
PCI 7スロットPCI 7スロット
(19インチラック対応)(19インチラック対応)PCI PCI 7スロット7スロット PCI 13PCI 13スロットスロット

PCI 9PCI 9スロットスロット
(19インチラック対応19インチラック対応)

PCI 7スロット
(19インチラック対応)PCI PCI 1, 2スロット1, 2スロット

カスタマイズカスタマイズ
PCI 1, 2スロット

DOSシステムの移行
DOSを搭載した
コンピュータを提供

PFA-D04NM17Z(J)
Atom N450 1.66GHz

PCI 7スロット
省スペース

カスタマイズ

多スロット
PCI 13スロット

スロットイン電源+ 瞬低対策用電源装置

スロットイン電源+ 瞬低対策用電源装置

PCI 9スロット
(19インチラック対応)

価格: 価格: ￥178,000178,000-

CPUCPU：Intel Atom N2800 1.86GHz Intel Atom N2800 1.86GHz 
メモリメモリ：2GB 2GB 
ディスプレイディスプレイ：DVI-I DVI-I 
OSOS：Windows XP Professional (32bit) (日本語) Windows XP Professional (32bit) (日本語) 
起動デバイス起動デバイス：HDD(500GB) HDD(500GB) 
筐体筐体：PCI 4スロット(ショートサイズ) PCI 4スロット(ショートサイズ) 
筐体筐体FAN：FAN：FANレス FANレス 
電源タイプ電源タイプ：ACアダプタジャック(ACアダプタ添付)ACアダプタジャック(ACアダプタ添付)

価格: ￥178,000-

CPU：Intel Atom N2800 1.86GHz 
メモリ：2GB 
ディスプレイ：DVI-I 
OS：Windows XP Professional (32bit) (日本語) 
起動デバイス：HDD(500GB) 
筐体：PCI 4スロット(ショートサイズ) 
筐体FAN：FANレス 
電源タイプ：ACアダプタジャック(ACアダプタ添付)

型式：PFA-C04NN19Z(W)型式：PFA-C04NN19Z(W)型式：PFA-C04NN19Z(W)

2002年からPCIバス搭載FAコントローラを販売しており、
これまでシリーズ発売開始から10年継続生産してきました。
これからも同じCPU, OS, ユニット, インタフェース
モジュールを長期に渡って供給して行きます。
また保守は最長8年の延長契約ができるため、出荷から
最長15年の修理対応が受けられます。トータルコストを
考えますと、パソコンからの置き換えに最適です。

長期供給と長期保守長期供給と長期保守長期供給と長期保守
10年継続生産を続けながらも、互換性を持った10年継続生産を続けながらも、互換性を持った後継機種後継機種を
定期的に発売しており、現在11種類のシリーズ展開を定期的に発売しており、現在11種類のシリーズ展開を
してきました。してきました。
後継機種は、後継機種は、ハードウェアハードウェア, , ソフトウェアの互換性ソフトウェアの互換性が
あるため、どのタイミングでもあるため、どのタイミングでも安心して移行安心して移行できますできます。

10年継続生産を続けながらも、互換性を持った後継機種を
定期的に発売しており、現在11種類のシリーズ展開を
してきました。
後継機種は、ハードウェア, ソフトウェアの互換性が
あるため、どのタイミングでも安心して移行できます。

安心の互換性安心の互換性安心の互換性

最新のCPU(Core i7)最新のCPU(Core i7)から、お手ごろの価格ながら性能もから、お手ごろの価格ながら性能も
妥協していないAtom N2800まで妥協していないAtom N2800まで幅広いCPU幅広いCPUに対応に対応
しています。しています。
システムに最適なCPUを選択いただくため無償のシステムに最適なCPUを選択いただくため無償の
評価用貸出機評価用貸出機をご用意しています。をご用意しています。

最新のCPU(Core i7)から、お手ごろの価格ながら性能も
妥協していないAtom N2800まで幅広いCPUに対応
しています。
システムに最適なCPUを選択いただくため無償の
評価用貸出機をご用意しています。

幅広いCPUラインナップ幅広いCPUラインナップ幅広いCPUラインナップ

2台のHDDを搭載し、RAID 1(ミラーリング)を2台のHDDを搭載し、RAID 1(ミラーリング)を
構築することができるモデルを用意しています。構築することができるモデルを用意しています。
高い信頼性が要求されるシステムに最適です。高い信頼性が要求されるシステムに最適です。

2台のHDDを搭載し、RAID 1(ミラーリング)を
構築することができるモデルを用意しています。
高い信頼性が要求されるシステムに最適です。

RAID（ミラーリング)

信頼性の高い産業用部品を採用しております。信頼性の高い産業用部品を採用しております。
アルミ電解コンデンサ等の寿命部品を使用せずアルミ電解コンデンサ等の寿命部品を使用せず
長寿命・高信頼性を確保します。 長寿命・高信頼性を確保します。 

信頼性の高い産業用部品を採用しております。
アルミ電解コンデンサ等の寿命部品を使用せず
長寿命・高信頼性を確保します。 

産業用部品採用

FANレス, 半導体ディスク運用により、稼動部をFANレス, 半導体ディスク運用により、稼動部を
排除しています。耐衝撃性, 耐振動性が優れています。排除しています。耐衝撃性, 耐振動性が優れています。
FANレス, 半導体ディスク運用により、稼動部を
排除しています。耐衝撃性, 耐振動性が優れています。

ゼロスピンドル

駆動部があると劣化します。寿命部品としていずれ
メンテナンス, 交換が必要になります。
また振動や衝撃等の外的要因が回転軸に影響し、
故障の原因となります。
FANレス, ディスクレスにこだわった設計でメンテナンス
フリーを実現しています。FANが必要な製品も簡単に交換
しやすい設計でメンテナンスの負荷を軽減しています。

メンテフリーへのこだわりメンテフリーへのこだわりメンテフリーへのこだわり
FAコントローラと名乗っていますが、中身はパソコンです。
但し、パソコンとの違いは、部品選定から工業用部品を採用
することで、信頼性と長期供給を実現しております。
また電源ブチ切り, RAID, 瞬時電圧低下対策装置等、
FA分野に必要な機能に特化したモデルも用意しています。

パソコンにはない付加価値パソコンにはない付加価値パソコンにはない付加価値

PCIバス用インタフェースモジュールは、1997年の発売
から約300種類を販売してきました。まだまだ継続販売を
いたしますので、長期安心FAコントローラとあわせてPCI
バスで構築したシステムの資産を生かすことができます。

PCIバスの継続PCIバスの継続PCIバスの継続

151mm

232mm

155mm

Windows XP 環境をまだまだ延命できます。
Microsoft社の延長サポートは終了しましたがWindows XP Professionl for Embedded Systemsは、
2016年12月31日まで販売可能です。

Windows XP 販売終了まであと1年

インタフェースの長期供給・長期サポート体制
・組込機器向けのOSラインナップ Windows EmbeddedシリーズのWindows Embedded Standard 2009で
  あれば2019年1月8日までMicrosoft社のサポート、 2024年1月8日までの提供が可能です 。 
・Windows XP Professionl for Embedded Systemsとほぼ互換のOSである
  Windows Embedded Standard 2009を使用することで2019年1月8日まで
  Microsoft社のサポート”あり”で使用を継続できます。
  もちろん弊社インタフェースモジュール用ドライバも供給し続けます。
  Windows XPの環境をまだまだ使いたい方、弊社技術サポートへご相談ください。

Windows XP Professional ラスト！

長期安心FAコントローララインナップ

会期：2016年5月11日(水)
                      ～13日(金)
　　  10：00～18：00
        ※ 13日(金)は17:00まで
会場：東京ビッグサイト

第5回 IoT/M2M展 春
に出展します。

Windows XP Professional
for Embedded Systems

Windows Embedded
Standard 2009

市販Windows同等 約6,000種

～2016/12/31 ～2024/01/08

(サポート終了) ～2019/01/08

×

×

EWF

HORM

× ○
(EWF有効に限る)

正式OS名

パッケージ

OS供給

延長サポート

ライトフィルタ

高速起動
強制電源OFF
(電源ブチ切り)
CPU監視・制御
対応言語
型式

○○
日本語 / 英語

(W) (S)
日本語 / 英語

OSをROM化することでOSをROM化することでシャットダウン手続き無しシャットダウン手続き無しで
本体電源をOFFしてもディスクの中身は壊れません。本体電源をOFFしてもディスクの中身は壊れません。
このためキーボード/マウスによるシャットダウンこのためキーボード/マウスによるシャットダウン
操作は不要となり、ブレーカと連動させてシステムの操作は不要となり、ブレーカと連動させてシステムの
開始・停止ができます。開始・停止ができます。

OSをROM化することでシャットダウン手続き無しで
本体電源をOFFしてもディスクの中身は壊れません。
このためキーボード/マウスによるシャットダウン
操作は不要となり、ブレーカと連動させてシステムの
開始・停止ができます。

電源ブチ切り対応電源ブチ切り対応電源ブチ切り対応

更に、産業用FAコントローラとして使われ続ける理由があります。更に、産業用FAコントローラとして使われ続ける理由があります。更に、産業用FAコントローラとして使われ続ける理由があります。

通常7年の修理期間を通常7年の修理期間を最大15年最大15年に
伸ばすことができます。伸ばすことができます。
10年～15年運用が当たり前の10年～15年運用が当たり前の
社会インフラにも対応しています。社会インフラにも対応しています。

また保守としての修理費用の計上がまた保守としての修理費用の計上が
難しい場合に難しい場合に定額修理契約定額修理契約を結んでを結んで
頂くことで修理費用を一定にする頂くことで修理費用を一定にする
ことができます。ことができます。

故障箇所の故障要因解析を承ることも故障箇所の故障要因解析を承ることも
可能です。可能です。

修理サービス延長契約修理サービス延長契約
通常7年の修理期間を最大15年に
伸ばすことができます。
10年～15年運用が当たり前の
社会インフラにも対応しています。

また保守としての修理費用の計上が
難しい場合に定額修理契約を結んで
頂くことで修理費用を一定にする
ことができます。

故障箇所の故障要因解析を承ることも
可能です。

修理サービス延長契約 2015年 2025年 2035年
発売開始

10年継続生産

生産中止 生産中止から10年

無償
保証
期間

保証期間延長
(製品使用登録で2年延長)

修理は無償 修理は有償

修理サービス

(7年)

(2年) (2年)

修理サービス延長契約(購入時に契約が必要)(購入時に契約が必要)修理サービス延長契約(購入時に契約が必要)

修理サービス

(修理サービス延長契約は生産中止から生産中止から
10年を超える契約はできません)10年を超える契約はできません)
(修理サービス延長契約は生産中止から
10年を超える契約はできません)

ご
購
入

(最長8年）

(7年) (3年)

修理サービス延長契約修理サービス延長契約
ご
購
入

有償
湿度湿度の高い環境や、の高い環境や、腐食性ガス腐食性ガスが発生する環境にが発生する環境に
対応したコーティングを基板に対して実施できます。対応したコーティングを基板に対して実施できます。
湿度の高い環境や、腐食性ガスが発生する環境に
対応したコーティングを基板に対して実施できます。

防湿, 耐腐食性ガスコーティング 有償

電源供給が不安定な環境でも安心して使用できる、
瞬低対策装置もオプションで用意しています。

JPS-BU01

瞬低対策

プションで用意しています。

TEL L ： 050-3032-9900050-3032-9900
FAX FAX ： 050-3032-9901050-3032-9901

カスタマーサポートセンタ

URLURL ： www.interface.co.jp www.interface.co.jp 
E-mail E-mail ： support@interface.co.jpsupport@interface.co.jp

詳しくは詳しくはwebsitewebsiteまでまで

製品の仕様、デザイン、価格については、予告なく変更する場合があります。本広告に記載した会社名、商品名は、各会社の商標または登録商標です。 SAMT-16-000406-01

wwwwww.interface.co.jp  interface.co.jp  wwwwww.interface.co.jp  interface.co.jp  
☎

長く運用するシステムだからこそ長く運用するシステムだからこそ維持管理コスト維持管理コストが重要です。が重要です。
短期間で製造中止短期間で製造中止となる製品を採用すると、システムをとなる製品を採用すると、システムを
維持するための世代交代に製品調査や評価等のコストが維持するための世代交代に製品調査や評価等のコストが
発生します。発生します。
長期供給と壊れにくい設計で評価コストを抑えて長期供給と壊れにくい設計で評価コストを抑えて
トータルコストを低くすることができます。トータルコストを低くすることができます。

長く運用するシステムだからこそ維持管理コストが重要です。
短期間で製造中止となる製品を採用すると、システムを
維持するための世代交代に製品調査や評価等のコストが
発生します。
長期供給と壊れにくい設計で評価コストを抑えて
トータルコストを低くすることができます。

運用年

トータルコスト逆転

一般PC

更新コスト

初期コスト

長期安心
FAコントローラ積

算
コ
ス
ト

※ システム拡張のために数年毎製品を調達される場合
更新コスト = 後継品調査, 評価, 変更, 移行費用等

トータルコストへの寄与トータルコストへの寄与トータルコストへの寄与

DOS日本語
らくらくパッケージ

http://www.interface.co.jp/long_ssfa/index.asp

