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4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

ラックマウント
Rack Mount Chassis

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

出荷日
１〜５台 翌日（当日）
6台〜 都度見積

スタイリッシュな
マザーボード用シャーシ
●フロント5インチベイ×3、3.5×1；内部3.5インチベイ×1
●取っ手は取り外すことができ、縦置きにも対応。

型式 単　　　　価
1〜9台 10〜19台 20〜29台

PCBC-U4004MB ¥28,000 ¥27,800 ¥27,400

※�下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ
QCTセンターまでお問合わせください。

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

出荷日
１〜５台 翌日（当日）
6台〜 都度見積

型式 添付バックプレーンタイプ 単　　　　価
1〜9台 10〜19台 20〜29台

PCBC-U4004BP なし ¥28,000 ¥27,800 ¥27,400
PCBC-U4004BP-14A7 2PICMG/7PCI/5ISA ¥45,700 ¥44,700 ¥43,700
PCBC-U4004BP-14AC 2PICMG/12PCI/1ISA ¥50,000 ¥48,500 ¥47,600
PCBC-U4004BP-SGP12 2PICMG/12PCI/1ISA ¥41,500 ¥41,300 ¥40,900
PCBC-U4004BP-SGP4 2PICMG/4PCI/8ISA ¥34,100 ¥33,900 ¥33,500
PCBC-U4004BP-SGP7 2PICMG/7PCI/5ISA ¥40,800 ¥40,600 ¥33,500

※�下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ
QCTセンターまでお問合わせください。

仕様
材質 スチール

ドライブベイ フロント：5.25インチ×3、3.5インチ×1
内部：3.5インチ×１

I/O フロント：USB×2　リア：COMポート×１、パラレルポート×１
クーリングファン 12cm×１
防塵フィルタ 10mm防塵フィルタ装着済み

操作スイッチ・LED※2 電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、
HDD�LED×1、電源�LED×1

スピーカ なし
動作環境 温度：0〜40℃、湿度：10%〜90％RH（結露なきこと）
重量・外形寸法（mm） 14.5kg、482（W）×448.7（D）×177（H）

仕様
材質 スチール
ドライブベイ フロント：5.25インチ×3、3.5インチ×1　内部：3.5インチ×１
I/O フロント：USB×2　リア：パラレルポート×１
クーリングファン 12cm×1
防塵フィルタ 10mm防塵フィルタ装着済み
操作スイッチ・LED※2 電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、HDD・LED×1、電源・LED×1
スピーカ なし
動作環境 温度：0〜40℃、湿度：10%〜90％RH（結露なきこと）
重量・外形寸法（mm） 13.5kg、482（W）×448.7（D）×177（H）

・お選びいただくバックプレーンおよびCPUカード
などの構成により装着できる拡張カードの枚数が
異なります。
・バックプレーンはお客様の組み立てとなります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあり
ます。

スタイリッシュな
バックプレーン用ブラックシャーシ
●フロント5インチ×3、3.5インチ×1；内部3.5インチ×1
●取っ手は取り外すことができ、縦置きにも対応。
●フロントUSB×2
●14スロット搭載可能

EIA
4U

シャーシ型式 適合電源 適合マザーボード
型式 掲載ページ 型式 掲載ページ

PCBC-U4004MB

PCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R

a8223ページ
a8323ページ
a8316ページ
a8317ページ

PCMB-SBC600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R

a8203ページ
a8217ページ
a8219ページ

PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R

a8323ページ
a8323ページ
a8316ページ
a8317ページ
a8317ページ

PCMB-SBC600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SBC330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R

a8203ページ
a8205ページ
a8207ページ
a8209ページ
a8211ページ
a8213ページ
a8215ページ
a8217ページ
a8219ページ
a8221ページ
a8223ページ
a8225ページ
a8227ページ

EIA
4U

単位：mm

PCBC-U4004BP/PCBC-U4004MB
※バックパネルのほかは共通仕様となっており、外形寸法に違いは
ありません。

フロント

外形寸法図

シャーシ型式 適合電源 適合バックプレーン 適合CPUカード
型式 掲載ページ 型式 掲載ページ 型式 掲載ページ

PCBC-U4004BP

PCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R

a8323ページ
a8323ページ
a8316ページ
a8317ページ

なし − なし −

PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R

a8323ページ
a8323ページ
a8316ページ
a8317ページ
a8317ページ

PCBP-PBP14A7-400-R a8242ページ PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R

a8233ページ
a8237ページ

PCPS-HNSP520-20-4-R
PCPS-ENSP450-P4P20-R
PCPS-ENSP300-P4-R
PCPS-PCSA650-P20-R
PCPS-PCSA500-P20-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R

a8323ページ
a8323ページ
a8318ページ
a8316ページ
a8317ページ
a8318ページ
a8318ページ

PCBP-PBP14AC-R a8242ページ PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R

a8233ページ
a8237ページ

PCBP-214SGP12-R
PCBP-214SGP7-R
PCBP-214SGP4-R

a8242ページ
a8242ページ
a8243ページ

PCPU-FSB359J-R a8235ページ

PCBP-PBP14I※
※�別途PCPS-PSW005が必要
です
※�ノンストップ電源はご使用にな
れません

a8244ページ

PCPU-FSB359J-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPU-HISAJ-R
PCPU-HISAM-1G-R

a8235ページ
a8233ページ
a8237ページ
bWeb掲載
a8231ページ


