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●オートネゴシエーション（自動認識）機能
10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplexを自動認識し、Full Duplex時には最大200Mbpsの高速通信が可能です。

●カスケード専用（MDI）ポートの装備
１ポートのカスケードポートを装備していますので、ストレートケーブルでのカスケード接続が可能です。
（第1ポートはMDI-XポートまたはMDIポートのどちらか選択して使用）
●フローコントロール機能（バックプレッシャー）
通信時に過度なトラフィックが発生した場合に起こるパケットの損失を防ぎ正常な通信を維持することができます。

●電源内蔵のコンパクトサイズ
電源内蔵でこのコンパクトサイズを実現しました。

●設置場所自由
標準装備のマグネットで金属面への設置や、壁面取り付けキット（ネジ・アンカー）で壁へ取り付けるなど設置場所を選
びません。

●軽量化を実現
プラスチックボディーの軽量設計です。

CentreCOM FS704TPは、10/100BASE-TX（自動認識）を４ポート装備した電源内蔵のコンパクトなファーストイーサネット・
タップスイッチです。
Full Duplexサポートにより最大200Mbpsの高速通信が行えます。
本体裏面にマグネットが装備されているため、机やラック等の金属面への設置や、壁面取り付けキットにて壁へネジで取り付
ける事も可能です。
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仕様

AW34G-L01 .2 /01 0 8 -00 **-YT

サポート規格 IEEE802.3/IEEE802.3u
取得承認 EMI 規格／VCCI Class A
データ転送速度 10Mbps/100Mbps（CSMA/CD）
ポート 10/100BASE-TX（MDI-X）× 4

※第1ポートはMDI／MDI-Xのどちらか選択し
て使用可能

使用ケーブル 10BASE-T ：UTP（カテゴリー３以上）
100BASE-TX ：UTP（カテゴリー５）

パフォ－マンス スイッチングモード ：ストア＆フォワード方式
Full/Half Duplex ：オートネゴシエーション機

能により10/100BASE-TX、
Full/Half Duplexを自動認識

スループット ：100M⇔100M 148,810pps
　 ：10M⇔10M 14,880pps

スイッチング遅延 ：100M⇔100M 3.0μs
　 ：10M⇔10M 4.0μ s

内部バス速度 ：2.4 Gbps
メモリー容量 ：1 MB
MACアドレス登録数 ：1000 個 （MAX）

LED POWER（緑色）：電源が正常に供給時に点灯
100M（緑色） ：100M接続時に点灯、10M接続時

に消灯
FULL（緑色） ：Full Duplex時に点灯
LINK/ACT（緑色）：リンク確立時に点灯、データ送

受信時に点滅
電源部 入力電圧 AC 100 V～AC 120 V

周波数 50/60 Hz
最大入力電流 0.13 A
平均消費電力 6.2 W（最大 8W）
平均発熱量 5.3 kcal/h（最大 6.9 kcal/h）

環境条件 動作時 温度 0 ℃ ～ 40 ℃ 湿度 80 %以下
保管時 温度 -20℃ ～ 60 ℃ 湿度 95 %以下

（結露なきこと）
外形寸法 235（W）× 68（D）× 38.5（H）mm （突起部含まず）
重量 450g
パッケージ 本体、マニュアル、保証書、登録カード、
内容 壁面取り付けキット（ネジ・アンカー）
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