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Thermo Sales 注文番号: ___________________ 

お客様の注文番号: ___________________ 

設置前フォーム 

重要: このフォームを受け取るまで、システムの設置をスケジュールすることはできません。  

 

システムの設置を成功させるには、サイトと安全ガイドに指定されているように、サイトを準備する必要があります。シ

ステムが届く前に、次のことを行ってください。  

• 設置する場所の準備については、「サイト＆安全」マニュアルを読む 

• システムのコンピュータ要件を確認する 

• お客様の注文番号（計器注文書のコピーに記載されています）を上の行に入力する 

• 以下のフォームを完成させる 

• 必要事項をご記入の上、弊社まで返送する 
 

以下の各要件について、「はい」「いいえ」「NA（該当なし）」のいずれかを選択してください。必要に応じて、追加

情報を記入してください。  

 はい  いいえ  NA 環境への配慮を測定し、要件を満たしています。  
 

温度 : _____ °C 
 

安定性 : ±         °C 
 

相対湿度 : ______% 

 

 はい  いいえ  NA エアコンやモーターなどによる床振動がありません。  

 はい  いいえ  NA 強烈な磁場がありません。 

 はい  いいえ  NA 静電気を発生させるカーペットはありません。 

 はい  いいえ  NA 近くに窓はありません。 

 はい  いいえ  NA 音響ノイズが最小化されています（75dB以下を推奨） 

 はい  いいえ  NA システムを過度のほこりや空気中の粒子状物質にさらすことがない場所です。 

 はい  いいえ  NA テーブルトップは平らで水平であり、システムの重量を支えることができます。

テーブルは傾いたり、たわんだりしないものとします。  
 

テーブル幅: ______ 
 

テーブルの奥行き（前面から背面）: ______  

 

 はい  いいえ  NA 設置場所には、サービスマンが容易にアクセスでき、システムの周囲に十分な空

間があります。  
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 はい  いいえ  NA Thermo Fisher Scientificの設置担当者が、顕微鏡を貨物箱から作業スペースに移動す

る際に、担当者が立ち会います。安全に移動させるためには 2人が必要で、重量は

最大 70.3kg（155ポンド）です。   

 はい  いいえ  NA システムは必要な出入り口やエレベーターを通過できます。貨物箱の幅は 39インチ

（約 1m）です。  

 はい  いいえ  NA 作業場所の近くに、貨物箱が開梱できる十分なスペースがあります。  

 

設置中、設置者はシステムコンポーネントを開梱し、すべての部品が揃っているこ

とを確認します。設置者がコンポーネントを開梱するためには、カートまたは追加

のテーブルスペースが必要です。  

 はい  いいえ  NA この顕微鏡は、既存のNicolet iS50 FTIR Spectrometerに設置される予定です。  

 

「はい」の場合、iS50システムにパスポートミラーが設置されていることを確認し

ます。 

 

「いいえ」の場合、顕微鏡の注文に iS50パスポートが含まれているかどうか確認し

てください。 

 

 はい  いいえ  NA iS50スペクトロメーターは、OMNIC Paradigmソフトウェアに加え、OMNICソフト

ウェアでも動作しますか？  

 

「はい」の場合, OMNICは KVMスイッチで制御される別のコンピュータにインスト

ールされます。  

 

「いいえ」の場合、iS50スペクトロメーターはOMNIC Paradigmソフトウェアのみ

で制御されます。  

 

 はい  いいえ  NA 電気的要件を満たしています。  

 

計器用コンセント: AC_______ボルト - _______アンペア 

 

コンセントの増設も可能です。AC_______ボルト - _______アンペア 

 
 

 はい  いいえ  NA システム構成をサポートするために十分な数のアース付きコンセントが用意され、

アクセス可能です。  

 はい  いいえ  NA オペレーターは、機器のオリエンテーションやトレーニングに対応し、準備ができ

ています。  

 はい  いいえ  NA リモートサービスや監視システムの起動を有効にしたいです。 

 はい  いいえ  NA 冷却型検出器には液体窒素を使用できます。 

 はい  いいえ  NA パージガスが選択され、パージガスラインが設置され、利用可能です。パージガス

発生器を使用する場合は、騒音や振動を抑えるために装置から離して設置してくだ

さい。  
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 はい  いいえ  NA ご自分の PCを用意される場合は、指定された最低要件を満たしています。   

 はい  いいえ  NA 安全のため、設置場所の近くに電話を用意しています。 

 はい  いいえ  NA TGA-IRの設置に先立ち、TGA炉を設置しました。  

 はい  いいえ  NA TGA__IRテストサンプルCaOxはエンドユーザーから提供されます。  

 はい  いいえ  NA レーザー安全要件が満たされています（Class 3B Ramanシステムの場合、サイトと

安全マニュアルに記載されているように、リモートインターロックを備えたレーザ

ー安全エリアが設定されています）。  

 はい  いいえ  NA 特別なトレーニング、資格、機器、または物理的な要件が必要ですか？「はい」の

場合、ここに必要事項を記入してください。  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

私、_______は、上記のサイト要件が満たされており、システムを設置するためのサイトが準備されていることを確認し

ます。現場の準備が不十分で予定日に設置を完了できなかった場合、現場サービス担当者の旅費と宿泊費を負担する可能

性があることを理解しています。このような場合、Thermo Fisher Scientificはできるだけ早く設置の日程を変更するよ

うに努めます。しかし、既存の業務があるため、お客様の現場への復帰が遅れる可能性があります。 

主要連絡先:  電話:  

会社名:  メールアドレス:  

日付:  署名 

 

このフォームを受け取った後、お近くの現場サービス担当者から、設置の日程についてご連絡いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
269-351800 B 

2022年 2月 
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