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SW-505

産業用 5 ポート Ethernet スイッチ 10/100

5 ポートアンマネージド Ethernet スイッチ、小型 DIN に搭載可能

• 5 ポートの 10/100 Mbs Ethernet スイッチ
• 冗長デュアル電源入力：+5V 〜 +30V DC
• DIN マウントを一体化した小型設計
• ソフトウェアが不要 - 挿し込むだけで接続
• 産業用温度範囲に対応

+5 〜 +30 V の電源入力を使用する
ことにより、標準的な自動車用バッ
テリで動作可能 - 車載用途に最適

番号付きの着脱式電源端子を備えた
非導電性ポリアミドケースにより、容
易な配線を実現

GB AEOF 00031/11

一体型の DIN マウントおよび薄型の
設計により、必要な設置スペースを
最小化
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産業用 5 ポート Ethernet スイッチ 10/100

SW-505

ソフトウェアが不要：任意の Ethernet
ケーブルを挿し込むだけ

-40ºC 〜 +80ºC/-40ºF 〜 +176ºF の
温度範囲

すべての Ethernet ポートがストレート
スルーまたはクロスオーバー Ethernet
ケーブルをサポートする Auto MDI/
MDIX を搭載

非導電性ポリアミドケース

コンパクトケース - 全体的に小さな外形

グラウンド付きの一体型 DIN マウント

リンクデバイスの状態に基づいて
消費電力を最適化

データ転送速度を自動検出：
10 または 100 MBps
最大 2KB のパケットサイズ – 大容量
データを効率的に転送し、システム
パフォーマンスが向上

冗長デュアル電源入力：
+5VDC 〜 +30VDC
ワイヤーの取り外しやすいスクリューターミナルブロック

コネクタ
スクリューターミナル

3.5mm ピッチ、#22 〜 #14、0.5mm2 〜 2.5mm2 ピン電源

ワイヤー太さ

0.150 インチ、3.81mm、20 ピン、12+8 スクリューターミナル、#26 〜 #16 AWG、
0.14mm2 〜 1.3mm2

電源
消費電力

最大 1.35 W：270 mAmps@+5VDC/45mAmps@+30VDC

電源入力

+5V 〜 +30V DC 非調整、逆極性保護

絶縁

1500VRMS の Ethernet 磁気絶縁

環境
動作温度

-40ºC 〜 +80ºC/-40ºF 〜 +176ºF

保管温度

-40ºC 〜 +80ºC/-40ºF 〜 +176ºF

周囲相対湿度

5 〜 95%（結露がないこと）

Magjack LED 情報
リンク／動作 LED
スピード LED

緑色で点灯

接続確立時

緑色で点滅

データ通信時

緑色

100Base-Tx

消灯

10Base-T

Ethernet
Ethernet ポート

RJ45 ジャック x 5、10/100Mhz 自動感知、クロスオーバー自動感知（Auto MDIX）

保護

1,500 V のポート間磁気絶縁

筐体

IP-30 非導電性ポリアミドケース
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Ethernet ポート x 4 ピン出力

電源端子ピン出力
ピン

機能

ピン

機能

1

-V

1

RD+ / TD+

2

+VA

2

RD- / TD-

3

+VB

3

TD+ / RD+

4

-V

4

NC

5

機能アース

5

NC

6

TD- / RD-

7

NC

8

NC

無期限保証およびサポート：
立ち上げからカスタムアプリケーションへの移行にいたるまで、当社がお客様のプロジェクトをあらゆ
る面でサポートいたします。
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SW-505
パッケージ情報
同梱品

クイックスタートガイド

デバイス

Ethernet スイッチ（5 ポート）

梱包重量

0.199 kg、7.02 オンス

パッケージ寸法

160x135x49 mm、6.3x5.3x1.9 インチ

GTIN 統一コード

837324003895

認定
業界認定

マイクロソフト認定ゴールドパートナー、WEEE、RoHS、AEO (C-TPAT)、CE

製品サポート
保証

無期限 - オンライン登録が必要

サポート

専任スタッフが製品開発チームと連携しながら、ウェブ、電子メール、および電話によ
り適切なサポートを無期限で提供します

追加情報

OEM オプション

OEM の大量購入時に利用可能

製造地

2005 年欧州エレクトロニクス産業賞「Manufacturer of the Year」の受賞企業であ
る Brainboxes が英国で製造

カスタマイズ性

Brainboxes はボリュームユーザ向けに「Perfect Fit Custom Design」方針を実施
しています。詳細情報：sales@brainboxes.com

PW-600

PW-650

SW Range

英国、米国、欧州、豪州向け電源ソ
ケット対応コネクタ搭載電源。「テー
ル」はスクリューターミナルブロック
への接続に最適です。

USB コネクタおよび配線済みスク
リューターミナルブロック搭載電源。
5V USB ポートの使用時に最適です。

幅広い形式および仕様に利用可能な
スイッチ製品です。
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