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Modio Converters

仕様の実なるメディア同士を リヒータを必喜とせず ■

接続するためのメデンアコンパータで ,

Network AdOpter Cards

I● cr to t¬ e Desk,デスクトップまで・
Lフ ァィバ_■続● を実現させ

るための 光フアイバー用F'Cネ ットワ ク方―ドです
=

フル デEフ レックス こ対応し Whcows,つしぃ崚等主要なプラットフォ

ータ、かサホー トさ/1て います .

● イーサネット 103● scJ I

● /― サネット 106● seJヒ

● イーサネット 10Base T

● ファストイ サネット

100Basc Fx 100Boso TX

●  「'('′ 1013● so FL

SI,SC,VI-45

●  PC1 100Base― FX

SI S(3V「 -45'コ T―RJ

● PC 1006● SC「 X十

10 1008asc TXレ タンタン ト

103こ cc― T

10Bこ se-2

10Bose-2

● トークンリングメディアコンバータ

● ATM OC3 155 Mt“ )sコ ンパータ

I Converlers MurimOdeノSing:e Mode

ビル内のヒANで使われてい0マルチモー ドフノ′/バ ~を  シングルモ

ドファイバーとの間で接続するなど 実なる光ファイバー■ナを接続す

るためのフロトコール トランス｀アレントキメデ′アコンバータです

● 40Mっ psコ ンバータ

‐Telecomrnunicolion/WAN

1l t.6703三 1弓 光コンバータ です。社内ネッ トワークとPB×間を

2 0481ylbos ζII,1て ■ます .

●  TU G 703コ ンバータ

マルチモー ドとシングルモー ドに対応 .

100k田 までの長許雛シングルT― ドに対応

WOrkgFOup Hubs/SwitChes

小規模I ANや モバイルユーザー用に ワ クグルーフ■ミニハフとスイ

ッチを用意 1´ ています。なお 10‐
‐
100M●Is混在環境で使用でき=,1

●  冽ヽI]HtJb 4x 10B3sc―「 lx 10Hatio F_

●  Mr Hし b8x 10Base― T¬ x 10Bose F_

O M「 |フ リッシ
`x10 100B6s●

IX lx 100日 asc FX

O 工ヽ■lS"[Crl?x10.100B::se― IX lx 100Basc― Fx

●  'コ i∩ i Stヽ tcい ′x 10 100B● sc― T× 2x 100Base FX

長P三 ILシ ングルモード対応

イーサネツト トークンリンク SDN

●

●

155Gい〔〕sコ ンバータ

AIM ファストイ サネット 「DLl

1 25 Gbpsコ ンバータ

ATM()C12ギ ガビットイ サネット

ファイパーチャンネル

LP,離 バーション :蒙人70k]｀

■ndustJo‖nlorfocos

インタストリー環境:こ おいて要求の島い以 卜の各インタ フニイスから

光ファイパ に
=換

するためのメディアニンハータです.

●  |くS232V24は S-4221V ll RS-485

● マルチフレクサー 4x V 241V ll



●

●

●

1リ

19 ラックにインストールできるよう コンパクトにデザインされた多

ボー ト19'マルチポートコンバータです。

日berto the Ofnceを 実現するための 光ファイバーとR」45ポ ー トミ
ニハフです。床下や壁チャネルなど設置場所に応じて様々なl■eが用意

されています。

さらに 光ファイバーの配線角度に応じてコネクタ部分の角度が変えら

れるのも便利です。

イーサネツトトランシーバ

AUI/10Base― FL

イーサネットメディアコンバータ

10Base― T/10Base― FL

ファストイーサネットスイッチ

4 pOrts 10/100Base― T×

100Base―FX upink

ファストイーサネットハブ   ‐

4 pOrts 100Base― TX .:||

l暉 ;|ザ

kヽ

|
46ま たは8 ports 10Base―T   ,

100Base―FL uplnk

100Base―FX upink

トークンリングMAU
4□―プポート

ファイバー upink

マルチプレクサー 4×

ファイパー upぃk

:

|

,

イーサネットメディアコンバータ 12/24 pO「 ts lHu
-12x,OBase― Fし/12x10Base‐ T,R」45
-12x10Base― FL/12x10Base― T,T巨LCO
-24x10Base― FL/24x10Base―T,TELCO
ST及びSCコネクタ
‐マルチモードとシングルモー ドバージョンを用意
―SNMP tt Webベ ースマネジメントソフトウェア (オ プション)

―レダンダン ト電源ユニット

ファストイーサネットメディアコンバータ 6/12ポート lHU
-6または12x,00Base― F×/6ま たは12x100Base― TX,R」45
-6または12x100Base― SX/6また|ま 12x100Base― Tx,RJ45
STと SCコ ネクター
ーマルチモード及びシングルモードを用意

メディアコンバータ 12ポー ト lHU
-12x100Base― FX/12x100Base― TX.R」 45
-12x100Base― Sx/12x100Base― TX,R」 45
-マ ルチモー ド及びシングルモード

SNMP+tArebベ ースマネジメントソフトウェア (オ プション)

‐レダンダン ト電源ユニット

ST及 びSCコ ネクタ

●

●

●

●

●

●

V24/Vll

● その他、縦型と横型チャネルの向きに合わせて

製品を選んでいただけます。

●



●

マイクロセンス19'モ ジュラーコンバータシステムは、

ネットワーク構成に合わせて柔軟にシステムを構築する

ことができます。

モジュラーラツク 3HU

12のモジュラーのひとつの電源ユニットを同時に装着することが

できます。

オプションでもうひとつ電源ユニットを装着することで、レタンタ

ント電源を実現。

モジュール同士のコンピネーションは自由です。

稼動中にモジュールの抜き差しが可能 (ホ ットスワップ)。

SNMPマ ネツメント (オ プション)

● モジュラーラックl HU

コンパクトな筐体に 3つまでのモジュラーユニツトを装者できます。

ビル トイン電源ユニツト付

オプションでレダンタント電源供給が可能

モジュールの組み合わせは自由

稼動中にモジュールの抜き差しが可能 (ホ ットスワップ)

スタンドアローンバージヨン

モジュラーユニツトをひとつだけ独立させて使うためのユニット

すべてのモジュラーが使用できます。

電源ユニツトは別に供給されます。

● フアストイーサネットコンパータモジュール

ー100Base―FX/100Base― T×

マルチモードとシングルモードを提供

長距離用シングルモード

● イーサネット コンバータモジュール

ー108ase― FL/10Base― T
-10Base― FL/10Base-2
-10Base― T/10Basc2

● トークンリングコンパータモジュール

ーMM.2x ST,850nm
―SM,2x ST,1300nm
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インダストリアル型フアイパーモジュール

ーRS 232/V24/フ ァイバー

RS 422/V l1/フ ァイバー

ターミナルマルチプレクサーモジュール

ー4× RS-232/V24/1xフ ァイツヽ一

● E1/6703コ ンバータモジュール

2 048 Mbpsト ランスパレン ト

ーマルチモー ドバージョン

ーシングルモー ドバージョン

‐長距離シングルモー ドバージヨン

● トランスパレントコンバータモジュール

マルチ/シングルモード

最大1 25 Gbps:ATM(033,OC 12)フ ァストイーサネット

ESCON、 FDDからギガビツトイーサネットまで

長距離接続用

●●

●

レダンダントコンバータモジュール

プロトコールトランスパレント、ファイバレタンタント

マルチモード/シングルモード

最高1 25Gbpsま で

WDMコンソヽ―タモジュール

マルチデュプレックス/シングルシンプレックス

長距離接続用
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