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ラック取付オプション 
RM-44S / RM-44D / RM-SH / RM-SF / RM-SBP 取扱説明書 
 
● この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 
● 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みく

ださい。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。 
 
この取扱説明書をお読みいただく前に 
● この取扱説明書の無断転載を禁じます。 
● お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図などが一部異な

る場合がありますのでご了承ください。 
● 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。最新の取扱説明書は、弊社のホ

ームページからダウンロードできます。http://www.idk.co.jp/ 
 

同梱物の確認 
同梱物がすべてそろっているかご確認ください。 
万一、同梱物に不備がありましたら、お手数ですが弊社の本社営業部または各営業所までご連絡くださ

い。 
 

 
RM-44S  RM-44D 
ラック取付金具 1 個  ラック取付金具 2 個 
ラック取付金具(長) 1 個  連結金具 2 個 
M4 ねじ (バインドM4×L6) 6 本  M4 ねじ (バインドM4×L6) 12 本 
取扱説明書 (本書) 1 部  M3 ねじ (バインドM3×L5)  6 本※ 
   取扱説明書 (本書) 1 部 
     
RM-SH  RM-SF 
棚板 (ハーフ) 1 枚  棚板 1 枚 
ラック取付金具 1 個  M3 ねじ (バインドM3×L5) 10本※ 
M4 ねじ (バインドM4×L6) 6 本  取扱説明書 (本書) 1 部 
M3 ねじ (バインドM3×L5)  6 本※    
取扱説明書 (本書) 1 部    
     
RM-SBP   
ブランクパネル 1 個    
M3 ねじ (バインドM3×L5) 2 本    
取扱説明書 (本書) 1 部    

※予備が 2 本含まれます。 
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取り付けと設置前の注意事項 
本製品を使用するにあたり、次の事項をお守りください。 
＜取り付ける機器について＞ 

・ 通電していない状態で作業を行ってください。 
・ 底面にゴム足がついている場合は外してください。 

 
＜取り付け作業を行うときは＞ 

・ 作業前に身体の帯電を除去してください。 
・ 本製品の取り付け、ねじの締め付けは確実に行ってください。 
・ ねじの締め付けは必ず適正トルクで行ってください。 

M3：0.59 N･m (約 6.1 kgf･cm)、M4：1.47 N･m (約 15.0 kgf･cm) 
 
＜ハーフラック 1U 製品に対するラック取付オプションの固定部について＞ 

ハーフラック 1U 製品には、ラック取付オプション固定部のねじ穴が 2 カ所のものがあります。

また、ラック取付オプション固定部がねじ留めされている製品は、ねじを取り外してから作業を

進めてください。 
 

 

ラック取付オプション
の固定部

 
 

[図 1] ラック取付オプションの固定部 

 

RM-44S の取り付け 
付属のM4 ねじを使い、ラック取付金具とラック取付金具 (長) をハーフラック 1U 製品の側面に取り付

けます。 
 

ラック取付金具 (長)

ラック取付金具

M4ねじ (付属)
ハーフラック1U製品

M4ねじ (付属)

 
 

[図 2] RM-44S の取り付け 
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RM-44D の取り付け 
1. 付属のM4ねじを使い、ラック取付金具と連結金具をハーフラック 1U製品の側面に取り付けます。

連結金具は左右同じパーツです。取り付け方向は図 4 をご参照ください。 
 

ラック取付金具

連結金具

ラック取付金具

M4ねじ (付属) ハーフラック1U製品

M4ねじ (付属)

M4ねじ (付属)

 
 

[図 3] RM-44D の取り付け 

貫通穴M3タップ穴

貫通穴 M3タップ穴  
[図 4] 連結金具の取り付け方向 

 
2. 付属のM3 ねじを使い、ハーフラック 1U 製品に取り付けた連結金具を連結します。 

M3ねじ (付属)

M3ねじ (付属)

 
[図 5] ハーフラック 1U製品の連結 
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RM-SH の取り付け 
1. 付属のM4 ねじを使い、棚板 (ハーフ) をハーフラック 1U 製品の側面に取り付けます。 

 

M4ねじ (付属)

ラック取付金具

棚板 (ハーフ)

ハーフラック1U製品 M4ねじ (付属)
 

 
[図 6] RM-SHの取り付け 

 
 
2. 付属のM3 ねじを使い、棚板 (ハーフ) の底面から製品を固定します。 

棚板 (ハーフ) には、薄型ハーフラックサイズ製品であれば 1 台、クォーターラックサイズ製品で

あれば 2 台搭載することができます。 
 

M3ねじ (付属)

薄型ハーフラックサイズ製品

薄型ハーフラックサイズ製品: 4ヵ所
クォーターラックサイズ製品: 2ヵ所  

 

[図 7] 棚板 (ハーフ) への製品の取り付け 
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RM-SF の取り付け 
付属のM3 ねじを使い、棚板の底面から製品を固定します。 
棚板には、薄型ハーフラックサイズ製品であれば 2 台、クォーターラックサイズ製品であれば 4 台搭載

することができます。 
 

M3ねじ (市販)

薄型ハーフラックサイズ製品

クォーターラックサイズ製品
クォーターラックサイズ製品

ブランクパネル

棚板

薄型ハーフラックサイズ製品: 4ヵ所

クォーターラックサイズ製品: 2ヵ所  
 
 

[図 8] RM-SF への製品の取り付け 
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RM-SBP の取り付け 
付属のM3 ねじを使い、棚板の底面からブランクパネルを固定します。 
ブランクパネルは、1 個でクォーターラックサイズ、2 個でハーフラックサイズの幅となります。 
 
■ 組み合わせ例 1 
“棚板 (ハーフ)” (RM-SH) と“ブランクパネル” (RM-SBP) の組み合わせ 
 

ハーフラック1U製品

クォーターラックサイズ製品

棚板 (ハーフ)

ブランクパネル

 
 

[図 9] RM-SHと RM-SBP の組み合わせ例 

 
 
■ 組み合わせ例 2 
“棚板” (RM-SF) と“ブランクパネル” (RM-SBP) の組み合わせ 
 

薄型ハーフラックサイズ製品

棚板

ブランクパネル

クォーターラックサイズ製品

 
 

[図 10] RM-SFと RM-SBP の組み合わせ例 
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外形寸法と質量 
 
■ RM-44S 

 

質量 0.3 kg
※ねじとハーフラック1U製品を除く

 
[図 11] RM-44S の外形寸法と質量 

■ RM-44D 
 

質量 0.2 kg
※ねじとハーフラック1U製品を除く

 
[図 12] RM-44D の外形寸法と質量 

■ RM-SH 
 

質量 0.6 kg
※ねじとハーフラック1U製品を除く

 
[図 13] RM-SH の外形寸法と質量 
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■ RM-SF 
 

質量 1.1 kg
※ねじを除く

 
[図 14] RM-SF の外形寸法と質量 

 
■ RM-SBP 

 

質量 81 g
※ねじを除く  

 
[図 15] RM-SBP の外形寸法と質量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 アイ・ディ・ケイ 
本   社 〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1 

 TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765 

  
関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-5 大同生命江坂第 2 ビル 5階 

 TEL (06) 6192-0764 FAX (06) 6192-0906 

  
九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2 八百治センタービル 3 階 

 TEL (092) 431-0764 FAX (092) 431-0906 

  E メールアドレス info@idk.co.jp  ホームページ http://www.idk.co.jp/ 
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