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形名
形名 付加仕様コード 備考
AQ2170 – ポケットサイズ OPM 
AQ2170H – ポケットサイズハイパワー OPM
AQ2180 – ハンディー OPM
AQ2180H – ハンディーハイパワー OPM
AQ4280A – 光源 (1310/1550nm)
AQ4280B – 光源 (1310/1490/1550nm)
AQ4280C – 光源 (1310/1550,1490/1625nm)

安全にご使用いただくために
本機器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。本機器の取り扱い
にあたっては下記の注意事項を必ずお守りください。このマニュアルは製品の一部として重要な内容
を含んでいます。本機器を廃棄するまで、本機器を使用するときにすぐご覧になれるところに、この
マニュアルを大切に保存してください。これらの注意に反したご使用により生じた障害については、
YOKOGAWA は責任と保証を負いかねます。なお、本機器の操作については、CD に収められているマ
ニュアルをご覧ください。

感電事故など、使用者の生命や身体に危険が及んだり、機器損傷の恐れがあるため、次の注意事項
をお守りください。

	 警　　告
レーザー光
保護用具を用いずにレーザーの直接光、鏡面反射光、または間接光を見ないでください。
また、レーザー光を目に当てないでください。失明または眼の障害の危険があります。未
使用の光コネクタにはカバーを付けてください。
ガス中での使用禁止
負傷や火災を防ぐため、可燃性、爆発性のガス、または蒸気のあるところでは使用しない
でください。
分解、改造の禁止
本製品を分解したり、改造しないでください。本製品を分解、改造した場合、横河はいか
なる責任も負いかねます。
故障があると思われる場合
本機器に故障があると思われる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	 注　　意
・ 本機器は、長時間に渡って高信頼性を求められる用途用に、設計、製造された製品では

ありません。また、防水、防塵構造ではないので、ほこりの多い環境や水のかかる環境
では使用しないでください。

・ 直射日光や高温、多湿、結露するような環境での保存、使用は避けてください。変形、
絶縁劣化を起こし、仕様を満足しなくなります。

・ 運搬および取扱いの際は振動、衝撃、および静電気を避けてください。特に、落下など
による衝撃に注意してください。

使用環境の制限
使用環境に制限があります。ご注意ください。

	 注　　意
本製品はクラスＡ ( 工業環境用 ) の製品です。家庭環境においては、無線妨害を生ずること
があり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となることがあります。

このマニュアルで使用している記号
	 本機器で使用しているシンボルマークで、人体および機器に危険があることを示す

とともに、ユーザーズマニュアルを参照する必要があることを示します。ユーザー
ズマニュアルでは、その参照ページに目印として使用しています。

	 警　　告	 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その
危険を避けるための注意事項が記載されています。

	 注　　意	 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する
危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

廃電気電子機器
	 (EU WEEE 指令は EEA* で、 UK WEEE 規則は UK で有効です。)

	 この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠します。このマークは、この電気電子
製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

	 EEA または UK で製品を廃棄する場合はお近くの横河オフィスまでご連絡ください。
 * EEA: European Economic Area

電池と廃電池
	 (EU 電池指令 / 規則は EEA で、 UK 電池規則は UK で有効です。)

 この製品には電池が使用されています。このマークは、EU 新電池指令 / 規則と UK
電池規則に規定されているとおり、分別収集が義務付けられていることを示してい
ます。

	 電池の種類
	 アルカリ乾電池
 製品から電池を取外し、電池単体で処分する場合には、廃棄に関する国内法に従い

処分してください。EEA または UK では、電池の回収機構が整備されているため適切
な処置をお願いいたします。

このたびは、ハンディ光パワーメータおよび光源をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保存してください。
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EEA 内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA 内で本製品の当社認定代理人 (AR) を務めます。横河ヨーロッパ・オ
フィスの住所については別紙のお問い合わせ先 (PIM 113-01Z2) をご覧ください。

レーザー製品を安全にご使用いただくために (AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C)
 AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C はレーザー光源を使用しています。本機器は IEC 60825-1:2007 Safe-

ty of Laser Products-Part 1: Equipment classification and requirements の Class 1 laser product にあ
たります。また、2007 年 6 月 24 日付けの Laser Notice No.50 に準ずることにより生じた逸脱する
点を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。

 レーザクラス1ラベル

韓国電波法ヘの対応
 本製品は、韓国電波法に適合しています。韓国では下記に注意して使用してください。
	 이	기기는	업무용	(A 급 )	전자파적합기기로서	판	매자	또는	사용자는	이	점을	주의하시기	바라며 ,
가정외의	지역에서	사용하는	것을	목적으	로	합니다 .

 ( 本製品は業務用 (A 級 ) 電磁波適合機器です。販売者または使用者はこの点に注意し，家庭以外で
使用してください。)

AQ2170/AQ2170H AQ2180/AQ2180H AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C
Registration No: KCC-REM-IMY-EEN342 KCC-REM-IMY-EEN343 KCC-REM-IMY-EEN344
Equipment Name: Optical Powermeter Optical Powermeter Optical Light Source
Trade Name: Yokogawa Test & Measurement Corporation
Manufacturer: Yokogawa Test & Measurement Corporation
Country of Origin: China

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
 この項目は、中華人民共和国国内でのみ有効です。

环保使用期限：环保使用期限：
	 表示该有毒有害物质在该产品中的含量均在GB/T26572	标准规定的限量要求以

下。

マニュアルリスト
AQ2170、AQ2170H
マニュアル名 マニュアル No. 内容
AQ2170/AQ2170H 光パワーメータ 
ユーザーズマニュアル 

IM AQ2170-01JA AQ2170 と AQ2170H の機能と操作方法につ
いて説明しています。付属の CD に pdf デー
タが納められています。.

AQ2170/AQ2170H 光パワーメータ 
オペレーションガイド 

IM AQ2170-02JA AQ2180 と AQ2180H の仕様や基本的な操作
方法について説明しています。印刷物で提供
しています。

AQ2170/AQ2170H/AQ2180/
AQ2180H/AAQ4280A/AQ4280B/
AQ4280C
本機器を安全にご使用いただくた
めに

IM AQ2170-91JA 本書です。AQ2170/AQ2170H/AQ2180/
AQ2180HAQ4280A/AQ4280B/AQ4280C の取
扱上の注意、仕様や基本的な操作方法につい
て説明しています。

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
マニュアル No の「-JA」は言語コードです。
AQ2180、AQ2180H
マニュアル名 マニュアル No. 内容
AQ2180/AQ2180H 光パワーメータ 
ユーザーズマニュアル

IM AQ2180-01JA AQ2180 と AQ2180H の機能と操作方法につ
いて説明しています。付属の CD に pdf デー
タが納められています。

AQ2180/AQ2180H 光パワーメータ 
オペレーションガイド

IM AQ2180-02JA AQ2180 と AQ2180H の仕様や基本的な操作
方法について説明しています。印刷物で提供
しています。

AQ2180/AQ2180H 光パワーメータ 
ソフトウエア使用許諾契約書  

IM AQ2180-61JA フリーソフトウエア使用許諾契約書 
印刷物で提供しています。

AQ2170/AQ2170H/AQ2180/
AQ2180H/AQ4280A/AQ4280B/
AQ4280C
本機器を安全にご使用いただくた
めに

IM AQ2170-91JA 本書です。AQ2170/AQ2170H/AQ2180/
AQ2180HAQ4280A/AQ4280B/AQ4280C の取
扱上の注意、仕様や基本的な操作方法につい
て説明しています。

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
マニュアル No の「-JA」は言語コードです。.
AQ4280A、AQ4280B、AQ4280C
マニュアル名 マニュアル No. 内容
AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C 光源
ユーザーズマニュアル

IM AQ4280-01JA AQ4280A、AQ4280B、AQ4280C の機能と操
作方法について説明しています。付属の CD
に pdf データが納められています。

AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C 光源
オペレーションガイド

IM AQ4280-02JA AQ4280A、AQ4280B、AQ4280C の仕様や基
本的な操作方法について説明しています。印
刷物で提供しています。

AQ2170/AQ2170H/AQ2180/
AQ2180H/AQ4280A/AQ4280B/
AQ4280C
本機器を安全にご使用いただくた
めに

IM AQ2170-91JA 本書です。AQ2170/AQ2170H/AQ2180/
AQ2180HAQ4280A/AQ4280B/AQ4280C の取
扱上の注意、仕様や基本的な操作方法につい
て説明しています。

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
マニュアル No の「-JA」は言語コードです。
各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記のシートに記載されています。
ドキュメント No. 内容
PIM 113-01Z2 List of worldwide contacts

AQ2170/AQ2170H/AQ2180/AQ2180H/
AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C
本機器を安全にご使用いただくために
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仕様
AQ2170/AQ2170H
項目 AQ2170 AQ2170H
センサ仕様 波長範囲 (nm) 850/1300/1310/1490/1550/1

625/1650 
1310/1490/1550/1625/1650 

受光素子 InGaAs
適合ファイバ SM(ITU-T G.652) 、 

GI(50/125µm)、
GI(62.5/125µm)

SM(ITU-T G.652) 

コネクタ FC、SC、LC、Ф 1.25、Ф 2.5
パワーレンジ (dBm) － 70 ～ +10 dBm － 50 ～ +26 dBm
ノイズレベル (dBm) － 60 dBm － 40 dBm
基準条件における不確か
さ *1

± 5%

一般仕様 表示分解能 0.01dB( ＞－ 60dBm)
0.1dBm( ≦－ 60dBm)

0.01dB( ＞－ 40dBm)
0.1dBm( ≦－ 40dBm)

単位表示 絶対値 :dBm、mW、µW　　相対値 :dB
変調モード CW、CHOP(270Hz、1kHz、2kHz)
測定インターバル 約 150ms
測定モード 絶対値測定、相対値測定、基準設定値に対する相対値測定、表

示している測定値を基準に相対値測定
電源 単四形アルカリ乾電池

バッテリ寿命 *2 約 40 時間
パワーセーブ キー操作しなくなってから 10 分後、自動的に電源オフ ( この

機能を無効にすることも可能 )
バッテリチェック ローバッテリ表示

環境条件 使用温度：－ 10 ～ 50℃
使用湿度：20 ～ 80％ RH
保存温度：－ 20 ～ 70℃ ( 結露なきこと )
保存湿度：5 ～ 95％ RH( 結露なきこと )
屋内使用：屋内
高度：2000 m 以下

環境の汚染度 *3 汚染度 2
外形寸法、質量 *4 外形寸法：63(W) × 116(H) × 35(D) mm、質量：約 160g
EMC エミッション 適合規格：EN 61326-1 Class B

オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制 EN 61326-1 
Class B
韓国電磁波適合性基準 (한국	전자파적합성기준 )

イミュニティ 適合規格：EN 61326-1 Table 2 ( 工業立地用 )
環境規格 *5 欧州 RoHS 指令適合

1： 基準条件：周囲温度 23℃± 2℃。パワーメータ波長設定 1310 nm。被測定光 波長 1310 nm。被
測定光 スペクト幅 5 nm 以下。被測定光 光パワー -10 dBm。変調モード CW、使用ファイバ SM（ 
ITU-T G652）。コネクタタイプ FC。偏光条件偏波依存性を含まず。経年変化 1 年。アダプタの着脱
含む。

2： 23℃± 2℃で、アルカリ乾電池を使用して連続測定した場合
3： 汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。

汚染度 1 は、密閉された空間 ( 汚染が無いか、乾燥した非導電性汚染のみ ) に適用されます。汚染
度 2 は、通常の室内雰囲気 ( 非導電性汚染のみ ) に適用されます。

4： プロテクタは除く
5： 欧州圏以外の環境規制 / 規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問合せください (PIM 

113-01Z2)。
Note : 特に記述のない仕様は 23℃± 2℃のとき .

AQ2180/AQ2180H
項目 AQ2180 AQ2180H
センサ仕様 波長範囲 (nm) 850/1300/1310/1490/1550/

1625/1650 
1310/1490/1550/1625/1650 

受光素子 InGaAs
適合ファイバ SM(ITU-T G.652)、GI(50/125 

µm)、GI(62.5/125 µm)
SM(ITU-T G.652) 

コネクタ FC、SC、LC、Ф 1.25、Ф 2.5
パワーレンジ (dBm) － 70 ～ +10 dBm － 50 ～ +26 dBm
ノイズレベル (dBm) － 60 dBm － 40 dBm
基準条件における不確かさ *1 ± 5%

一般仕様 表示分解能 0.01dB、0.01dBm、0.0001μW
単位表示 絶対値 :dBm、mW、μW　　相対値 :dB
変調モード CW、CHOP(270Hz、1kHz、2kHz)
測定インターバル 約 150ms
測定モード 絶対値測定、相対値測定、基準設定値に対する相対値測定、

表示している測定値を基準に相対値測定
メモリ機能 999 レコード
インタフェース USB　B タイプ (mini)
電源 単三形アルカリ乾電池

バッテリ寿命 *2 約 40 時間
パワーセーブ キー操作しなくなってから 10 分後、自動的に電源オフ ( こ

の機能を無効にすることも可能 )
バッテリチェック ローバッテリ表示

環境条件 使用温度：－ 10 ～ 50℃
使用湿度：20 ～ 80％ RH
保存温度：－ 20 ～ 70℃ ( 結露なきこと )
保存湿度：5 ～ 95％ RH( 結露なきこと )
屋内使用：屋内
高度：2000 m 以下

環境の汚染度 *3 汚染度 2
外形寸法、質量 *4 外形寸法：76(W) × 153(H) × 43(D) mm、質量：約 280g
EMC エミッション 適合規格：EN 61326-1 Class B

オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制 EN 61326-
1 Class B
韓国電磁波適合性基準 (한국	전자파적합성기준 )

イミュニティ 適合規格：EN 61326-1 Table 2 ( 工業立地用 )
環境規格 *5 欧州 RoHS 指令適合

1： 基準条件：周囲温度 23℃± 2℃。パワーメータ波長設定 1310 nm。被測定光 波長 1310 nm。被
測定光 スペクト幅 5 nm 以下。被測定光 光パワー -10 dBm。変調モード CW。使用ファイバ SM（ 
ITU-T G652）。コネクタタイプ FC、偏光条件偏波依存性を含まず。経年変化 1 年。アダプタの着脱
含む。

2： 23℃± 2℃で、アルカリ乾電池を使用して連続測定した場合
3： 汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。

汚染度 1 は、密閉された空間 ( 汚染が無いか、乾燥した非導電性汚染のみ ) に適用されます。汚染
度 2 は、通常の室内雰囲気 ( 非導電性汚染のみ ) に適用されます。

4： プロテクタは除く
5： 欧州圏以外の環境規制 / 規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問合せください (PIM 

113-01Z2)。
Note : 特に記述のない仕様は 23℃± 2℃のとき 。光コネクタは FC/PC

AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C
項目 AQ4280A AQ4280B AQ4280C
光源仕様 発光素子 レーザーダイオード (LD)

適合ファイバ SM(ITU-T G.652)
中心波長 1310/1550 ± 20nm 1310/1550 ± 20 nm

1490 ± 10 nm
1310/1550 ± 20 nm
1490/1625 ± 10 nm

スペクトル幅 *1、*2 <5 nm(1310 nm)
<10 nm(1550 nm)

<5nm (1310 nm,1490 nm)
<10 nm(1550 nm)

<5 nm(1310 nm,1490 
nm,1625 nm)
<10 nm(1550 nm)

出力レベル *3 － 5 dBm ± 1 dB － 5 dBm ± 1 dB － 5 dBm ± 1 dB
出力レベル安定度
(15 分間 )*1、*3、*4

< ± 0.05 dB <±0.05 dB (1310/1550 nm)
< ± 0.1 dB (1490 nm)

<±0.05 dB (1310/1550 nm)
< ± 0.1 dB (1490/1625 nm)

変調モード CW、CHOP(270Hz、1kHz、2kHz)
コネクタ FC、SC、ST
レーザークラス Class 1 ( EN 60825-1:2014+A11:2021、IEC 60825-1:2007 

GB 7247.1-2012)
一般仕様 電源 単三形アルカリ乾電池

バッテリ寿命 *5 約 25 時間
パワーセーブ キー操作しなくなってから 10 分後、自動的に電源オフ ( この機能を

無効にすることも可能 )
バッテリチェック ローバッテリ表示

環境条件 使用温度：－ 10 ～ 50℃
使用湿度：20 ～ 80％ RH
保存温度：－ 20 ～ 70℃ ( 結露なきこと )
保存湿度：5 ～ 95％ RH ( 結露なきこと )
屋内使用：屋内
高度：2000 m 以下

環境の汚染度 *6 汚染度 2
外形寸法、質量 *7 外形寸法：約 76(W) × 153(H) × 43(D) mm、質量：約 300g
安全規格 適合規格：EN 61010-1、EN 60825-1:2014+A11:2021( レーザー安全 )、 

IEC 60825-1:2007( レーザー安全 )、FDA 21 CFR 1040.10( レーザー安全 )、
GB 7247.1-2012( レーザー安全 )

EMC エミッション 適合規格：EN 61326-1 Class B
オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制　EN 61326-1 Class B
韓国電磁波適合性基準 (한국	전자파적합성기준 )

イミュニティ 適合規格：EN 61326-1 Table 2 ( 工業立地用 )
環境規格 *8 欧州 RoHS 指令適合

1： 変調モード：CW、環境温度 : 23℃± 2℃
2： RMS (2 σ、-20dB）
3： PC/FC の 2m コードを接続した場合
4： 23℃± 2℃ ( 温度一定 )　CW 光
5： 23℃± 2℃で、アルカリ乾電池を使用して連続測定した場合
6： 汚染度とは、耐電圧または表面抵抗率を低下させる固体、液体、気体の付着の程度に関するものです。

汚染度 1 は、密閉された空間 ( 汚染が無いか、乾燥した非導電性汚染のみ ) に適用されます。汚染
度 2 は、通常の室内雰囲気 ( 非導電性汚染のみ ) に適用されます。

7： プロテクタは除く
8： 欧州圏以外の環境規制 / 規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問合せください (PIM 

113-01Z2)。
Note : 特に記述のない仕様は 23℃± 2℃のとき 。光コネクタは FC/PC

キー操作
AQ2170/AQ2170H
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No. キー 機能
本器の電源を ON/OFF します。電源を ON にするときに、2 秒
以上長押しすると、オートオフ機能が無効の状態で本器が ON
になります。 
850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm(AQ2170H は
1310/1490/1550/1625/1650nm) という順序で測定波長を選択
します。
測定単位 (dBm、dB、mW) を切り替えます。 
短く押すと、現在のテスト波長の基準値が表示されます。2 秒
以上長押しすると、現在のテスト波長の新しい基準値を設定で
きます。  

バックライトを ON/OFF します。
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AQ2180/AQ2180H
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キー 機能
本器の電源を ON/OFF します。電源を ON にするときに、2 秒以上長
押しすると、オートオフ機能が無効の状態で本器が ON になります。 
850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm(AQ2180H は 1310/1490/
1550/1625/1650nm) から測定波長を選択します。このキーを 2 秒間
押し続けると、自動波長認識（TWIN）機能が有効になります。 

「ROAD」キーを押してメモリデータを表示している状態でこのキー
を押すと、一つ前のメモリデータが表示されます。2 秒間押し続け
ると、20 データ前のメモリデータが表示されます。

短く押すと、現在のテスト波長の基準値が表示されます。2 秒以上
長押しすると、現在のテスト波長の新しい基準値を設定できます。 
 「ROAD」キーを押してメモリデータを表示している状態でこのキー
を押すと、一つ後の測定値が表示されます。2 秒間押し続けると、
20 データあとの測定値が表示されます。 

バックライトを ON/OFF します。

測定単位 (dBm、dB、mW) を切り替えます。 メモリ内の現在の測
定値も消去されます。このキーを 2 秒間押し続けると、メモリ内
のすべての測定値が消去されます。

このキーを 2 秒間押し続けると、現在の測定値がメモリに保存され
ます。このキーを短く押すと、保存されている測定値 ( メモリデー
タ ) が表示されます。  

6

5

3

2

4

1

IM AQ2170-91JA　2/3



IM AQ2170-91JA　3/3

AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C
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No. キー 機能
本器の電源を ON/OFF します。電源を ON にするときに、2 秒
以上長押しすると、オートオフ機能が無効の状態で本器が ON
になります。 
AQ4280C では、CH1 または CH2 のどちらかを選択します。
CH1 と CH2 から、個々に発光されます。使用していない CH
からの発光は停止してください。

SINGLE： 自動波長認識 (TWIN) 機能が OFF になります。
TWIN： 自動波長認識 (TWIN) 機能が ON になります。
バックライトを ON/OFF します。

4

変調波長と連続波長を切り替えます。
以下から出力波長を選択します。
AQ4280A:1310nm, 1550nm
AQ4280B:1310nm, 1490nm, 1550nm
AQ4280C:1310nm, 1550nm + 1490nm, 1625nm

shift

CW/Hz

TWIN

AUTO-OFF

270Hz
1kHz
2kHz

nm

SINGLE
TWIN
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保証について
 本機器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障あるいは輸

送中の事故等による故障の節は、お買い上げいただいた販売店および当社販売員にお申し付けくだ
さい。

 なお、当社製品の保証期間は納入日より 1 年 (AQ2170/AQ2170H) または 3 年間 (AQ2180/
AQ2180H/AQ4280A/AQ4280B/AQ4280C) です。この間に発生した故障で、原因が明らかに当社の
責任と判断された場合には、修理いたします。

 「確度」の保証期間は 1 年間です。

  

お願い
本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所ご記入のう
え，本計器の最終御使用者のお手許に保管してください。
○保証期間中に正常な使用状態で，万一故障等が生じました場合は下記に記載の

保証規程により無償で修理いたします。
○本保証書は日本国内でのみ有効です。また保証書の再発行はいたしません。
保証規定
保証期間中に生じました故障は無償で修理いたします。
但し，下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

記
（1）不適当な取扱いまたは使用による故障。
（2）設計仕様条件をこえた取扱いや使用または保管による故障。
（3）電池，ヒューズ等の消耗品および自然消耗部品の補充。
（4）当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障。
（5）火災・水害・地震その他の天災を始め故障の原因が本器以外の理由による故障。
（6）その他当社の責任とみなされない故障。
    　　　　 以上

保証書
※ご使用者名

取扱代理店

殿

※ No.形名

保証　　※ご納入日
期間　　　　　年　　　月より

1年間 (AQ2170/AQ2170H)
3年間 (AQ2180/AQ2180H/AQ4280A/
 AQ4280B/AQ4280C)

AQ2170/AQ2170H/
AQ2180/AQ2180H/
AQ4280A/AQ4280B/
AQ4280C


