
PFX2000 シリーズは機能単位のユニットを組み合わせることによってシステムを
構築しますので、各機能単位にそれぞれ取扱説明書を添付しておりません。
本製品を含めた基本システムの取り扱いについては、120ch コントロールユニット
PFX2121 に添付される
「PFX2000 シリーズ 充放電バッテリテストシステム 取扱説明書」

をお読みください。
システムを構築するとき、および構築後のハードウェアの取り扱いについては、上
記の取扱説明書を参照してください。
また、PFX2000 シリーズ充放電バッテリテストシステムの操作はアプリケーショ
ンソフトウェアBPChecker 2000を使って行います。本システムの操作については、
「BPChecker 2000ユーザーズマニュアル」

をお読みください。

開梱時の点検

製品がお手元に届きしだい、付属品が正しく添付されているか、本製品および付属
品が損傷していないか、お確かめください。
万一、損傷または不備がございましたら、お買い上げ元または当社営業所にお問い
合わせください。

図1 付属品

ラックマウント用
丸さらねじ M5x14　4本

ラックマウント用
カップワッシャー　4枚

ユニット固定用ねじ
M3x8 10本（予備を含む）

TP-BUS コネクタ　1個 TP-BUS用コア　1 個 ドライバ　1本

サーミスタ
10 個

本製品の取り扱いについて
本書1 枚

出力コネクタ
10個
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The PFX2000 Series Charge/Discharge Battery Test System is configured by com-
bining individual functional units. Therefore, an operation manual is not provided
for each functional unit.

For information on the handling of the basic system consisting this product see the
following manual that came with the PFX2121 120-ch Control Unit.

PFX2000 Series Charge/Discharge Battery Test System Operation
Manual

Refer to the manual above for information on system configuration and the handling
of the hardware after configuration.

The PFX2000 Series Charge/Discharge Battery Test System is controlled using
BPChecker2000, an application software. For details on the operation of the system,
see the following manual.

BPChecker2000 User's Manual

Checking the Package Contents

When you receive the product, check that all accessories are included and that the product
and accessories have not been damaged during transportation.

If any of the accessories are damaged or missing, contact your Kikusui agent or distributor.

Fig.1 Accessories

Rack mount oval head screw 
M5x14 (4 pcs.)

Rack mount cup washer 
(4 pcs.)

Unit attachement screw 
M3x8 (10 pcs. Includes spares)

TP-BUS connector (1pc.) TP-BUS core (1 pc.) Flatblade screw driver (1 pc.)

Thermistor (10 pcs.) Handling of the product 
(this document, 1 sheet)

Output connector (10 pcs.)
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5-Unit Frame
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