なしに変更す

ることがあります。

HP 製品およびサービスの保証は、該当する

製品およびサービスに付属する明示された

保証書の記載内容に限られるものとしま

す。本書中のいかなる記載も、付加的な保

証を構成するものとして解釈されないもの

とします。弊社は、本書に含まれる技術上

または編集上の誤りおよび欠落について、

一切責任を負うものではありません。
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1 使用方法

次の所在地情報、連絡先情報およびチェックリストにすべて入力します。チェックリストの項目が完
了できない、または必要ない場合は、[コメント] に簡単な説明を追加します。チェックリストが完了
したら署名して、配送日の 2 週間前までに販売代理店や HP の販売担当者に送付します。

注記： 一部のチェックリスト項目は (必須) とマークされており、“はい” にチェックを付けるまで
インストールを続行することはできません。

このドキュメントに署名することは、『サイト準備ガイド』に従ってサイトの準備が完了しているこ
と (すべてのチェックリスト項目が完了し、サイトの準備ができていて配送、設置ができること) を確
認したことになります。
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2 チェックリスト

所在地情報    

企業名 郵便番号   

所在地 電話番号   

都道府県 Fax   

国 電子メール   

連絡先 名前 電話番号 電子メール

技術担当者    

システム管理者    

プリンタの使用と保守のトレーニングを受けるオペ

レータ

   

一般アクセスと装置の開梱 はい いい

え

コメント

装置を開梱し操作するための十分なスペースのある荷下ろし場所が簡単に

見つかりますか。
 

設置場所への通路がすべての条件 (高さ、幅、天井との間隔、出入口、廊

下) を満たしていること、および運搬通路に障害物がないことを確認しまし

たか。

 

クレートを解体するサイトの近くに電源コンセント (クレートを分解するた

めに使用する電動ドライバー用) がありますか。
 

必要な日時に装置を荷下ろしして移動するために専門運送業者と契約しま

したか。
 

この文書に記載されている仕様を専門運送業者が認識していますか。  

設置用に契約した適切なフォークリフトが 1 台以上ありますか。  

クレートを置くときに役に立つフォークがありますか。  

クレートを置くときに役に立つパレット トラックがありますか。  

(2 階以上にプリンタを設置する場合)設置用に契約した適切なクレーンがあ

り、適切なクレーン アタッチメントが利用できますか。
 

オペレータが 2 日 (全日) 連続の設置トレーニングに参加できますか。  
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部屋のレイアウトとフローリング はい いい

え

コメント

装置の周囲に十分な空間がありますか。  

すべての部屋の工事と塗装が完了していますか。  

フロアの耐荷重性容量がこのガイドの仕様を満たしていますか。  

フロアの表面がこのガイドの仕様を満たしていますか。特別な強化が完了

していますか (必要な場合)。  

安全性の要件 はい いい

え

コメント

プリンタの運用場所に非常出口があり、途中に障害物がなく簡単にアクセ

スできますか。
 

プリンタの運用場所と保管場所の所定の位置にそれぞれ消火器が設置され

ていますか。プリンタの運用場所にある消火器は電気火災に対応していま

すか。

 

部屋の備品が適切に配置され、適切な安全警告サインが表示されています

か。
 

電気の設置 はい いい

え

コメント

三相分岐ブレーカー (3 極、40A) が正しく設置されていますか。  (必須)

三相残留電流ブレーカー (GFI とも呼ばれる) (3 極、残留電流 30mA、容

量 40A) が正しく設置されていますか。
 

単相分岐ブレーカー (2 極、20A) が正しく設置されていますか。  (必須)

単相残留電流ブレーカー (GFI とも呼ばれる) (2 極、残留電流 30mA、容

量 20A) が正しく設置されていますか。
 

製品筺体に漏洩電流が流れた場合、残留電流ブレーカーが作動しますか (絶
縁装置が設置されている場合でも)。  (必須)

接地線が正しく設置されていますか。  (必須)

設置日に電気技術者のサービスを予約しましたか。  (必須)

この文書で強調されているすべての要件と仕様を電気技術者が認識してい

ますか。
 (必須)

PDU (Power Distribution Unit: 電力分配装置) が正しく設置されていますか。  (必須)

三相電源の電圧は、次の指定電圧範囲内ですか：200–220 V~ (±10%) また

は 380–415 V~ (–10%, +6%) 主要名目電圧の指定：

単相電源の電圧は、次の指定電圧範囲内ですか：115–127 V~ (±10%) また

は 200–240 V~ (–10%, +6%) 主要名目電圧の指定：

電気の設定 はい いい

え

コメント

UPS (Uninterrupted Power Supply: 無停電電源装置) が必要ですか。必要な

場合、正しく取り付けられていますか。
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電気の設定 はい いい

え

コメント

電源装置からプリンタが 5 メートル以上離れていますか。その場合、電気

技術者は電源ケーブルを延長する必要があることを理解していますか。
 

法令によりプリンタを電源装置に接続して設置するために電気用プラグを

使用する必要がある場合、電気技術者がそのプラグを用意していますか。
 

ネットワークとコンピュータの要件 はい いい

え

コメント

RIP コンピュータ/ソフトウェアの設置/インストール準備ができています

か。
 

ネットワーク接続が用意されていますか。  

RIP と互換性があるカラー センサーがありますか。  

プリンタをネットワークに接続するために十分な長さの LAN ケーブルがあ

りますか。
 

動作環境の要件 はい いい

え

コメント

プリンタの運用場所が温度と湿度の要件を十分に満たし、換気と空気調整

が適切ですか。
 

保管場所が温度と湿度の要件を十分に満たしていますか。  

プリンタの運用場所からほこりやよごれが取り除かれていますか。  

プリンタの運用場所に十分な照明がありますか。  

『サイト準備ガイド』に記載されたすべての要件が満たされていますか。  (必須)

サイト準備の完了日  

サイト準備ガイド 版番号または著作権登録年紀  

カスタマーの署名  
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