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 ➤ IEEE802.3af 完全準拠
 ➤ 短絡保護
 ➤ 接続機器にデータ及び電力を供給
 ➤ プラグアンドプレイ
 ➤ 軽量＆省スペース設計
 ➤ ワイヤレス LAN/BluetoothAP/

Web カメラ /IP 電話と互換
 ➤ DIP により出力電圧を自動調整  

 ➤ IEEE802.3af 対応
 ➤ 電源アダプタや電源ケーブルを最小限に
 ➤ 接続機器にデータ及び電力を供給
 ➤ 電源内蔵タイプ
 ➤ サージ保護付で優れた安全性
 ➤ 最大 100m 先までリートから電源供給
 ➤ 軽量、コンパクト設計
 ➤ 既設 LAN ケーブルでデータ / 給電可 

 ➤ 802.3af/at 15W/30W 共用 ( ローパワー／ハイパワー共用 )
 ➤ 小型軽量 POI-3000　350g ／ POS-3000　97g
 ➤ 手のひらサイズ
 ➤ コネクタ給電用　4 種選択 ( 標準付属品 )
 ➤ PoE 非対応の機器 ( 端末側、ハブ側 ) にいずれも対応
 ➤ POS-3000 側　電圧出力電圧（DIP スイッチ）
 ➤ ソフト設定不要 

 ➤ IEEE802.3af 対応
 ➤ イーサネット 100Mbps ワイヤ速度
 ➤ シンプル接続即稼動（設定なし）
 ➤ PoE 中継リピーター POR-0100、POR-1100 使用で最大 600m まで給電可 

 ➤ 56W 給電供給
 ➤ 既設 LAN ケーブル経由高出力 PoE 給電
 ➤ 入力電源 24V
 ➤ 過電流保護回路（OCP）内蔵
 ➤ 過電圧保護回路（OVP）内蔵

 ➤ DC12V2.5A 分岐出力
 ➤ 非 PoE 装置給電
 ➤ 給電出力 DC12V 

PoE スプリッター
POS-1002

PoE インジェクター
POI-2002-V3

高速ギガビット PoE スプリッター
POS-3000

高速ギガビット PoE インジェクター
POI-3000

ハイパワー PoE スプリッター
POS-4000

ハイパワー PoE インジェクター
POI-4000

POS-1002 POI-2002-V3
データ速度 RJ-45、10/100Mbps ピンアサイメントと極性 4/5(+)、7/8(-)

入力電源条件
1/2(+)、3/6(-) 又は 
4/5(+)、7/8(-)

出力電力 最大 52VDC
PoE 出力 最大 18W

出力電圧／ 
ピンアサイメントと極性

5V(2A)、9V(1.1A)、12V(1A) AC 入力電圧 100 ～240VAC
AC 電流 0.3A@100 ～240VAC

寸法 80(L) × 55(W) × 28(H)mm 寸法 173.5(L) × 55(W) × 35.5(H)mm
重量 64g 重量 155g

型名 仕様 価格
POS-1002 PoE スプリッタ― \9,800
POI-2002 PoE インジェクタ \19,800 

POS-3000 POI-3000
データ速度 RJ-45、10/100/1000Mbps ピンアサイメントと極性 1/2(+)、3/6(-)

入力電源条件
1/2(+)、3/6(-) 又は 
4/5(+)、7/8(-)

出力電力 最大 52VDC
消費電力 最大 30W

出力電圧／ 
ピンアサイメントと極性

5V(4.5A)、9V(2.3A)、
12V(2A)

AC 入力電圧 100 ～240VAC
AC 電流 0.8A@100 ～240VAC

寸法 91(L) × 60(W) × 26(H)mm 寸法 143(L) × 51(W) × 38(H)mm
重量 97g 重量 350g

型名 仕様 価格
POS-3000 PoE スプリッタ―  \25,000
POI-3000 PoE インジェクタ  \25,000

POS-4000 POI-4000
電源入力 ― 24V/2.7A
電源容量 ― 56V/1A
温度 0℃～ 45℃ 寸法 120(W) × 90(D) × 28(H)mm
湿度 0 ～ 95%( 但し、結露無し) 重量 POS-4000：750g　POI-4000:850g

型名 仕様 価格
POS-4000 ハイパワー PoE スプリッタ― お問合せください
POI-4000 ハイパワー PoE インジェクタ お問合せください

Pow
er O

ver
 Ethernet

（PoE

）

Power Over Ethernet(PoE 製品 ) Power Over Ethernet(PoE 製品 )

POI-2002-V3：インジェクター

POS-1002：スプリッター

POI-3000：高速インジェクター

POS-3000：高速スプリッター

POI-4000：ハイパワーインジェクター

POS-4000：ハイパワースプリッター
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本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

POT-0100（マスター）
 （PoE Hub 給電 / ２線式構内線給電側）

 POT-0110( スレーブ )
（2 線式構内線受電 /PoE-PD 端末給電側）

回線 I/F データ転送速度：60/60Mbps、電源：48V、RJ-11 コネクタｘ1

LAN I/F 自動検出：10/100Base-T、全 / 半二重化、完全互換：IEEE802.3/ IEEE802.3u、 
自動 MDIX 機能、RJ-45 コネクタｘ1

PSE IEEE802.3af 対応（出力電源：44 ～ 57V、安全超低電圧 (SELV)、最大出力：15W） 
温度 0℃～ 50℃ 寸法 120(W) × 90(D) × 28(H)mm
湿度 5 ～ 95%( 但し、結露無し) 重量 600g 以下
型名 仕様 価格
POT-0100 PoE 受電 /PoT 電話線リピーター（親局マスター）PoE 給電 Hub 接続 \69,000
POT-0110 PoT 電話線受電 /PoE 給電リピーター（子局スレーブ）PoE 受電端末側 \69,000

POR-1100/POR-1100
IEEE802.3af 対応 4 ピン端子ブロック
消費電力 最大 2.5W
PoE 入力 IEEE802.3af クラス 0( 最大 12.95W)
PoE 出力 IEEE802.3af クラス 1 又は 2( 最大 6.49W)
温度 0℃～ 50℃ 湿度 5%~95%( 但し、結露無し）

寸法
POR-0100 120(W) × 90(D) × 28(H)mm

重量
POR-0100 650g

POR-1100 180(W) × 165(D) × 95(H)mm POR-1100 1.11kg
型名 仕様 価格
POR-0100 屋内用 PoE 受電／給電中継リピータ \49,000
POR-1100 屋外用 PoE 受電／給電中継リピータ \59,000

 ➤ 100m の Cat5 ケーブル延長可能
 ➤ IEEE802.3af 対応
 ➤ IP-66 防水設計（POR-1100）

屋内／屋外用 PoE 受電給電中継リピータ
POR-0100 ／ POR-1100

 ➤ 100Mbps ファスト・イーサネット PoE 接続（2 線式ケーブル使用）
 ➤ 24AWG ケーブル：最長 500m
 ➤ データ転送速度：最大 60Mbps 全二重化
 ➤ リモート PoE 機能対応：WiFi AP の PD 装置、IP カメラ、IP 電話
 ➤ 最大出力：15W（PSE 電源）
 ➤ 屋内 / 屋外モデル容易設定
 ➤ IEEE802.3af 対応
 ➤ 自動 MDIX 機能：10/100Base-T イーサネット LAN ポート
 ➤ ビデオ / ボイス / データ アプリケーションの低遅延

PoDSL( パワー・オーバー・テレホンライン親機 / 子機 )
POT-0100 ／ POT-0110

POT-0100( 親局 )

POT-0110（子局）

POR-1100：屋外用中継リピータ

POR-0100：屋内用中継リピータ

Power Over Ethernet(PoE 製品 )
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