PatchRunner™ 2 垂直管理パネルおよびラック
部品番号: シート 2 を参照
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部品番号

対応ラック

4 ポスト

2 ポスト

高さ 2134 mm
(7 フィート)

R4P*/R4PCN*
R4P23/R4P23CN
R4P36*/R4P36CN*
R4P42/R4P42CN

R2P*
R2PS
R2PW
R2P6S

PR2VFD0696
PR2VFD0896
PR2VFD1096
PR2VFD1296

高さ 2438 mm
(8 フィート)

R4P96/R4PCN96
R4P2396/R4P23CN96
R4P3696/R4P36CN96
R4P4296/R4P42CN96

R2P96
R2P6S96

PR2VFD0679
PR2VFD0679

高さ 1981 mm
(6.5 フィート)

R4P79lR4PCN79

R2P79

両面タイプ

表面タイプ

高さ 2134 mm
(7 フィート)

PR2VD06*
PR2VD08*
PR2VD10*
PR2VD12*

PR2VFD06*
PR2VFD08*
PR2VFD10*
PR2VFD12*

高さ 2438 mm
(8 フィート)

PR2VD0696
PR2VD0896
PR2VD1096
PR2VD1296

高さ 1981 mm
(6.5 フィート)

PR2VD0679
PR2VD1279

「*」の付いた部品番号には白バージョンもあります。白をご指定
の場合は部品番号の末尾に「WH」を付加してください。

「*」の付いた部品番号には白バージョンもございます。白をご指
定の場合は部品番号の末尾に「WH」を付加してください。

部品内容

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネル 両面ドア付き (1)
M10 セレート付きフランジボルト (8)
M10 セレート付きフランジナット (8)

PatchRunner™ 2 垂直ケーブル管理パネルはどちらの側を前にしても取り付けることができます。

約40% の
容量

約60% の
容量

約60% の
容量

約40% の
容量

大容量側を
前にした場合

小容量側を
前にした場合
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ドアの取り外し
注意：ドアを完全に取り外さず、ラック
に近いほうのドアを開いて垂直ケーブ
ル管理パネルを取り付けることもできま
す。ドアの開き方については 7 ページ
を参照してください。

垂直ケーブル
管理パネル

ドア

ドアを取り外すには、両方のノブを
外側に回します。
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垂直ケーブル管理パネルのラックへの取り付け

部品の高さおよびラックが 2 ポストか 4 ポストかにかかわらず、垂直ケーブル管理パネルは M10 セレート付きフランジボルト (4) と
M10 セレート付きフランジナット (4) を使用して 4 カ所でラックに固定します。
垂直ケーブル
管理パネル

垂直ケーブル
管理パネル

ラック

ラック

ラックでは、垂直ケーブル管理パネルを固定できる取り付
け穴が対になっていますが、垂直ケーブル管理パネルはそ
れらの対のどちらか一方の取り付け穴だけを使用して固定
します。
大容量側を前にして取り付ける場合は、一番下は前側の
ラック穴、中間は後側のラック穴、一番上は前側のラック
穴を使います。
小容量側を前にして取り付ける場合は、一番下は後側の
ラック穴、中間は前側のラック穴、一番上は後側のラック
穴を使います。

M10 セレート付きフランジボルト (4) と M10 セレート付
きフランジナット (4) を使用して、垂直ケーブル管理パネル
をラックに取り付けます。
垂直ケーブル管理パネルの
大容量側を前にして取り付け
る場合

垂直ケーブル管理パネルの
小容量側を前にして取り付け
る場合

一番上
2箇所

M10セレート付きフランジ
ボルトおよび M10セレート付

一番上
2箇所
(前側のラック
穴を使用)

中間
(後側のラック
穴を使用)

一番下
(前側のラック
穴を使用)

きフランジナット

(前側のラッ
ク穴を使用)

M10セレート付きフランジ
ボルトおよび M10セレート付
きフランジナット

中間
(後側のラッ
ク穴を使用)

M10セレート付きフランジ
ボルトおよび M10セレート付

一番下
(前側のラッ
ク穴を使用)

きフランジナット

大容量側を前にした場合の
詳細図

小容量側を前にした場合の
詳細図

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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ドアの取り付け
ヒンジピン

スロット

ロック位置になっている
ドアノブ

ヒンジピン

スロット (1) は
見えていません

4 カ所のドアヒンジピンをドア支持のスロットに合わせて、奥まで押し込むと、図に示すようにドアノブが

ロック位置にセットされます。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
5/15 ページ

TEL：03-6863-6060

取扱説明書

© Panduit Corp. 2019

V00029MX_REV02

ドアを取り外す場合は、3 ページの説明に従ってください。
ドアを右に開く場合は、左側のノブを噛み合うまで反時計回りに回します。ドアを左に開く場合は、右側のノブを
噛み合うまで時計回りに回します。

ドアを右側に開く

噛み合った状態の左ノブ

ドアを左側に開く

噛み合った状態の右ノブ
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フィンガーの取り外しおよび交換
フィンガーを取り外すには:
手順 2:
フィンガー部を管理パネルの内側に
向けて押し込みます。

手順 1:
図に示す 4 カ所のプラスチックラッ
チを、フィンガー部を前方に押しな
がらマイナスドライバーで慎重に緩
めます。

ラッチ位置

ラッチ位置

ラッチ位置

ラッチ位置

フィンガーを交換するには:
フィンガー固定タブを管理パネ
ルのステンレスフランジ下の取
り付けスロットに合わせ、フィ
ンガー部を管理パネルの外側に
向けてカチッと音がするまで押し
込みます。
注意: 部品の数か所を押して固定
してください。

フィンガー固定タブを管理パネル
の取り付けスロットに合わせます。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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PatchRunner™ 2 垂直管理パネルへのエンドパネルの取り付け
部品番号: PR2VEP、PR2VEPWH、PR2VEP96

下部パネルの取り付け:

2134 mm (7 フィート) ラック
管理パネルにある四角形

2438 mm (8 フィート) ラック
管理パネルにある四角形

連結用
フック

連結用
フック

下部パネル
下部パネル

下部パネルにあるダイヤ形

下部パネルにあるダイヤ形

手順 1: 図に示すように、下部パネル上部の連結用フックを使用して、管理パネルにある四角形に取り付けます。

2134 mm (7 フィート) ラック

2438 mm (8 フィート) ラック

M10 x 16 セレート付き六角ボ
ルトおよび M10 セレート付き六
角ナット

M10 x 16 セレート付き六角ボ
ルトおよび M10 セレート付き
六角ナット

M10 x 16 セレート付き六角ボ
ルトおよび M10 セレート付き六
角ナット

M10 x 16 セレート付き六角ボ
ルトおよび M10 セレート付き六
角ナット

手順 2: M10 x 16 セレート付き六角ボルト (2) と M10 セレート付き六角ナット (2) を使用して固定します。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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上部パネルの取り付け:

2134 mm (7 フィート) ラック

2438 mm (8 フィート) ラック
ケーブル管理パネル上部

ケーブル管理パネル上部

連結用
フック

連結用
フック

取り付け
穴を合わ
せます

取り付け
穴を合わ
せます

上部
パネル

上部
パネル

取り付け
穴を合わ
せます

取り付け
穴を合わ
せます

手順 1: 図に示すように、パネル上部の連結用フックを使用して、取り付け穴を合わせながら管理パネル上部に被
せるように取り付けます。

2134 mm (7 フィート) ラック

2438 mm (8 フィート) ラック
(1) M10 x 16 mm セレー
ト付き六角ボルトと M10 セ
レート付き六角ナット (1)

M10 x 16mm セレート付
き六 角 ボ ルト (1) と M10
セレート付き六角ナット (1)

M6 x 16mm セ レ ート 付
き六角ボルト (2) と M6 セ
レート付き六角ナット (2)

(2) M6 x 16 mm セレ ート
付き六角ボルトと M6 セレー
ト付き六角ナット (2)

手順 2: M6 x 16mm セレート付き六角ボルト (2) と M6 セレート付き六角ナット (2) を使用して固定します。
手順 3: 追加の M10 x 16mm セレート付き六角ボルト (1) と M10 セレート付き六角ナット (1) で固定します。
技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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PatchRunner™ 2 垂直管理パネルおよびオープンラック用ウォーターフォールの取り付け
部品番号:
PR2VWF, PR2VWFWH
PR2VWFの幅の調節
1) プラスドライバーで4箇所のネジを緩めて

（取り外さない）、取り付けるラックに対
応したマーカーに合うようにウォーター
フォールの幅を調節します。

2) 4箇所のネジを締めます。

マーカー
（内側）
マーカー（外側）
ウォーターフォール
スロット

M6 x 8mm
ネジ(4)
バックボーン

R2Pの場合: マーカー（内側）
1) 図に示すように、ウォーターフォールのス

ロットを管理パネルのバックボーン部の縁に
合わせます。

2) ウォーターフォール固定ブラケットをラック
上部の下方向から取り付け、フランジ部でブ
ラケットを受け止めます。ブラケットの穴と
ウォーターフォールの穴を合わせます。

3) M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーター

フォールと固定ブラケットを固定します。

ウォーターフォール固定ブラケット
ウォーターフォール
スロット

M6 x 8mm
ネジ(4)
バックボーン

R2P6Sの場合: マーカー（内側）

1)) 図に示すように、ウォーターフォールのス

ロットを管理パネルのバックボーン部の縁に
合わせます。

2)) ウォーターフォール固定ブラケットをラック
上部の下方向から取り付け、フランジ部でブ
ラケットを受け止めます。ブラケットの穴と
ウォーターフォールの穴を合わせます。

3)) M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーターフォー
ウォーターフォール固定ブラケット

ルと固定ブラケットを固定します。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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PatchRunner™ 2 垂直管理パネルおよびオープンラック用ウォーターフォールの取り付け
ウォーターフォール
スロット

M6 x 8mm
ネジ(4)
バックボーン

ER4Pの場合: マーカー（内側）
1)) 図に示すように、ウォーターフォールのス

ロットを管理パネルのバックボーン部の縁に
合わせます。

2)) ウォーターフォール固定ブラケットをラック
上部の下方向から取り付け、フランジ部でブ
ラケットを受け止めます。ブラケットの穴と
ウォーターフォールの穴を合わせます。

3)) M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーター

フォールと固定ブラケットを固定します。

ウォーターフォール固定ブラケット

ウォーターフォール
スロット

M6 x 12mm
ネジ(2)
バックボーン

R4Pの場合: マーカー（ 側）
1)) 図に示すように、ウォーターフォールのス

ロットを管理パネルのバックボーン部の縁に
合わせます。

2)) ブラケットとウォーターフォールの穴を合わせ
ます。

3)) M6 x 12mm ネジ (2)とM6セレート付き六角
ナット(2) を使って固定します。

M6 セレート付き
六角ナット (2)

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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他の対応アクセサリ (別売)
PatchRunner™ 2 垂直管理パネル用リアゲートの取り付け
部品番号：PR2VRGSK06, PR2VRGSK08, PR2VRGSK10, PR2VRGSK12
PR2VRGSK06

PR2VRGSK08

PR2VRGSK10

PR2VRGSK12

取り付け方法（工具不要。垂直ケーブル管理パネルの4箇所に取り付け）

両端の固定用ボルトで、回転式
リアゲートをリアゲートブラ
ケットに取り付けます。

垂直ケーブル管理パネル

外側のスロットに
ラッチを取り付け
ます。

結束バンド固定
用スロット（両
サイド）

#6-32ネジを使っ
て、手で締め付
けます。
ラッチ部分を上部
中央の鍵穴に取り
付けます。

リアゲート
ブラケット

取り付け可能 垂直ケーブル管理パネル
● PR2VF06**およびPR2VF0696**
● PR2VF08**およびPR2VF0896**
● PR2VF10**およびPR2VF1096**
● PR2VF12**およびPR2VF1296**

** 白をご指定の場合は＊＊に「WH」を入れてください。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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リアゲート
垂直ケーブル
管理パネル
（表面タイプ）

左側の固定用ボルト
を緩めると、右側に
ゲートを開けます。

右側の固定用ボ
ルトを緩める
と、左側にゲー
トを開けます。

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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他の対応アクセサリ (別売)
余長収納スプールの取り付け (PRSP5 または PRSP7)
手順 1: 取り付け面の突起と取り付けレッグスロットを
合わせます。

手順 2: 取り付け面とバックボーンが平らに
なるまで、スプールの突起部分を
バックボーンに通します。

取り付けレッグスロット

取り付け面

判りやすくするためフィンガーを
省略しています

手順 3: プラスチックスプールがカチッとはまるまで押
し下げます。
余長収納スプールの取り外し/交換
手順 4: 上向きの圧力をかけながら、アングル型
フランジを引っ張ります。
手順 5: 手順 1 〜 3 を繰り返します。
アングル型フランジ
ブランクカバーの取り付け (PR2VBPK)

貫通穴の上からカバーを押し込んで、
固定します。

グロメットの取り付け(PR2VGK)
貫通穴の上からグロメットを押し込
んで、固定します。

ケーブルリテーナーの取り付け (WR5E-X)

クリップでケーブル管理パネルのフィンガー
を挟むように固定します。

ケーブル
リテーナー

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
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ウォーターフォール

垂直ケーブル
管理パネル

ウォーターフォール
垂直ケーブル
管理パネル

上部パネル

ドア

下部パネル

ラック
ラック

2 ポストラックに取り付けた垂直ケーブル

4 ポストラックに取り付けた垂直ケーブル

管理パネルおよびアクセサリ

管理パネルおよびアクセサリ

E-mail:
jpn-toiawase@panduit.com

技術的なお問い合わせ
パンドウイット

カスタマーサービス

http://www.panduit.co.jp/
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