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カタログの見方

1	 特長をマークで紹介しています。

2	 ポートスペックを紹介しています。

3	 製品名です。※

5

4

7

6

1

2
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マークについて 本カタログに掲載のマークの意味は下記の通りです。

アライドテレシスの環境対応製品「RoHS指令対応」

“エコ・フレンドリー”製品
従来機器よりも機器の消費電力を抑えた「環
境配慮型製品」であることを示します。

アライドテレシスでは、環境に配慮した製品作りを通じて、地球環
境の問題に取り組んでまいります。
RoHS指令に対応：6物質の削減
● RoHS指令とは、欧州で実施される規制で、電気電子製品

全般について次の6物質の使用を制限するものです。
　 鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、

PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）

地球環境負荷となる有害物質の使用を抑
制し、RoHS指令対応製品には、対応マー
クを表示しています。

省エネ基準達成“エコ・フレンドリー”製品
従来機器よりも機器の消費電力を抑えた「環
境配慮型製品」であると同時に、省エネ法で定
められた目標基準値を満たしている製品である
ことを示します。※

※以下の計算式により100％を超えるもの
EM ×100 EM：基準エネルギー消費効率
  E E：製品のエネルギー消費効率	 	
	 （弊社での測定値）

NEW
本カタログより新たに掲載された新製品
です。

標準搭載のポートのほかに、拡張モジュールま
たはSFP、SFP+モジュールによる増設が可能です。拡張

40ギガビットイーサネットが利用可能です。40G

ギガビットイーサネットが利用可能です。GIGA

100BASE-FX（光）が利用可能です。100FX

動作環境温度50℃まで対応しています。
（別売のファン装着が必要な製品も含みます）50℃

10ギガビットイーサネットが利用可能です。10G

PoE
給電

PoE受電機器（PD）に対してケーブル経由で 
給電することができます。

キャンペーンを実施しています。キャンペーン

アカデミック製品です。詳しくはホームページをご
覧ください。アカデミック

5年保証対象製品です。

MDI/MDI-Xを強制的（Force）に固定設定すること
ができます。
ネットワークのループ障害を防止するループガード機
能に対応しています。

IPv6 Ready Logoを取得しています。
詳細はホームページをご覧ください。
https://www.ipv6ready.org/

PoE（IEEE 802.3af）に加え、高容量給電が可能
なPoE+（IEEE 802.3at）に対応しています。

カタログの見方

リリース予定製品です。リリース予定

● 記載の製品仕様および外観、標準価格は都合により予告なく変更する場合があります。

NEW

キャンペーンを実施しています。

新価格 価格が改定された製品です。

サポートサービス加入が必須の製品です。

注）製品を重ねた写真は、シリーズ製品のイメージを表現したものであり、実際の設置方法を推奨するものではありません。

※製品名に「Z1/Z5/Z7」が付いた製品は、デリバリースタンダード
保守（1年/5年/7年）がバンドルされています。
詳しくは、P129をご覧ください。

管理・運用機能の一元化、自動化を実現するAMF
機能に対応しています。

レイヤー2のループ防止・冗長化機能EPSR（マスター/
スヌーピング/アウェアのいずれか）に対応しています。

複数のスイッチを仮想的に1台のスイッチとして機能させる
VCS（バーチャルシャーシスタック）に対応しています。

長距離VCS構成を可能にするLD-VCS機能に対応して
います。

CPU/電源の4重化冗長を実現するVCS plusに対
応しています。

ネットワーク業界標準のCLI（業界標準コマンド）を採
用したOSのAlliedWare Plusを搭載した製品です。

クライアントデバイスの接続に最適化されたAMFのエ
ッジメンバー機能に対応しています。

CC-Link 協会の IE フィールドネットワーク
推奨品試験に合格した製品です。

Open Networking Foundation(ONF)
の OpenFlow V1.3 に準拠する製品
として認証を取得した製品です。

無線LANアクセスポイントの電波出力・チャンネルの
自動調整を行う自律型無線LANソリューションAWC
に対応しています。

AMF-SECソリューション（アプリケーション連携リュ
ーション）に対応しています。

チャンネルブランケット型無線LAN環境を実現する
AWC-CB(AWC Channel Blanket)に対応してい
ます。

6	 オプションが掲載されているページを表示しています。

7	 製品の大分類を色で分けています。
4	 製品のコードNoです。

5	 主な機能、付属品やオプションを紹介しています。
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機能アイコンの説明

SNMPマネージメントソフト、Telnetによる遠隔地からの機器設定、監視が可能。SNMP

電源内蔵型。電源内蔵

冷却方式にファンを使用しない無騒音設計。デスクサイドの設置にも適しています。ファンレス

IEEE 802.1Xに対応し認証などが可能。802.1X

付属のAC電源アダプターを使用し本体にDC電源を供給。外部電源

電源別売。電源別売

IPv6関連機能に対応。
対応機能の詳細は機能一覧表または各製品データシートをご覧ください。IPv6

サービス品質に対応し、パケットに2段階の優先権を設定でき、リアルタイムな送
受信を必要とするアプリケーションの遅延を防ぎます。QoS

バーチャルLAN機能に対応し、物理的な接続にとらわれないネットワークの仮想
グルーピングが可能。VLAN

WebブラウザーによるGUI設定が可能。Web
マネージメント

問題のあるポートを自動的に切断し、LEDで知らせるスマートミッシングリンク機能
に対応しています。 

スマート
ミッシング

リンク

ミッシングリンク機能に対応しています。製品により動作仕様が異なりますので、
詳細については、各製品のマニュアルをご参照ください。

ミッシング
リンク

付属品 / オプションの説明 ※形状は製品により異なります。

オプションのマグネットKitまたはマグネットシートに対応。
アクセサリーP101をご覧ください。

マグネット
別売

オプションのブラケットにより壁への設置が可能。
アクセサリーP101をご覧ください。

ブラケット
別売

本体にAC電源ケーブルの抜け防止フックが
標準添付。

電源抜防止
フック付

オプションのAC電源ケーブルの抜け防止金具（AT-RTNR-01）に対応。
アクセサリーP101をご覧ください。

電源抜防止
金具別売

RS-232ポートからの設定は別売のコンソール接続用ケーブル「CentreCOM VT- 
Kit2」または「CentreCOM VT-Kit2 plus」が必要になります。P100をご覧ください。

設定用VT-
Kit2/

Kit2 plus別売

L字型コネクター電源ケーブルに対応。
アクセサリーP100をご覧ください。

L字型電源
ケーブル別売

本体を壁に設置するためのフックを
標準添付。壁掛フック付

RS-232 D-Sub
9ピンメス RS-232にD-Sub 9ピンメスを装備。

19”付 EIA規格準拠の19インチラックへの取り付けが可能なラックマウントキット標準装備。

19”別売 オプションのラックマウントキットによりEIA規格準拠の19インチラックへの
取り付けが可能。アクセサリーP100をご覧ください。

マグネット付 本体にマグネット標準装備または
マグネットKit標準添付。

RS-232
RJ-45 RS-232にRJ-45ポートを装備。

機能アイコン（ポート）
ギガビットイーサネット（40G/10G/1Gbps）

40Gigabit ポート40G

10Gigabit ポート10G

1000BASE-SX ポートGIGA
SX

1000BASE-LX ポートGIGA
LX

1000BASE-BX10 ポートGIGA
BX

1000M 光シングルモードポートGIGA
SMF

1000M光マルチモードポートGIGA
MMF

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
（RJ-45）ポート

10/100/
1000T

100BASE-TX/1000BASE-T（RJ-45）
ポート

100/
1000T

1000BASE-T（RJ-45）ポート1000T

ファーストイーサネット（100Mbps）

10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45）
ポート

10/100
TX

100BASE-TX（RJ-45）ポート100
TX

100BASE-FX（光）
マルチモードポート

100FX
MMF

100BASE-FX（光）
シングルモードポート

100FX
SMF

100BASE-BX（光）
シングルモードポート

100
BX

スロット

QSFP+モジュール用スロット
（別売のQSFPモジュールが装着可能）

QSFP+
スロット

QSFP28モジュール（100G）用スロット
（別売のQSFP28モジュールが装着可能）

QSFP28
スロット

拡張モジュール用スロット
（別売の拡張モジュールが装着可能）

拡張
スロット

XFPモジュール用スロット
（別売のXFPモジュールが装着可能）

XFP
スロット

SFP+モジュール用スロット
（別売のSFP+モジュールが装着可能）

SFP+
スロット

SFP（mini-GBIC）モジュール用スロット
（別売のSFPモジュールが装着可能）

SFP
スロット

GBICモジュール用スロット
（別売のGBICモジュールが装着可能）

GBIC
スロット

イーサネット（10Mbps）

10BASE-T（RJ-45）ポート10T

10BASE2（BNC）ポート10/2

10BASE5（AUI）メスポート10/5

その他  ポート/インターフェース

USBポートUSB VDSL（BNC）ポートVDSL
同軸

※

カタログの見方

カ
タ
ロ
グ
の
見
方

※

WEBカタログ公開中
https://www.allied-telesis.co.jp/library/catalog/

こちらからWEBカタログ
をご覧いただけます。
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Switch

スイッチ・ポジショニング

産業用スイッチ

PoEスイッチ

P81

DC電源対応スイッチ
P80

x930 Series x950 Series

x310 Series

x230 Series

x220 Series
GS900MX Series

GS908M V2-4PSFS800M Series

GS950 Series

GS908S-TP V2
FS808TP V1

GS908TPL V2

GS910 Series

GS920 Series

XS900MX Series

FS700XL V3/TX V3

FS708TPL-PS

IA Series

IE Series

IS Series

x610 Series

40G

x550 Series

40G

100G

100G

40G

SwitchBlade x908 GEN2
40G

x510 Series
10G

10G

x510L Series
10G

SH510 Series
10G

SH230 Series

FS708TPLV2

FS908TL-PS

SH310 Series
10G

10G

SwitchBlade x8100 Series

40G

10G

FS710 Series

   P46

   P48

 P58

P84

ベースポート 10/100M 1G 10G
Chassis

アップリンクポート 10/100M 1G 1G 10G / 40G 10G / 40G / 100G

x530 Series

NEW

NEW

NEW

NEW

ディストリビューション・スイッチ
P26

エッジ・スイッチ
P31

コア・スイッチ
P16

レ
イ
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ー
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ー
２

ス
マ
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固
定
設
定
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ド

ス
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ン
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ー
ド
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ド
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レ
イ
ヤ
ー
３

レ
イ
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ー
３

x530L Seriesリリース予定

リリース予定

10G

GS980MX Series

x600 Series

FS900M Series

GS980M Series
FS980M Series
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ス
イ
ッ
チ

Switch

可用性と柔軟性を向上させたフラッグシップモデル

SwitchBladeシリーズ

信頼と実績のボックススイッチ

CentreCOMシリーズ

xシリーズ（コア、ディストリビューション、エッジ･スイッチ）

Secure HUBシリーズ（エッジ･スイッチ）

・柔軟な構成を実現するモジュラーデザイン、二重化によって可用性のみならず保守性も向上
・ネットワークコアに求められる大容量スイッチング・ファブリックと高ポート密度を両立
・各種アドバンスト・レイヤー3スイッチの機能に加え、AMFマスター機能に対応しネットワーク全体を一元管理

・100Mから40G対応製品まで、業界をリードする幅広いラインナップと機能性
・高機能・高性能のインテリジェント・スイッチ「xシリーズ」に加え、エントリークラスの「Secure HUBシリーズ」

・AMFやOpenFlowなど先端技術に対応するハイエンドボックススイッチシリーズ
・高い可用性・機能性でさまざまな市場・用途に対応
・エッジ・スイッチからコア・スイッチまで幅広いラインナップ
・5年保証に対応（一部製品、保守必須製品除く）
・7年保守サービスも販売

・xシリーズの高性能はそのままに、ネットワークエッジ向けに機能を限定したインテリジェント・スイッチのエントリーモデル
・クライアントデバイスの接続に最適化されたAMFエッジメンバー機能をサポート
・全機種5年保証に対応

このようなお客様に最適！
■ 10Gダウンリンクや100Gアップリンクに対応するスイッチを導入したい
■ 各種ルーティングや複数方式の併用など、豊富な機能に対応するスイッチが欲しい
■ 電源部は二重化・冗長化したい

このようなお客様に最適！
■ AMFを導入したいが、エッジ・スイッチのコストは抑えたい
■ スタックやWeb認証などインテリジェント・スイッチの機能を低コストで利用したい
■ 予備機運用を行うので、保証期間の長い製品で統一したい

ネットワーク規模

ネットワーク規模

SH510

SH310SH230

XS900MX
GS900MX

FS980M

x310

x230/x230L

x220

SwitchBlade x8100

このようなお客様に最適！
■ 1筐体内で多数のポートを収容したい
■ 10G+複数のSFP+/QSFP+/QSFP28など、必要なインターフェースのみで二重化構成を組みたい

x610/x600

x550

x530/x530L

x510DP/x510/x510L/IX5 x930

x950

SwitchBlade x908 GEN2

NEW

NEW NEW

GS980MX

GS980M

NEW

スイッチ ブランド別ラインナップ
ネットワークコアに必要な可用性と柔軟性を提供するモジュラー型スイッチのSwitchBladeシリーズと、アドバンスト・レイヤー3スイッチから 
タップスイッチまで幅広いラインナップを提供する固定ポート型スイッチのCentreCOMの2つのスイッチシリーズで、お客様の多彩な要件にお
応えします。

リリース予定
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SwitchBlade Series

SwitchBladeシリーズ コア・スイッチ

大規模ネットワークを支えるスケーラブル・シャーシスイッチ
x8100 Series

コントロールファブリックカード 電源ユニット（NEMA5-20） システム電源ユニット用
AC 電源ケーブル

マルチレイヤー・モジュラー・スイッチ

SBx8100用オプション

NEMA5-15

シリーズ 可用性と柔軟性を提供する 
モジュラー型スイッチ

アカデミック

システム用AC電源
AT-SBxPWRSYS2-70 2355R ¥393,400 税込 ¥424,872
AT-SBxPWRSYS2-70-Z1 2355RZ1 ¥414,000 税込 ¥447,120
AT-SBxPWRSYS2-70-Z5 2355RZ5 ¥492,000 税込 ¥531,360
AT-SBxPWRSYS2-70-Z7 2355RZ7 ¥543,000 税込 ¥586,440

PoE用AC電源
AT-SBxPWRPOE1-70 0812R ¥261,400 税込 ¥282,312
AT-SBxPWRPOE1-70-Z1 0812RZ1 ¥274,600 税込 ¥296,568
AT-SBxPWRPOE1-70-Z5 0812RZ5 ¥327,400 税込 ¥353,592
AT-SBxPWRPOE1-70-Z7 0812RZ7 ¥361,000 税込 ¥389,880

システム用DC電源
AT-SBxPWRSYS1-80 0776R ¥465,600 税込 ¥502,848
AT-SBxPWRSYS1-80-Z1 0776RZ1 ¥489,600 税込 ¥528,768
AT-SBxPWRSYS1-80-Z5 0776RZ5 ¥582,000 税込 ¥628,560
AT-SBxPWRSYS1-80-Z7 0776RZ7 ¥643,000 税込 ¥694,440

※受注生産品のため納期はお問い合わせください。

AT-SBx81CFC960

AT-SBx81CFC400

AT-SBxPWRSYS2-70
AT-SBxPWRPOE1-70 AT-SBxPWRSYS1-80

拡張スロット
×10

AT-SBx8112 0024R ¥948,000 税込 ¥1,023,840

AT-SBx8112-Z1 0024RZ1 ¥1,024,000 税込 ¥1,105,920

AT-SBx8112-Z5 0024RZ5 ¥1,328,000 税込 ¥1,434,240

AT-SBx8112-Z7 0024RZ7 ¥1,517,000 税込 ¥1,638,360
441（W）× 380（D）× 311（H） mm　19kg
※別売の電源ユニットが最低1台必要です。
※コンソール接続にはVT-Kit2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。

拡張スロット
×4

AT-SBx8106 1030R ¥875,000 税込 ¥945,000

AT-SBx8106-Z1 1030RZ1 ¥945,000 税込 ¥1,020,600

AT-SBx8106-Z5 1030RZ5 ¥1,225,000 税込 ¥1,323,000

AT-SBx8106-Z7 1030RZ7 ¥1,400,000 税込 ¥1,512,000
441（W）× 380（D）× 176（H） mm　15kg
※別売の電源ユニットが最低1台必要です。
※コンソール接続にはVT-Kit2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。
※ファームウェアバージョン5.4.4以降で5スロット使用することも可能です。

コントロールファブリックカード 960Gbps版 
AT-SBx81CFC960 1033R ¥2,880,000  税込 ¥3,110,400
AT-SBx81CFC960-Z1 1033RZ1 ¥3,024,000 税込 ¥3,265,920
AT-SBx81CFC960-Z5 1033RZ5 ¥3,600,000 税込 ¥3,888,000
AT-SBx81CFC960-Z7 1033RZ7 ¥3,975,000 税込 ¥4,293,000

コントロールファブリックカード 400Gbps版
AT-SBx81CFC400 0025R ¥1,553,000  税込 ¥1,677,240
AT-SBx81CFC400-Z1 0025RZ1 ¥1,631,000 税込 ¥1,761,480
AT-SBx81CFC400-Z5 0025RZ5 ¥1,942,000 税込 ¥2,097,360
AT-SBx81CFC400-Z7 0025RZ7 ¥2,144,000 税込 ¥2,315,520

AT-SBxPWRSYS2-70用 3ピンアース付き電源ケーブル
AT-PWRCBL-J01SB 0765R ¥13,200  税込 ¥14,256
AT-PWRCBL-J01SB-Z1 0765RZ1 ¥14,600 税込 ¥15,768
AT-PWRCBL-J01SB-Z5 0765RZ5 ¥17,200 税込 ¥18,576
AT-PWRCBL-J01SB-Z7 0765RZ7 ¥19,000 税込 ¥20,520

アカデミック

AT-SBxFAN12（左）
AT-SBxFAN06（右）

スペアファントレイ（予備用）

スペアファントレイ（予備用）AT-SBx8112用
AT-SBxFAN12 0818R ¥129,400 税込 ¥139,752
AT-SBxFAN12-Z1 0818RZ1 ¥136,000 税込 ¥146,880
AT-SBxFAN12-Z5 0818RZ5 ¥162,400 税込 ¥175,392
AT-SBxFAN12-Z7 0818RZ7 ¥179,000 税込 ¥193,320

スペアファントレイ（予備用）AT-SBx8106用
AT-SBxFAN06 1031R ¥129,400 税込 ¥139,752
AT-SBxFAN06-Z1 1031RZ1 ¥136,000 税込 ¥146,880
AT-SBxFAN06-Z5 1031RZ5 ¥162,400 税込 ¥175,392
AT-SBxFAN06-Z7 1031RZ7 ¥179,000 税込 ¥193,320

内部電源
冗長化対応 SNMP RS-232

RJ-45 19”付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売 電源別売 設定用VT-Kit2/

Kit2 plus別売

アカデミック ※

※AT-SBxPWRSYS1-80は対象外※AT-SBx81CFC400は対象外

AT-SBx8112

AT-SBx8106

※ 写真は別売のコントロールカード、ライン
カード、電源ユニットを装着しています。

アカデミック ※

SwitchBlade x8100

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。
は有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。
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SwitchBlade Series
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AT-SBx81GT40
AT-SBx81GS24a
AT-SBx81GP24
AT-SBx81GT24
AT-SBx81XS6
AT-SBx81XS16

AT-SBx81XLEM/XS8

AT-SBx81XLEM/XT4 AT-SBx81XLEM/GT8

AT-SBx81XLEM/Q2

アドバンスドラインカード /
ラインカード

アドバンスドラインカード / 拡張モジュール
アカデミック

AT-SBx81XLEM

拡張スロット
×1

SFPスロット
×12

AT-SBx81XLEM 3514R ¥698,000 税込 ¥753,840
AT-SBx81XLEM-Z1 3514RZ1 ¥733,000 税込 ¥791,640
AT-SBx81XLEM-Z5 3514RZ5 ¥873,000 税込 ¥942,840
AT-SBx81XLEM-Z7 3514RZ7 ¥964,000 税込 ¥1,041,120
SFP+スロット

×8
AT-SBx81XLEM搭載用

AT-SBx81XLEM/XS8 3515R ¥298,000 税込 ¥321,840
AT-SBx81XLEM/XS8-Z1 3515RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-SBx81XLEM/XS8-Z5 3515RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
AT-SBx81XLEM/XS8-Z7 3515RZ7 ¥412,000 税込 ¥444,960

QSFP+スロット
×2

AT-SBx81XLEM 搭載用

AT-SBx81XLEM/Q2 3516R ¥298,000 税込 ¥321,840
AT-SBx81XLEM/Q2-Z1 3516RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-SBx81XLEM/Q2-Z5 3516RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
AT-SBx81XLEM/Q2-Z7 3516RZ7 ¥412,000 税込 ¥444,960

10G
×4

AT-SBx81XLEM 搭載用

AT-SBx81XLEM/XT4 3517R ¥298,000 税込 ¥321,840
AT-SBx81XLEM/XT4-Z1 3517RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-SBx81XLEM/XT4-Z5 3517RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
AT-SBx81XLEM/XT4-Z7 3517RZ7 ¥412,000 税込 ¥444,960

10/100/1000T
×8

AT-SBx81XLEM 搭載用

AT-SBx81XLEM/GT8 3518R ¥298,000 税込 ¥321,840
AT-SBx81XLEM/GT8-Z1 3518RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-SBx81XLEM/GT8-Z5 3518RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
AT-SBx81XLEM/GT8-Z7 3518RZ7 ¥412,000 税込 ¥444,960

AT-SBx81GT24 0816R ¥691,700 税込 ¥747,036
10/100/1000T

×24
AT-SBx81GT24-Z1 0816RZ1 ¥727,400 税込 ¥785,592
AT-SBx81GT24-Z5 0816RZ5 ¥864,600 税込 ¥933,768
AT-SBx81GT24-Z7 0816RZ7 ¥955,000 税込 ¥1,031,400

AT-SBx81GT40 1167R ¥1,293,600 税込 ¥1,397,088
10/100/1000T
×40（RJ.5）

AT-SBx81GT40-Z1 1167RZ1 ¥1,358,300 税込 ¥1,466,964
AT-SBx81GT40-Z5 1167RZ5 ¥1,617,000 税込 ¥1,746,360
AT-SBx81GT40-Z7 1167RZ7 ¥1,786,000 税込 ¥1,928,880
※RJ.5 - RJ45変換ケーブルに対応しています。

AT-SBx81XS16 1168R ¥2,821,500 税込 ¥3,047,220
SFP+スロット

×16
AT-SBx81XS16-Z1 1168RZ1 ¥2,962,800 税込 ¥3,199,824
AT-SBx81XS16-Z5 1168RZ5 ¥3,528,000 税込 ¥3,810,240
AT-SBx81XS16-Z7 1168RZ7 ¥3,894,000 税込 ¥4,205,520
※AT-SBx81XS16を使用するにはAT-SBx81CFC960が必要です。

AT-SBx81GP24 0814R ¥986,100 税込 ¥1,064,988
10/100/1000T
×24（PoE）

AT-SBx81GP24-Z1 0814RZ1 ¥1,036,200 税込 ¥1,119,096
AT-SBx81GP24-Z5 0814RZ5 ¥1,232,900 税込 ¥1,331,532
AT-SBx81GP24-Z7 0814RZ7 ¥1,361,000 税込 ¥1,469,880

AT-SBx81GS24a 0815R ¥986,100 税込 ¥1,064,988
SFPスロット

×24
AT-SBx81GS24a-Z1 0815RZ1 ¥1,036,200 税込 ¥1,119,096
AT-SBx81GS24a-Z5 0815RZ5 ¥1,232,900 税込 ¥1,331,532
AT-SBx81GS24a-Z7 0815RZ7 ¥1,361,000 税込 ¥1,469,880

AT-SBx81XS6 0817R ¥1,881,000 税込 ¥2,031,480
SFP+スロット

×6
AT-SBx81XS6-Z1 0817RZ1 ¥1,976,100 税込 ¥2,134,188
AT-SBx81XS6-Z5 0817RZ5 ¥2,352,300 税込 ¥2,540,484
AT-SBx81XS6-Z7 0817RZ7 ¥2,596,000 税込 ¥2,803,680

アカデミック

フィーチャーライセンス
■AT-SBx81CFC960（SBx8100シリーズ）用

AMFコントローラーライセンス（60マスター） アカデミック
複数のAMFマスターを統合管理するAMFコントローラー機能に対応します。

AT-CF9-AC60-1Y-2016 02526 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-CF9-AC60-6Y-2016 02527 ¥4,500,000 税込 ¥4,860,000
AT-CF9-AC60-7Y-2016 02940 ¥5,250,000 税込 ¥5,670,000
AT-CF9-AC60-1Y-2016 更新用 03167 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000

AMFマスターライセンス アカデミック
AMFマスター機能をサポートします。AMFは、ネットワー
クバーチャライゼーションを実現し、ユニファイド・コント
ロールを行うAMFマスター装置と、コントロールされる
AMFメンバー装置の2種類から成ります。

※ キャンペーン   AMF導入キャンペーンは2019年6月30日
（弊社注文受付分）までです。

40メンバー 
<80リンク>

AT-CF9-AM80L-1Y-2016 02935 ¥500,000 税込 ¥540,000
AT-CF9-AM80L-6Y-2016 02936 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-CF9-AM80L-7Y-2016 02944 ¥1,750,000 税込 ¥1,890,000
AT-CF9-AM80L-1Y-2016 更新用 03171 ¥500,000 税込 ¥540,000

80メンバー 
<160リンク>

AT-CF9-AM160L-1Y-2016 02522 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000
  ¥700,000 税込¥756,000

AT-CF9-AM160L-6Y-2016 02523 ¥3,000,000 税込 ¥3,240,000
  ¥2,100,000 税込¥2,268,000

AT-CF9-AM160L-7Y-2016 02941 ¥3,500,000 税込 ¥3,780,000
  ¥2,450,000 税込¥2,646,000

AT-CF9-AM160L-1Y-2016 更新用 03168 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000
  ¥700,000 税込¥756,000

120メンバー 
<240リンク>

AT-CF9-AM240L-1Y-2016 02520 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
  ¥900,000 税込¥972,000

AT-CF9-AM240L-6Y-2016 02521 ¥4,500,000 税込 ¥4,860,000
  ¥2,700,000 税込¥2,916,000

AT-CF9-AM240L-7Y-2016 02942 ¥5,250,000 税込 ¥5,670,000
  ¥3,150,000 税込¥3,402,000

AT-CF9-AM240L-1Y-2016 更新用 03169 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
  ¥900,000 税込¥972,000

300メンバー 
<600リンク>

AT-CF9-AM600L-1Y-2016 02680 ¥3,750,000 税込 ¥4,050,000
  ¥1,875,000 税込¥2,025,000

AT-CF9-AM600L-6Y-2016 02681 ¥11,250,000 税込 ¥12,150,000
  ¥5,625,000 税込¥6,075,000

AT-CF9-AM600L-7Y-2016 02943 ¥13,125,000 税込 ¥14,175,000
  ¥6,562,500 税込¥7,087,500

AT-CF9-AM600L-1Y-2016 更新用 03170 ¥3,750,000 税込 ¥4,050,000
  ¥1,875,000 税込¥2,025,000

AMFマスターライセンスバンドルパック NEW
AMFマスターライセンス（40メンバー、1年）をバンドルした製品です。

AT-SBx81CFC960-AM80L-1Y-Pack P0586 ¥3,168,000 税込 ¥3,421,440
AT-SBx81CFC960-Z1-AM80L-1Y-Pack P0586Z1 ¥3,326,400 税込 ¥3,592,512
AT-SBx81CFC960-Z5-AM80L-1Y-Pack P0586Z5 ¥3,960,000 税込 ¥4,276,800
AT-SBx81CFC960-Z7-AM80L-1Y-Pack P0586Z7 ¥4,372,500 税込 ¥4,722,300

プレミアムライセンス アカデミック  
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグVLAN、
UDLD、VRF-Lite、ローカルRADIUSサーバーの機能拡張をサポートします。

AT-CFC960-FL01 00917 ¥1,320,000 税込 ¥1,425,600
AT-CFC960-FL01-Z1 00917Z1 ¥1,386,000 税込 ¥1,496,880
AT-CFC960-FL01-Z5 00917Z5 ¥1,650,000 税込 ¥1,782,000
AT-CFC960-FL01-Z7 00917Z7 ¥1,822,000 税込 ¥1,967,760

バーチャルシャーシスタックプラス（VCS plus）ライセンス アカデミック  
バーチャルシャーシスタックプラス（VCS plus） 機能をサポートします。

AT-CFC960-FL04 00926 ¥1,320,000 税込 ¥1,425,600
AT-CFC960-FL04-Z1 00926Z1 ¥1,386,000 税込 ¥1,496,880
AT-CFC960-FL04-Z5 00926Z5 ¥1,650,000 税込 ¥1,782,000
AT-CFC960-FL04-Z7 00926Z7 ¥1,822,000 税込 ¥1,967,760

■AT-SBx81CFC400（SBx8100シリーズ）用

AMFマスターライセンス 
AMFマスター機能をサポートします。AMFは、ネットワー
クバーチャライゼーションを実現し、ユニファイド・コント
ロールを行うAMFマスター装置と、コントロールされる
AMFメンバー装置の2種類から成ります。

40メンバー 
<80リンク>

AT-CF4-AM80L-1Y-2016 02933 ¥500,000 税込 ¥540,000
AT-CF4-AM80L-6Y-2016 02934 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-CF4-AM80L-7Y-2016 02982 ¥1,750,000 税込 ¥1,890,000
AT-CF4-AM80L-1Y-2016 更新用 03166 ¥500,000 税込 ¥540,000

80メンバー 
<160リンク>

AT-CF4-AM160L-1Y-2016 02538 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000
AT-CF4-AM160L-6Y-2016 02539 ¥3,000,000 税込 ¥3,240,000
AT-CF4-AM160L-7Y-2016 02950 ¥3,500,000 税込 ¥3,780,000
AT-CF4-AM160L-1Y-2016 更新用 03165 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000

プレミアムライセンス 
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグVLAN、
UDLD、ローカルRADIUSサーバーの機能拡張をサポートします。

AT-CFC400-FL01 00913 ¥1,320,000 税込 ¥1,425,600
AT-CFC400-FL01-Z1 00913Z1 ¥1,386,000 税込 ¥1,496,880
AT-CFC400-FL01-Z5 00913Z5 ¥1,650,000 税込 ¥1,782,000
AT-CFC400-FL01-Z7 00913Z7 ¥1,822,000 税込 ¥1,967,760

製品名に1Yまたは6Y、7Yが含まれる製品はご利用可能期間が設けられています。
ご利用可能期間　1Y：1年間　　6Y：6年間　　7Y：7年間

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

RJ.5（オス） -RJ45（オス） 変換ケーブル（3m）
AT-UTP/RJ.5-300-A 1432R ¥17,000 税込 ¥18,360
AT-UTP/RJ.5-300-A-Z1 1432RZ1 ¥18,500 税込 ¥19,980
AT-UTP/RJ.5-300-A-Z5 1432RZ5 ¥21,200 税込 ¥22,896
AT-UTP/RJ.5-300-A-Z7 1432RZ7 ¥24,000 税込 ¥25,920

RJ.5（オス） -RJ45（メス） 変換ケーブル（3m）
AT-UTP/RJ.5-300-B 1434R ¥17,000 税込 ¥18,360
AT-UTP/RJ.5-300-B-Z1 1434RZ1 ¥18,500 税込 ¥19,980
AT-UTP/RJ.5-300-B-Z5 1434RZ5 ¥21,200 税込 ¥22,896
AT-UTP/RJ.5-300-B-Z7 1434RZ7 ¥24,000 税込 ¥25,920

ファイバースタックモジュール（9.0km） 
AT-StackOP/9.0 1045R ¥542,100 税込 ¥585,468
AT-StackOP/9.0-Z1 1045RZ1 ¥570,000 税込 ¥615,600
AT-StackOP/9.0-Z5 1045RZ5 ¥677,600 税込 ¥731,808
AT-StackOP/9.0-Z7 1045RZ7 ¥749,000 税込 ¥808,920

RJ.5-RJ45 変換ケーブル（AT-SBx81GT40 用）スタックモジュール
カッパースタックモジュール（1.0m） アカデミック  
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340
AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404
AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720

RJ.5（オス） -RJ45（オス） 変換ケーブル（1m）
AT-UTP/RJ.5-100-A 1431R ¥13,000 税込 ¥14,040
AT-UTP/RJ.5-100-A-Z1 1431RZ1 ¥14,600 税込 ¥15,768
AT-UTP/RJ.5-100-A-Z5 1431RZ5 ¥17,200 税込 ¥18,576
AT-UTP/RJ.5-100-A-Z7 1431RZ7 ¥18,000 税込 ¥19,440

RJ.5（オス） -RJ45（メス） 変換ケーブル（1m）
AT-UTP/RJ.5-100-B 1433R ¥13,000 税込 ¥14,040
AT-UTP/RJ.5-100-B-Z1 1433RZ1 ¥14,600 税込 ¥15,768
AT-UTP/RJ.5-100-B-Z5 1433RZ5 ¥17,200 税込 ¥18,576
AT-UTP/RJ.5-100-B-Z7 1433RZ7 ¥18,000 税込 ¥19,440

➡ 詳しくはP25をご覧ください。

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100 QSFP+

スロット ▶P86 SFP+
スロット ▶P86 SFP

スロット ▶P87

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜106をご覧ください。▶▶▶
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SwitchBladeシリーズ コア・スイッチ

最大 8 モジュールを搭載可能
AT-SBx908 GEN2

フラグシップブランドの最新機種登場！次世代エンタープライズ向けコア・スイッチ

アドバンスト・レイヤー3 モジュラー・スイッチ

x908 GEN2

x908 GEN2

アカデミック

インテグレーションテストサービスバンドル 
AT-SBx908 GEN2-i 3615RIA ¥2,596,000 税込 ¥2,803,680
AT-SBx908 GEN2-Z1-i 3615RIB ¥2,780,000 税込 ¥3,002,400
AT-SBx908 GEN2-Z5-i 3615RIC ¥3,516,000 税込 ¥3,797,280
AT-SBx908 GEN2-Z7-i 3615RIE ¥4,154,000 税込 ¥4,486,320
※AT-SBx908 GEN2本体にインテグレーションテストサービスをバンドルした製品です。
　受注〜出荷まではインテグレーションテストサービスチケット購入時と同様の流れとなります。

拡張スロット
×8

AT-SBx908 GEN2 3615R ¥2,300,000 税込 ¥2,484,000
AT-SBx908 GEN2-Z1 3615RZ1 ¥2,484,000 税込 ¥2,682,720
AT-SBx908 GEN2-Z5 3615RZ5 ¥3,220,000 税込 ¥3,477,600
AT-SBx908 GEN2-Z7 3615RZ7 ¥3,680,000 税込 ¥3,974,400

内部電源
冗長化対応 SNMP RS-232

RJ-45 19”付 フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売 電源別売 設定用VT-Kit2/

Kit2 plus別売

441(W)×403(D)×133(H)mm 16kg（ファンモジュール×2、電源ユニット用カバーパネル、モジュール用カバーパネルを含む）
※コンソール接続には VT-Kit2 または VT-Kit2 plus（オプション）が必要です。※別売の電源ユニットが最低 1 台必要です。
※ 1  VCS、LD-VCS は、FW Ver.5.4.7-2.3 よりサポートです。

100G
AT-QSFP28SR4

AT-QSFP28LR4

キャンペーン

スペアファンモジュール

AT-XEM2-12XTm

拡張モジュール

QSFP28 モジュール
（100Gbps）

電源ユニット（NEMA5-20）アカデミック

AT-XEM2-12XT 3617R ¥398,000 税込 ¥429,840

1000T/10G
×12

AT-XEM2-12XT-Z1 3617RZ1 ¥418,000 税込 ¥451,440
AT-XEM2-12XT-Z5 3617RZ5 ¥498,000 税込 ¥537,840
AT-XEM2-12XT-Z7 3617RZ7 ¥550,000 税込 ¥594,000

AT-XEM2-12XS 3616R ¥398,000 税込 ¥429,840

SFP/SFP+スロット
×12

AT-XEM2-12XS-Z1 3616RZ1 ¥418,000 税込 ¥451,440
AT-XEM2-12XS-Z5 3616RZ5 ¥498,000 税込 ¥537,840
AT-XEM2-12XS-Z7 3616RZ7 ¥550,000 税込 ¥594,000

AT-XEM2-4QS 3618R ¥298,000 税込 ¥321,840

QSFP+スロット
×4

AT-XEM2-4QS-Z1 3618RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-XEM2-4QS-Z5 3618RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
AT-XEM2-4QS-Z7 3618RZ7 ¥412,000 税込 ¥444,960

AT-XEM2-1CQ 3619R
¥250,000 税込 ¥270,000

QSFP28スロット
×1

キャンペーン  ¥100,000 税込 ¥108,000

AT-XEM2-1CQ-Z1 3619RZ1
¥263,000 税込 ¥284,040

キャンペーン  ¥105,000 税込 ¥113,400

AT-XEM2-1CQ-Z5 3619RZ5
¥313,000 税込 ¥338,040

キャンペーン  ¥125,000 税込 ¥135,000

AT-XEM2-1CQ-Z7 3619RZ7
¥345,000 税込 ¥372,600

キャンペーン  ¥138,000 税込 ¥149,040
※  キャンペーン  AS-VCS キャンペーンは 2019 年 6 月 30 日（弊社注文受付分）までです。

AT-XEM2-12XTm リリース予定

1/2.5/5/10G
×12

AT-XEM2-12XTm-Z1 リリース予定
AT-XEM2-12XTm-Z5 リリース予定
AT-XEM2-12XTm-Z7 リリース予定

AT-XEM2-8XSTm リリース予定 1/2.5/5/10G
×4

SFP+スロット
×4

AT-XEM2-8XSTm-Z1 リリース予定
AT-XEM2-8XSTm-Z5 リリース予定
AT-XEM2-8XSTm-Z7 リリース予定

システム用 AC 電源
AT-SBxPWRSYS2-70 2355R ¥393,400 税込 ¥424,872

AT-SBxPWRSYS2-70-Z1 2355RZ1 ¥414,000 税込 ¥447,120

AT-SBxPWRSYS2-70-Z5 2355RZ5 ¥492,000 税込 ¥531,360

AT-SBxPWRSYS2-70-Z7 2355RZ7 ¥543,000 税込 ¥586,440

システム用 DC 電源
AT-SBxPWRSYS1-80 0776R ¥465,600 税込 ¥502,848

AT-SBxPWRSYS1-80-Z1 0776RZ1 ¥489,600 税込 ¥528,768

AT-SBxPWRSYS1-80-Z5 0776RZ5 ¥582,000 税込 ¥628,560

AT-SBxPWRSYS1-80-Z7 0776RZ7 ¥643,000 税込 ¥694,440
※受注生産品のため納期はお問い合わせください。

アカデミック ※

AT-SBxPWRSYS2-70

AT-SBxPWRSYS1-80

スペアファンモジュール
AT-FAN08 3620R ¥76,600 税込 ¥82,728

AT-FAN08-Z1 3620RZ1 ¥81,000 税込 ¥87,480

AT-FAN08-Z5 3620RZ5 ¥96,000 税込 ¥103,680

AT-FAN08-Z7 3620RZ7 ¥106,000 税込 ¥114,480

※AT-SBxPWRSYS1-80は対象外

SBx908 GEN2用オプション

AT-XEM2-12XS

AT-XEM2-12XT

AT-XEM2-1CQ

キャンペーン

AT-XEM2-4QS

100G
×1

最長100m

AT-QSFP28SR4 3754R
¥390,000 税込 ¥421,200

キャンペーン ¥150,000 税込 ¥162,000

AT-QSFP28SR4-Z1 3754RZ1
¥403,700 税込 ¥435,996

キャンペーン ¥155,300 税込 ¥167,724

AT-QSFP28SR4-Z5 3754RZ5
¥448,500 税込 ¥484,380

キャンペーン ¥172,500 税込 ¥186,300

AT-QSFP28SR4-Z7 3754RZ7
¥495,300 税込 ¥534,924

キャンペーン ¥190,500 税込 ¥205,740
※  キャンペーン  AS-VCS キャンペーンは 2019 年 6 月 30 日（弊社注文受付分）までです。

100G
×1

最長10km

AT-QSFP28LR4 3757R
¥1,200,000 税込 ¥1,296,000

キャンペーン ¥450,000 税込 ¥486,000

AT-QSFP28LR4-Z1 3757RZ1
¥1,242,000 税込 ¥1,341,360

キャンペーン ¥465,800 税込 ¥503,064

AT-QSFP28LR4-Z5 3757RZ5
¥1,380,000 税込 ¥1,490,400

キャンペーン ¥517,500 税込 ¥558,900

AT-QSFP28LR4-Z7 3757RZ7
¥1,524,000 税込 ¥1,645,920

キャンペーン ¥571,500 税込 ¥617,220
※  キャンペーン  AS-VCS キャンペーンは 2019 年 6 月 30 日（弊社注文受付分）までです。

アカデミック

※  当製品をAT-SBx908 GEN2へ装着してご使用いただく場合は有償サポートサー
ビスのご契約が必須となります（その他使用時のご契約は任意となります）。

※  当製品をAT-SBx908 GEN2へ装着してご使用いただく場合は有償サポートサービスの
ご契約が必須となります（その他使用時のご契約は任意となります）。

AT-XEM2-8XSTm

リリース予定
リリース予定

は有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。
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フィーチャーライセンス
■AT-SBx908 GEN2用 

AMFコントローラーライセンス（60マスター） アカデミック
複数のAMFマスターを統合管理するAMFコントローラー機能に対応します。

AT-SBx908G-AC60-1Y-2017 02862 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-SBx908G-AC60-6Y-2017 02863 ¥4,500,000 税込 ¥4,860,000
AT-SBx908G-AC60-7Y-2017 02945 ¥5,250,000 税込 ¥5,670,000
AT-SBx908G-AC60-1Y-2017 更新用 03176 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000

AMFマスターライセンス
AMFマスター機能をサポートします。AMFは、ネットワーク
バーチャライゼーションを実現し、ユニファイド・コントロー
ルを行うAMFマスター装置と、コントロールされるAMFメ
ンバー装置の2種類から成ります。

※ キャンペーン   AS-VCSキャンペーンは2019年6月30日（弊社
注文受付分）までです。

20メンバー 
<40リンク>

AT-SBx908G-AM40L-1Y-2017 02931 ¥250,000 税込 ¥270,000 キャンペーン   ¥225,000 税込¥243,000
AT-SBx908G-AM40L-6Y-2017 02932 ¥750,000 税込 ¥810,000 キャンペーン   ¥675,000 税込¥729,000
AT-SBx908G-AM40L-7Y-2017 02987 ¥875,000 税込 ¥945,000 キャンペーン   ¥787,500 税込¥850,500
AT-SBx908G-AM40L-1Y-2017 更新用 03179 ¥250,000 税込 ¥270,000

40メンバー
<80リンク>
 アカデミック

AT-SBx908G-AM80L-1Y-2017 02854 ¥500,000 税込 ¥540,000 キャンペーン   ¥400,000 税込¥432,000
AT-SBx908G-AM80L-6Y-2017 02855 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000 キャンペーン  ¥1,200,000 税込¥1,296,000
AT-SBx908G-AM80L-7Y-2017 02949 ¥1,750,000 税込 ¥1,890,000 キャンペーン  ¥1,400,000 税込¥1,512,000
AT-SBx908G-AM80L-1Y-2017 更新用 03181 ¥500,000 税込 ¥540,000

80メンバー
<160リンク>
 アカデミック

AT-SBx908G-AM160L-1Y-2017 02856 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000 キャンペーン   ¥700,000 税込¥756,000
AT-SBx908G-AM160L-6Y-2017 02857 ¥3,000,000 税込 ¥3,240,000 キャンペーン  ¥2,100,000 税込¥2,268,000
AT-SBx908G-AM160L-7Y-2017 02946 ¥3,500,000 税込 ¥3,780,000 キャンペーン  ¥2,450,000 税込¥2,646,000
AT-SBx908G-AM160L-1Y-2017 更新用 03177 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000

120メンバー
<240リンク>
 アカデミック

AT-SBx908G-AM240L-1Y-2017 02858 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000 キャンペーン   ¥900,000 税込¥972,000
AT-SBx908G-AM240L-6Y-2017 02859 ¥4,500,000 税込 ¥4,860,000 キャンペーン  ¥2,700,000 税込¥2,916,000
AT-SBx908G-AM240L-7Y-2017 02947 ¥5,250,000 税込 ¥5,670,000 キャンペーン  ¥3,150,000 税込¥3,402,000
AT-SBx908G-AM240L-1Y-2017 更新用 03178 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000

300メンバー
<600リンク>
 アカデミック

AT-SBx908G-AM600L-1Y-2017 02860 ¥3,750,000 税込 ¥4,050,000 キャンペーン  ¥1,875,000 税込¥2,025,000
AT-SBx908G-AM600L-6Y-2017 02861 ¥11,250,000 税込 ¥12,150,000 キャンペーン  ¥5,625,000 税込¥6,075,000
AT-SBx908G-AM600L-7Y-2017 02948 ¥13,125,000 税込 ¥14,175,000 キャンペーン  ¥6,562,500 税込¥7,087,500
AT-SBx908G-AM600L-1Y-2017 更新用 03180 ¥3,750,000 税込 ¥4,050,000

AMFマスターライセンスバンドルパック NEW
AMFマスターライセンス（40メンバー、1年）をバンドルした製品です。

AT-SBx908 GEN2-AM80L-1Y-Pack P0585 ¥2,530,000 税込 ¥2,732,400
AT-SBx908 GEN2-Z1-AM80L-1Y-Pack P0585Z1 ¥2,732,400 税込 ¥2,950,992
AT-SBx908 GEN2-Z5-AM80L-1Y-Pack P0585Z5 ¥3,542,000 税込 ¥3,825,360
AT-SBx908 GEN2-Z7-AM80L-1Y-Pack P0585Z7 ¥4,048,000 税込 ¥4,371,840

無線LANコントローラーライセンス 

無線LANコントローラー機能をサポートしAWC（電波出力
およびチャンネルの自動調整）に対応します。

※ キャンペーン   AS-VCSキャンペーンは2019年6月30日（弊社
注文受付分）までです。

40AP AT-SBx908G-WL40-1Y-2018 03057 ¥60,000 税込 ¥64,800 キャンペーン   ¥42,000 税込¥45,360
AT-SBx908G-WL40-6Y-2018 03058 ¥180,000 税込 ¥194,400 キャンペーン   ¥126,000 税込¥136,080
AT-SBx908G-WL40-7Y-2018 03059 ¥210,000 税込 ¥226,800 キャンペーン   ¥147,000 税込¥158,760
AT-SBx908G-WL40-1Y-2018 更新用 03184 ¥60,000 税込 ¥64,800

80AP AT-SBx908G-WL80-1Y-2018 03060 ¥120,000 税込 ¥129,600 キャンペーン   ¥72,000 税込¥77,760
AT-SBx908G-WL80-6Y-2018 03061 ¥360,000 税込 ¥388,800 キャンペーン   ¥216,000 税込¥233,280
AT-SBx908G-WL80-7Y-2018 03062 ¥420,000 税込 ¥453,600 キャンペーン   ¥252,000 税込¥272,160
AT-SBx908G-WL80-1Y-2018 更新用 03185 ¥120,000 税込 ¥129,600

120AP AT-SBx908G-WL120-1Y-2018 03063 ¥180,000 税込 ¥194,400 キャンペーン   ¥90,000 税込¥97,200
AT-SBx908G-WL120-6Y-2018 03064 ¥540,000 税込 ¥583,200 キャンペーン   ¥270,000 税込¥291,600
AT-SBx908G-WL120-7Y-2018 03065 ¥630,000 税込 ¥680,400 キャンペーン   ¥315,000 税込¥340,200
AT-SBx908G-WL120-1Y-2018 更新用 03182 ¥180,000 税込 ¥194,400

250AP
リリース予定

AT-SBx908G-WL250-1Y-2019 リリース予定
AT-SBx908G-WL250-6Y-2019 リリース予定
AT-SBx908G-WL250-7Y-2019 リリース予定
AT-SBx908G-WL250-1Y-2019 更新用 リリース予定

無線チャンネルブランケット
(AWC-CB)ライセンス 
AWC-CBによるチャンネルブランケット型無線LAN環境を
実現します。

※ キャンペーン   AS-VCSキャンペーンは2019年6月30日（弊社
注文受付分）までです。

40AP
NEW

AT-SBx908G-CB40-1Y-2018 03213 ¥400,000 税込 ¥432,000 キャンペーン   ¥280,000 税込¥302,400
AT-SBx908G-CB40-6Y-2018 03214 ¥1,200,000 税込 ¥1,296,000 キャンペーン   ¥840,000 税込¥907,200
AT-SBx908G-CB40-7Y-2018 03215 ¥1,400,000 税込 ¥1,512,000 キャンペーン   ¥980,000 税込¥1,058,400
AT-SBx908G-CB40-1Y-2018 更新用 03222 ¥400,000 税込 ¥432,000

80AP
NEW

AT-SBx908G-CB80-1Y-2018 03216 ¥800,000 税込 ¥864,000 キャンペーン   ¥480,000 税込¥518,400
AT-SBx908G-CB80-6Y-2018 03217 ¥2,400,000 税込 ¥2,592,000 キャンペーン  ¥1,440,000 税込¥1,555,200
AT-SBx908G-CB80-7Y-2018 03218 ¥2,800,000 税込 ¥3,024,000 キャンペーン  ¥1,680,000 税込¥1,814,400
AT-SBx908G-CB80-1Y-2018 更新用 03223 ¥800,000 税込 ¥864,000

120AP
NEW

AT-SBx908G-CB120-1Y-2018 03219 ¥1,200,000 税込 ¥1296,000 キャンペーン   ¥600,000 税込¥648,000
AT-SBx908G-CB120-6Y-2018 03220 ¥3,600,000 税込 ¥3,888,000 キャンペーン  ¥1,800,000 税込¥1,944,000
AT-SBx908G-CB120-7Y-2018 03221 ¥4,200,000 税込 ¥4,536,000 キャンペーン  ¥2,100,000 税込¥2,268,000
AT-SBx908G-CB120-1Y-2018 更新用 03224 ¥1,200,000 税込 ¥1,296,000

250AP
リリース予定

AT-SBx908G-CB250-1Y-2019 リリース予定
AT-SBx908G-CB250-6Y-2019 リリース予定
AT-SBx908G-CB250-7Y-2019 リリース予定
AT-SBx908G-CB250-1Y-2019 更新用 リリース予定

プレミアムライセンス  アカデミック
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグ
VLAN、UDLD、VRF-Lite、ローカルRADIUSサーバーの機能拡張をサポートします。

AT-SBx908G-FL01 02853 ¥594,000 税込 ¥641,520
AT-SBx908G-FL01-Z1 02853Z1 ¥624,000 税込 ¥673,920
AT-SBx908G-FL01-Z5 02853Z5 ¥743,000 税込 ¥802,440
AT-SBx908G-FL01-Z7 02853Z7 ¥820,000 税込 ¥885,600

OpenFlow機能ライセンス  
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちら
をご購入ください。AT-SESCと組み合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-
FLBD（P49）などのバンドル製品をご購入ください。また、既存ユーザーの追加購入および
他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」こちらをご購入ください。

AT-SBx908G-FL15 03022 ¥300,000 税込 ¥324,000

AT-SBx908G-FL15-Z1 03022Z1 ¥315,000 税込 ¥340,200

AT-SBx908G-FL15-Z5 03022Z5 ¥375,000 税込 ¥405,000

AT-SBx908G-FL15-Z7 03022Z7 ¥414,000 税込 ¥447,120

製品名に1Yまたは6Y、7Yが含まれる製品はご利用可能期間が設けられています。
ご利用可能期間　1Y：1年間　　6Y：6年間　　7Y：7年間

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100

SFP+
スロット ▶P86
SFP

スロット ▶P87

QSFP28
スロット ▶P18・86
QSFP+
スロット ▶P86

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜106をご覧ください。▶▶▶

AS-VCSキャンペーン
2019年6月30日（弊社注文
受付分）まで キャンペーン
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※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

SwitchBladeシリーズ コア・スイッチ仕様一覧表
SwitchBlade Series

製品名
マルチレイヤー・モジュラー・スイッチ アドバンスト・レイヤー３

モジュラースイッチ

SwitchBlade x8112 SwitchBlade x8106
（コントロールファブリックカード1枚搭載時）

SwitchBlade x8106
（コントロールファブリックカード2枚搭載時） SwitchBlade x908 GEN2

CFC400 CFC960 CFC400 CFC960 CFC400 CFC960
標準装備ポート数
1000/2.5G/5G/10GBASE-T（標準ポート） − − − − − − −
1000BASE-T/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート） ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1
100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート） − − − − − − −
10/100/1000BASE-T 固定ポート（標準ポート） ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 −
10/100/1000BASE-T 固定ポート（コンボポート） − − − − − − −
10/100BASE-TX 固定ポート（標準ポート） − − − − − − −
SFPモジュール用スロット（標準ポート） ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1
SFPモジュール用スロット（コンボポート） − − − − − − −
SFP+/XFPモジュール用スロット（標準ポート） ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1
SFP+/XFPモジュール用スロット（コンボポート） − − − − − − −
QSFP+用スロット（標準ポート） ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1
インターフェース拡張モジュール用スロット 10スロット 10スロット 5スロット 5スロット 4スロット 4スロット 8スロット
拡張モジュールを追加することで構成可能な最大スロットまたはポート数
40GbE用スロット 最大20スロット ※83 最大20スロット ※83 最大10スロット ※84 最大10スロット ※84 最大8スロット ※84 最大8スロット ※84 最大32スロット ※135

10GｂE用スロット（SFP+） 最大80スロット ※119 最大136スロット ※120 最大40スロット※121 最大84スロット
※67 ※41 最大32スロット ※122 最大72スロット

※67 ※41 ※42 最大96スロット ※136

10GbE用ポート
（1000BASE-T/10GBASE-T）

最大40ポート
（XLEM x10 + XLEM/XT4 x10）

最大40ポート 
（XLEM x10 + XLEM/XT4 x10）

最大20ポート 
（XLEM x5 + XLEM/XT4 x5）

最大20ポート
（XLEM x5 + XLEM/XT4 x5）

最大16ポート
（XLEM x4 + XLEM/XT4 x4）

最大16ポート
（XLEM x4 + XLEM/XT4 x4） 最大96スロット ※137

GbE用スロット （SFP） 最大240スロット 最大240スロット 最大120スロット 最大120スロット 最大96スロット 最大96スロット 最大96スロット ※136
GbE用ポート（10/100/1000BASE-T） 最大400ポート（GT40 x10） 最大400ポート（GT40 x10） 最大200ポート（GT40 x5） 最大200ポート（GT40 x5） 最大160ポート（GT40 x4） 最大160ポート（GT40 x4） −
スタック仕様
スタック構成（VCS plus/VCS） − ○ ※78 − ○ ※78 − ○ ※78 ○※138 ※78
ポート仕様 
オートネゴシエーション

※59 ※59 ※59 ※59 ※59 ※59 ※59

MDI/MDI-X 自動認識 
（オートネゴシエーション有効時）
MDI/MDI-X固定
10/100Mbps Full/Half Duplex固定
1000Mbps Full Duplex固定
10Gbps Full Duplex固定
PoE機能 

最大給電可能電力（装置全体）
1200W

（AT-SBxPWRPOE1-70×1 搭載時）
2400W

（AT-SBxPWRPOE1-70×2 搭載時）

1200W
（AT-SBxPWRPOE1-70×1 搭載時）

2400W
（AT-SBxPWRPOE1-70×2 搭載時）

1200W
（AT-SBxPWRPOE1-70×1 搭載時）

2400W
（AT-SBxPWRPOE1-70×2 搭載時）

1200W
（AT-SBxPWRPOE1-70×1 搭載時）

2400W
（AT-SBxPWRPOE1-70×2 搭載時）

1200W
（AT-SBxPWRPOE1-70×1 搭載時）

2400W
（AT-SBxPWRPOE1-70×2 搭載時）

1200W
（AT-SBxPWRPOE1-70×1 搭載時）

2400W
（AT-SBxPWRPOE1-70×2 搭載時）

−最大給電可能電力（1ポートあたり） 30W 30W 30W 30W 30W 30W
給電優先度設定（PoEポートプライオリティー設定）

○ ○ ○ ○ ○ ○IEEE 802.3af （PoE）規格対応
IEEE 802.3at （PoE+）規格対応
パフォーマンス 

スイッチングファブリック 800Gbps
（システム・スイッチングファブリック） ※26

1.92Tbps
（システム・スイッチングファブリック） ※26

240Gbps
（システム・スイッチングファブリック）

560Gbps
（システム・スイッチングファブリック）

320Gbps
（システム・スイッチングファブリック）

960Gbps
（システム・スイッチングファブリック）

2.56Tbps ※139
（システム・スイッチングファブリック）

最大パケット転送能力（装置全体/64Byte） ※117 ※117 ※117 ※117 ※117 ※117 1523.80Mpps※140
フラッシュメモリー容量 128Mbyte ※29 256Mbyte ※29 128Mbyte ※29 256Mbyte ※29 128Mbyte ※29 256Mbyte ※29 4GB

MACアドレス登録数

16K（最大） ※30 
32K（最大） ※31 
32K（最大） ※46 
16K（最大） ※115 

−

16K（最大） ※30 
32K（最大） ※75 
32K（最大） ※75 
128K（最大） ※94 
64K（最大） ※116

16K（最大） ※30 
32K（最大） ※31 
32K（最大） ※46 
16K（最大） ※115 

−

16K（最大） ※30 
32K（最大） ※75 
32K（最大） ※75 
128K（最大） ※94 
64K（最大） ※116

16K（最大） ※30 
32K（最大） ※31 
32K（最大） ※46 
16K（最大） ※115 

−

16K（最大） ※30 
32K（最大） ※75 
32K（最大） ※75 
128K（最大） ※94 
64K（最大） ※116

96,000（最大）

VLAN登録数 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個

IPv4ホスト登録数

3K（最大） ※30
15K（最大） ※31
7K（最大） ※46
3K（最大） ※115

−

3K（最大） ※30
7K（最大） ※75
7K（最大） ※75
22K（最大） ※94
64K（最大） ※116

3K（最大） ※30
15K（最大） ※31
7K（最大） ※46
3K（最大） ※115

−

3K（最大） ※30
7K（最大） ※75
7K（最大） ※75
22K（最大） ※94
64K（最大） ※116

3K（最大） ※30
15K（最大） ※31
7K（最大） ※46
3K（最大） ※115

−

3K（最大） ※30
7K（最大） ※75
7K（最大） ※75
22K（最大） ※94
64K（最大） ※116

96,000（最大）

IPv4ルート登録数

12K（最大） ※30
15K（最大） ※31
15K（最大） ※46
12K（最大） ※115

−

12K（最大） ※30
15K（最大） ※75
15K（最大） ※75

100,000（最大） ※94
100,000（最大） ※116

12K（最大） ※30
15K（最大） ※31
15K（最大） ※46
12K（最大） ※115

−

12K（最大） ※30
15K（最大） ※75
15K（最大） ※75

100,000（最大） ※94
100,000（最大） ※116

12K（最大） ※30
15K（最大） ※31
15K（最大） ※46
12K（最大） ※115

−

12K（最大） ※30
15K（最大） ※75
15K（最大） ※75

100,000（最大） ※94
100,000（最大） ※116

12,000（最大）

ルーティング方式
スタティック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○RIP v1/v2
RIPng（IPv6） AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-SBx908G-FL01
ポリシーベース ○ ※74 ○ ※74 ○ ※74 ○ ※74 ○ ※74 ○ ※74 ○
OSPF v2 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※141
OSPF v3 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-SBx908G-FL01
BGP-4 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※6 ○ ※141
VRF-Lite − AT-CFC960-FL01 −

AT-CFC960-FL01

−

AT-CFC960-FL01 AT-SBx908G-FL01PIM SM/SSM/DM（IPv4）
AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC400-FL01PIM SM（IPv6）

PIMインターフェース数拡張
IPv4機能 
セカンダリーIPアドレス

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VRRP
IPルートフィルター
IGMP v2/v3
Proxy ARP
UDPブロードキャストヘルパー
ディレクティドブロードキャスト転送制御
IPv6機能 ※33 
IPv6 Basic/SNMPv1/v2c/v3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Telnetサーバー/クライアント
SSHサーバー/クライアント
NTPサーバー/クライアント
DHCPサーバー/クライアント ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○
DHCPリレー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DNSリレー
MLDv1/v2スヌーピング
MLDv1/v2
VRRPv3

※1 インターフェース拡張モジュールにより構成が変わります。
※2 10/100/1000BASE-T固定ポートのみサポート。
※6  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はL3フルライセンス（FL01）またはIPv6

ライセンス（FL02）、プレミアムライセンス（AT-CFC400-FL01、AT-CFC960-
FL01） が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。

※7 受信のみサポート。
※9  マルチプルVLANについての詳細はホームページ「VLANソリューション」をご覧く

ださい。
※11  弊社販売品のSD/SDHCメモリーカードの他に、SanDisk社製のSD 2GBおよ

びSDHC 32GBについて動作確認を行っています。SanDisk社製のSD/SDHC
メモリーカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえ
で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラスCLASS4のSD/
SDHCメモリーカードを使用していますが、これはCLASS4の転送速度を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12 64ルートまで標準サポート。65ルート以上はプレミアムライセンス（FL01）が必要。
※13 QSFP28モジュール使用時の動作時温度は0〜45℃になります。
※14  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x950-

FL01）が必要。
※15  アプリケーションライセンス（FL03）を用いることでユーザー登録数を1,000、NAS

登録数を100まで拡張可能。
※17  x600シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を用いることでLAGグループ

数を100まで拡張可能。x610シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を
用いることで128まで拡張可能。

※18  PVST+ Compatibilityについての詳細はホームページ「xシリーズネットワークソ

リューション」をご覧ください。
※19  IEEE 802.3adを実装し、この規格に準拠している製品については相互接続をサ

ポートしておりますが、ネットワーク機器やサーバーとの事前検証を行っていただくこ
とを推奨します。

※20  スタックポートとしては本体前面のS F P+ポート、または拡張モジュール 
AT-StackQSのQSFP+ポートをご使用ください。

※22 コンボポートは未サポート。
※23  AT-SPFX/2、AT-SPFX/15、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/B

のいずれかを使用した場合の動作温度は0〜35℃。
※24  AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/Bのいずれかを使用した場合の動

作温度は0〜45℃。
※25 スタックモジュール装着時。
※26 CFCを2枚搭載時。
※28  ご使用には拡張モジュールAT-StackXG、または拡張モジュールAT-x6EM/XS2

が必要です。
※29 CFCに搭載。
※30 ラインカード（AT-SBx81GT24、GP24）のみ使用時。
※31 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、GS24a）のみ使用時。
※32 SFP/SFP+ 共用スロット。
※33 FW Ver.5.4.3より基本ソフトウェアにてサポート。
※36 ご使用には拡張モジュールAT-StackXGが必要です。
※38  EPSRマスター機能は別途プレミアムライセンス（AT-x510-FL01、AT-x310-

FL01）が必要。
※39  ルート数に制限があります。OSPFv2（256ルート）、OSPFv3（256ルート）、RIP

（1020ルート）、RIPng（510ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（256
ルート）。

※40  FW Ver.5.4.3-3.7よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソ
リューション」をご覧ください。

※41 AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを含む。
※42  AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを通信ポートとして使用する場

合、AT-SP10SR、AT-SP10LR、AT-SP10ER40/I、AT-SP10TW1、
AT-SP10TW3、AT-SP10TW7が使用可能。AT-SP10TW1、AT-SP10TW3、
AT-SP10TWを使用する場合にはFW Ver.5.4.4-2以降が必要。

※43 FW Ver.5.4.8-0.1よりサポート予定となります。
※44 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。
※45 Rev.CX,JXは84Wとなります。
※46 アドバンスドラインカード（AT-SBx81GT40）のみ使用時。
※47 CFCに装備。
※48 ユーザー登録数を1,000、NAS登録数を100まで拡張可能。
※51  AT-PWR100R-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250R-80にFANが標準搭

載。
※52 AT-PWR800-70にFANが標準搭載。
※55  FW Ver.5.4.4よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソリュー

ション」をご覧ください。
※56  A T - S B x P W R S Y S 1 - 7 0（またはA T - S B x P W R S Y S 2 - 7 0 ）と

A T-S B x P W R S Y S1-80の併用は不可。A T-S B x P W R S Y S1-70と
AT-SBxPWRSYS2-70の併用は可。

※57 コンボポートのHalf Duplexは未サポート。

SwitchBlade x8100 SwitchBlade x908SwitchBlade x908 GEN2

SwitchBlade x8100、SwitchBlade x908 GEN2は有償サポートサービスのご契約が必須です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。
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SwitchBlade Series

製品名
マルチレイヤー・モジュラー・スイッチ アドバンスト・レイヤー３

モジュラースイッチ

SwitchBlade x8112 SwitchBlade x8106
（コントロールファブリックカード1枚搭載時）

SwitchBlade x8106
（コントロールファブリックカード2枚搭載時） SwitchBlade x908 GEN2

CFC400 CFC960 CFC400 CFC960 CFC400 CFC960
スイッチング機能
IEEE 802.3ad ダイナミック・コンフィグレーション（LACP） ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19
IEEE 802.3ad マニュアル・コンフィグレーション ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19
LAGグループ数拡張 − − − − − − −
ポートミラーリング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リモートミラーリング ○ ※118 ○ ※118 ○ ※118 ○ ※118 ○ ※118 ○ ※118 ○
フローコントロール ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7
EPSR

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○スパニングツリー（IEEE 802.1D）
Rapidスパニングツリー（IEEE 802.1w）
マルチプルスパニングツリー（IEEE 802.1s）
PVST＋Compatibility ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○
ハードウェアパケットフィルター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○EAP透過
DHCPスヌーピング
IGMP v2/v3スヌーピング
UDLD AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-SBx908G-FL01
ポート管理
送信レート制限

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○パケットストームプロテクション
ループガード （LDF検出）
ループガード （MACスラッシング検出）
VLAN機能
ポートベース/IEEE 802.1Q タグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マルチプルVLAN ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9
IPサブネットベース/プロトコルベース ○ ○ ○ ○ ○ ○

○GVRP ○ ※60 ○ ※60 ○ ※60 ○ ※60 ○ ※60 ○ ※60
Voice VLAN ○ ○ ○ ○ ○ ○
ダブルタグVLAN AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-CFC400-FL01 AT-CFC960-FL01 AT-SBx908G-FL01
QoS機能
物理キューの数 8 8 8 8 8 8 8
優先制御  

（CoS/ToS/DSCP/ポリシーベース）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○帯域制限/帯域保証

スケジューリング（絶対優先、重み付きラウンドロビン）
認証機能/セキュリティー
802.1X認証（Multiple Authentication）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認証方式 （MD5/TLS/TTLS/PEAP）
MACベース認証 （Multiple Authentication）
Web認証 （Multiple Authentication）
ダイナミックVLAN
マルチプルダイナ
ミックVLAN

ポートあたり − − − − − − 1,024（最大1,024）装置あたり
L3モードエンハンスト ゲストVLAN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Auth-fail VLAN
プロミスキャス/インターセプトWeb認証
2ステップ認証 ○ ※55 ○ ※55 ○ ※55 ○ ※55 ○ ※55 ○ ※55 ○
ポートセキュリティー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マネージメント
CLI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Webブラウザー設定
Active Fiber Monitoring ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○
Telnet サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Secure Shell （SSH） サーバー/クライアント
ローカルRADIUSサーバー
ローカルRADIUSサーバー拡張 AT-CFC400-FL01 ※48 AT-CFC960-FL01 ※48 AT-CFC400-FL01 ※48 AT-CFC960-FL01※48 AT-CFC400-FL01 ※48 AT-CFC960-FL01※48 AT-SBx908G-FL01
ユーザー認証データベース

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SNMPv1/v2c/v3
RMON
LLDP
ログ （Syslog）
DHCP サーバー/クライアント ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○ ※71 ○
NTP サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○BOOTP/DHCP リレー
DNS リレー
トリガー
PTP（Transparent Clock） − − − − − − −

AMF 

Controller − AT-CF9-AC60-1Y/6Y/7Y-2016 − AT-CF9-AC60-1Y/6Y/7Y-2016 − AT-CF9-AC60-1Y/6Y/7Y-2016 AT-SBx908G-AC60-1Y/6Y/7Y-2017
Master（20メンバー管理） − − − AT-SBx908G-AM40L-1Y/6Y/7Y-2017
Master（40メンバー管理） AT-CF4-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 ※44 AT-CF9-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 ※44 AT-CF4-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 ※44 AT-CF9-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 ※44 AT-CF4-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 ※44 AT-CF9-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 ※44 AT-SBx908G-AM80L-1Y/6Y/7Y-2017
Master（80メンバー管理） AT-CF4-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-CF9-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-CF4-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-CF9-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-CF4-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-CF9-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-SBx908G-AM160L-1Y/6Y/7Y-2017
Master（120メンバー管理） − AT-CF9-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 − AT-CF9-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 − AT-CF9-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-SBx908G-AM240L-1Y/6Y/7Y-2017
Master（300メンバー管理） AT-CF9-AM600L-1Y/6Y/7Y-2016※123 AT-CF9-AM600L-1Y/6Y/7Y-2016※123 AT-CF9-AM600L-1Y/6Y/7Y-2016※123 AT-SBx908G-AM600L-1Y/6Y/7Y-2017
Member ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○アプリケーションプロキシー

OpenFlow機能 − − − − − − AT-SBx908G-FL15
オプション

電源冗長化 （リダンダント電源）
電源ユニット追加

（AT-SBxPWRSYS1-80,
AT-SBxPWRSYS2-70）※56

電源ユニット追加
（AT-SBxPWRSYS1-80,
AT-SBxPWRSYS2-70）※56

電源ユニット追加
（AT-SBxPWRSYS1-80,
AT-SBxPWRSYS2-70）※56

電源ユニット追加
（AT-SBxPWRSYS1-80,
AT-SBxPWRSYS2-70）※56

電源ユニット追加
（AT-SBxPWRSYS1-80,
AT-SBxPWRSYS2-70）※56

電源ユニット追加
（AT-SBxPWRSYS1-80,
AT-SBxPWRSYS2-70）※56

電源ユニット追加
（AT-SBxPWRSYS2-70, 
AT-SBxPWRSYS1-80）※56

拡張フラッシュメモリー USBポート装備 ※47 USBポート装備 ※47 USBポート装備 ※47 USBポート装備 ※47 USBポート装備 ※47 USBポート装備 ※47 USBポート装備
19インチラックマウントキット 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付
電源ケーブル抜け防止フック 結束バンド固定穴装備 結束バンド固定穴装備 結束バンド固定穴装備 結束バンド固定穴装備 結束バンド固定穴装備 結束バンド固定穴装備 結束バンド固定穴装備
壁設置ブラケット − − − − − − −
ユニット数 7U 7U 4U 4U 4U 4U 3U
動作温度 0〜40℃ 0〜40℃ 0〜40℃ 0〜40℃ 0〜40℃ 0〜40℃ 0〜50℃
ファン有無 有 有 有 有 有 有 有
最大消費電力 モジュール構成に依存 モジュール構成に依存 モジュール構成に依存 モジュール構成に依存 モジュール構成に依存 モジュール構成に依存 モジュール構成に依存

※58  VCS構成時は、PAUSEフレームの送信（both）はサポート対象外で、PAUSEフ
レームの受信（receive）のみをサポート。

※59 モジュールに依存するため、詳細はデータシート、マニュアル等をご参照ください。
※60 FW Ver.5.4.3以前でのみサポート。
※61 10Gライセンス（AT-x510L-FL07）が必要。
※62  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x930-

FL01）が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。
※63  A T-P W R150-70、A T-P W R250-70、A T-P W R250-80使用時。

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70使用時の動作時温度は0〜45℃になりま
す。

※64 拡張モジュール（AT-StackQS）搭載時。AT-QSFP3CUは未サポート。
※66  マルチプルダイナミックVLAN のみ使用した場合の最大数。IPサブネットVLANを

同一筐体内で使用した場合は、そのVLAN数だけ減少します。
※67 全てのラインカードスロットにXS16搭載時。
※69  固定ポートではHalf Duplex未サポート、マネージメントポートのみHalf Duplexを

サポート。
※70  ルート数に制限があります。OSPFv2（64ルート）、OSPFv3（64ルート）、RIP（64

ルート）、RIPng（64ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（64ルート）。
各々個別で使用した際の最大値になります。テーブルサイズは各機能でシェアであ
り、筐体での最大値は64です。

※71  IPv4/IPv6 DHCPクライアントはFW Ver.5.4.4-0.4以前、およびFW 
Ver.5.4.5-0.1以降でのみサポート。

※73 FW Ver.5.4.5-0.1以降でサポート。
※74 FW Ver.5.4.5-2.1以降でサポート。
※75 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、XS16、GS24a、GT40）のみ使用時。
※77  SHシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFネッ

トワークへの接続はAMFリンク1本に制限されます。AMFクロスリンク、AMF仮想
リンクは使用できません。

※78 対応モジュールはデータシートをご参照ください。
※79 FW Ver.5.4.8-1.1以降でサポートです。

※80 FW Ver.5.4.6以降でサポート。
※81 FW Ver.5.4.5S以降でサポート。
※83  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/Q2×10

台装着時となります。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full 
Duplex固定での接続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※84  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM＋AT-SBx81XLEM/Q2装着時となりま
す。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full Duplex固定での接
続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※85 FW Ver.5.4.8-0.2以降でサポートです。
※94  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4のみで構成したL3ルーティングモード時FW Ver.5.4.6-
1.1以降。

※95  AT-x9EM/XT4装着時、AT-x9EM/XT4は以下の製品リビジョンのスイッチ本体
で使用可能です。AT-x930-28GTX・AT-x930-52GTX: Rev. HXまたはRev. 
J以降/AT-x930-28GPX・AT-x930-52GPX: Rev. CYまたはRev. J以降/
AT-x930-28GSTX: Rev. EX, FXまたはRev. G以降。

※98 100M/1000M/10G Full Duplexでの接続のみサポート。
※99 100/1000/10GBASE-T固定ポートのFullDuplex固定のみサポート。
※100 SFP ポートのHalf Duplexは未サポート。
※102 絶対優先の場合は2段階のキューをサポートしています。
※103 ポリシーベースは未サポートです。
※104  本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品

にIPアドレスを設定しておく必要があります。
※105 SNMPv2cのTrapは未対応です。
※106 ハードウェアRev.H1以降でFW Ver.1.4.0以降の製品が対応しています。
※107 送信、受信、双方向設定のみサポートしています。
※109 FW Ver.2.4.0以降サポートです。
※110 FW Ver.1.5.0以降サポートです。
※112 PoE供給電力75Wをこえて90Wまでの動作保証温度は45℃までになります。
※115  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみ使用時。FW Ver.5.4.6-
1.1以降(AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW Ver.5.4.6-2.1以降)

※116  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、
AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみで構成したホストモード時
ファームウェアバージョン5.4.6-1.1以降（AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW 
ver5.4.6-2.1以降）

※117 モジュールにより異なりますので、データシートをご参照ください。
※118 AT-SBx81XS6およびAT-SBx81GS24aは未サポートです。
※119 AT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/XS8×10台装着時。
※120  AT-SBx81XS16×6台＋AT-SBx81LEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4

台＋AT-SBx81CFC960x2台装着時。
※121 AT-SBx81XLEM×5台＋AT-SBx81XLEM/XS8×5台装着時。
※122 AT-SBx81XLEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4台装着時。
※123 FW Ver.5.4.6-2.1以降でサポートです。
※124  FW Ver.5.4.2.3-16より、機器情報をAMFマスターに通知することで、AMFマス

ターからの死活監視を可能とするAMFエージェント機能をサポートします。
※126 FW Ver.5.4.7-0.1以降でサポートです。
※129 100BASE-FXは、AW+5.4.7-0.1以降サポートとなります。
※130 SFP portはAuto MDI/MDI-Xのみサポートとなります。
※134 FW Ver.5.4.7-1.3以降サポートです。
※135 ラインカードスロットにAT-XEM2-4QS装着時となります。
※136 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XS装着時となります。
※137 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XT装着時となります。
※138  拡張モジュール AT-XEM2-4QSをご使用ください。AW+5.4.7-2.3以降サポート

となります。
※139 2スロットあたりの帯域幅は480Gbpsとなります。
※140 AT-XEM2-4QS×8搭載時。
※141 65ルート以上は、プレミアムライセンス（AT-SBx908G-FL01）が必要。



22

x Series

xシリーズ コア・スイッチ
※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

ｘシリーズ
信頼と実績のボックススイッチ
エッジ・スイッチからコア・スイッチ、 
10/100M から 40G までの充実のラインナップ

x950シリーズ用オプション

SFP+スロット
×24

QSFP+/QSFP28
×4

AT-x950-28XSQ 3865R ¥1,980,000 税込 ¥2,138,400
AT-x950-28XSQ-Z1 3865RZ1 ¥2,139,000 税込 ¥2,310,120
AT-x950-28XSQ-Z5 3865RZ5 ¥2,772,000 税込 ¥2,993,760
AT-x950-28XSQ-Z7 3865RZ7 ¥3,168,000 税込 ¥3,421,440

内部電源
冗長化対応 SNMP RS-232

RJ-45 19”付 フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売 電源別売 設定用VT-Kit2/

Kit2 plus別売
L字型電源
ケーブル別売

441（W）×447（D）×44（H）mm　7.3kg（ファンモジュール×2、電源ユニット用カバーパネル、モジュール用カバーパネルを含む）
※コンソール接続には VT-Kit2 または VT-Kit2 plus（オプション）が必要です。※別売の電源ユニットが最低 1 台必要です。

1/2.5/5/10G
×24

QSFP+/QSFP28
×4

AT-XEM2用拡張ベイ
×1

AT-x950-28XTQm リリース予定
AT-x950-28XTQm-Z1 リリース予定
AT-x950-28XTQm-Z5 リリース予定
AT-x950-28XTQm-Z7 リリース予定

内部電源
冗長化対応 SNMP RS-232

RJ-45 19”付 フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売 電源別売 設定用VT-Kit2/

Kit2 plus別売
L字型電源
ケーブル別売

441（W）×447（D）×44（H）mm

アドバンスト・レイヤー3スイッチ

AT-XEM2-12XTm

拡張モジュール
1000T/10G

×12

AT-XEM2-12XT 3617R ¥398,000 税込 ¥429,840
AT-XEM2-12XT-Z1 3617RZ1 ¥418,000 税込 ¥451,440
AT-XEM2-12XT-Z5 3617RZ5 ¥498,000 税込 ¥537,840
AT-XEM2-12XT-Z7 3617RZ7 ¥550,000 税込 ¥594,000

SFP/SFP+スロット
×12

AT-XEM2-12XS 3616R ¥398,000 税込 ¥429,840
AT-XEM2-12XS-Z1 3616RZ1 ¥418,000 税込 ¥451,440
AT-XEM2-12XS-Z5 3616RZ5 ¥498,000 税込 ¥537,840
AT-XEM2-12XS-Z7 3616RZ7 ¥550,000 税込 ¥594,000

QSFP+スロット
×4

AT-XEM2-4QS 3618R ¥298,000 税込 ¥321,840
AT-XEM2-4QS-Z1 3618RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-XEM2-4QS-Z5 3618RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
AT-XEM2-4QS-Z7 3618RZ7 ¥412,000 税込 ¥444,960

1/2.5/5/10G
×12

AT-XEM2-12XTm リリース予定
AT-XEM2-12XTm-Z1 リリース予定
AT-XEM2-12XTm-Z5 リリース予定
AT-XEM2-12XTm-Z7 リリース予定

AT-XEM2-12XS AT-XEM2-12XT

AT-XEM2-1CQAT-XEM2-4QS

SFP+スロット×24、40G/100G 対応
AT-x950-28XSQ

NBASE-T（2.5G/5GBASE-T）、40/100G対応
AT-x950-28XTQm

リリース予定

リリース予定

アカデミック

アカデミック アカデミック
NEW

AT-XEM2-8XSTm

1/2.5/5/10G
×4  SFP+スロット×4

AT-XEM2-8XSTm リリース予定
AT-XEM2-8XSTm-Z1 リリース予定
AT-XEM2-8XSTm-Z5 リリース予定
AT-XEM2-8XSTm-Z7 リリース予定

リリース予定

100G

AT-QSFP28SR4
AT-QSFP28LR4

キャンペーン

キャンペーン

QSFP28 モジュール
（100Gbps）

100G
×1

最長100m

AT-QSFP28SR4 3754R ¥390,000 税込 ¥421,200
キャンペーン ¥150,000 税込 ¥162,000

AT-QSFP28SR4-Z1 3754RZ1 ¥403,700 税込 ¥435,996
キャンペーン ¥155,300 税込 ¥167,724

AT-QSFP28SR4-Z5 3754RZ5 ¥448,500 税込 ¥484,380
キャンペーン ¥172,500 税込 ¥186,300

AT-QSFP28SR4-Z7 3754RZ7 ¥495,300 税込 ¥534,924
キャンペーン ¥190,500 税込 ¥205,740

※  キャンペーン  AS-VCS キャンペーンは 2019 年 6 月 30 日（弊社注文受付分）までです。

100G
×1

最長10km

AT-QSFP28LR4 3757R ¥1,200,000 税込 ¥1,296,000
キャンペーン ¥450,000 税込 ¥486,000

AT-QSFP28LR4-Z1 3757RZ1 ¥1,242,000 税込 ¥1,341,360
キャンペーン ¥465,800 税込 ¥503,064

AT-QSFP28LR4-Z5 3757RZ5 ¥1,380,000 税込 ¥1,490,400
キャンペーン ¥517,500 税込 ¥558,900

AT-QSFP28LR4-Z7 3757RZ7 ¥1,524,000 税込 ¥1,645,920
キャンペーン ¥571,500 税込 ¥617,220

※  キャンペーン  AS-VCS キャンペーンは 2019 年 6 月 30 日（弊社注文受付分）までです。

アカデミック

※  当製品をx950シリーズへ装着してご使用いただく場合は有償サポートサービスのご契約が必須となります（その他使用時のご契約は任意となります）。

10G GIGA
拡張 50℃

10G GIGA
拡張 50℃

QSFP28スロット
×1

AT-XEM2-1CQ 3619R ¥250,000 税込 ¥270,000 キャンペーン  ¥100,000 税込 ¥108,000
AT-XEM2-1CQ-Z1 3619RZ1 ¥263,000 税込 ¥284,040 キャンペーン  ¥105,000 税込 ¥113,400
AT-XEM2-1CQ-Z5 3619RZ5 ¥313,000 税込 ¥338,040 キャンペーン  ¥125,000 税込 ¥135,000
AT-XEM2-1CQ-Z7 3619RZ7 ¥345,000 税込 ¥372,600 キャンペーン  ¥138,000 税込 ¥149,040
※  　　　　AS-VCS キャンペーンは 2019 年 6 月 30 日（弊社注文受付分）までです。キャンペーン

は有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。

x950
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x950シリーズ用オプション

電源ユニット ファンモジュール AT-FAN05 3867R ¥30,000 税込 ¥32,400
AT-FAN05-Z1 3867RZ1 ¥32,000 税込 ¥34,560
AT-FAN05-Z5 3867RZ5 ¥38,000 税込 ¥41,040
AT-FAN05-Z7 3867RZ7 ¥42,000 税込 ¥45,360

AT-PWR600-70 3866R ¥160,000 税込 ¥172,800
AT-PWR600-70-Z1 3866RZ1 ¥168,000 税込 ¥181,440
AT-PWR600-70-Z5 3866RZ5 ¥200,000 税込 ¥216,000
AT-PWR600-70-Z7 3866RZ7 ¥221,000 税込 ¥238,680

アカデミック アカデミック

フィーチャーライセンス

NEW NEW

■ｘ950シリーズ用

AMFマスターライセンス アカデミック  NEW
AMFマスター機能をサポートします。AMFは、ネットワー
ク仮想化を実現し、一元管理を行うAMFマスター装置と、
コントロールされるAMFメンバー装置の2種類から成りま
す。

※ キャンペーン   AMF導入キャンペーンは2019年6月30日 
（弊社注文受付分）までです。

40メンバー<80リンク> AT-x950-AM80L-1Y-2018 03143 ¥500,000 税込 ¥540,000
AT-x950-AM80L-6Y-2018 03144 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-x950-AM80L-7Y-2018 03149 ¥1,750,000 税込 ¥1,890,000
AT-x950-AM80L-1Y-2018 更新用 03212 ¥500,000 税込 ¥540,000

80メンバー＜160リンク＞ AT-x950-AM160L-1Y-2018 03145 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000
    ¥700,000 税込¥756,000

AT-x950-AM160L-6Y-2018 03146 ¥3,000,000 税込 ¥3,240,000
    ¥2,100,000 税込¥2,268,000

AT-x950-AM160L-7Y-2018 03150 ¥3,500,000 税込 ¥3,780,000
    ¥2,450,000 税込¥2,646,000

AT-x950-AM160L-1Y-2018 更新用 03210 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000
  ¥700,000 税込¥756,000

120メンバー＜240リンク＞ AT-x950-AM240L-1Y-2018 03147 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
  ¥900,000 税込¥972,000

AT-x950-AM240L-6Y-2018 03148 ¥4,500,000 税込 ¥4,860,000
  ¥2,700,000 税込¥2,916,000

AT-x950-AM240L-7Y-2018 03151 ¥5,250,000 税込 ¥5,670,000
  ¥3,150,000 税込¥3,402,000

AT-x950-AM240L-1Y-2018 更新用 03211 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
  ¥900,000 税込¥972,000

AMFマスターライセンスバンドルパック
AMFマスターライセンス（40メンバー、1年）をバンドル
した製品です。
※AT-x950-28XTQm用のAMFバンドルパック製品のリ
リースは、AT-x950-28XTQmのリリースに準じます。

40メンバー＜80リンク＞ NEW
AT-x950-28XSQ用

AT-x950-28XSQ-AM80L-1Y-Pack P0587 ¥2,178,000 税込 ¥2,352,240
AT-x950-28XSQ-Z1-AM80L-1Y-Pack P0587Z1 ¥2,352,900 税込 ¥2,541,132
AT-x950-28XSQ-Z5-AM80L-1Y-Pack P0587Z5 ¥3,049,200 税込 ¥3,293,136
AT-x950-28XSQ-Z7-AM80L-1Y-Pack P0587Z7 ¥3,484,800 税込 ¥3,763,584

40メンバー＜80リンク＞ リリース予定  
AT-x950-28XTQm用

AT-x950-28XTQm-AM80L-1Y-Pack リリース予定
AT-x950-28XTQm-Z1-AM80L-1Y-Pack リリース予定
AT-x950-28XTQm-Z5-AM80L-1Y-Pack リリース予定
AT-x950-28XTQm-Z7-AM80L-1Y-Pack リリース予定

無線LANコントローラーライセンス リリース予定
無線LANコントローラー機能をサポートしAWC（電波出力
およびチャンネルの自動調整）に対応します。

40AP AT-x950-WL40-1Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL40-6Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL40-7Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL40-1Y-2019 更新用 リリース予定

80AP AT-x950-WL80-1Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL80-6Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL80-7Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL80-1Y-2019 更新用 リリース予定

120AP AT-x950-WL120-1Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL120-6Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL120-7Y-2019 リリース予定
AT-x950-WL120-1Y-2019 更新用 リリース予定

無線チャンネルブランケット
（AWC-CB）ライセンス リリース予定
AWC-CBによるチャンネルブランケット型無線LAN環境
を実現します。

40AP AT-x950-CB40-1Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB40-6Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB40-7Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB40-1Y-2019 更新用 リリース予定

80AP AT-x950-CB80-1Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB80-6Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB80-7Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB80-1Y-2019 更新用 リリース予定

120AP AT-x950-CB120-1Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB120-6Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB120-7Y-2019 リリース予定
AT-x950-CB120-1Y-2019 更新用 リリース予定

AMFアプリケーションプロキシーライセンス NEW
AMFアプリケーションプロキシーをサポートします。

AT-x950-AAP-1Y-2018 03152 ¥300,000 税込 ¥324,000
AT-x950-AAP-5Y-2018 03153 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-x950-AAP-7Y-2018 03154 ¥2,100,000 税込 ¥2,268,000
AT-x950-AAP-1Y-2018 更新用 03209 ¥300,000 税込 ¥324,000

プレミアムライセンス アカデミック   　  NEW
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグVLAN、UDLD、VRF-Lite、ロ
ーカルRADIUSサーバー拡張、PTP（Transparent Clock）などの機能をサポートします。

AT-x950-FL01 03141 ¥200,000 税込 ¥216,000
AT-x950-FL01-Z1 03141Z1 ¥210,000 税込 ¥226,800
AT-x950-FL01-Z5 03141Z5 ¥250,000 税込 ¥270,000
AT-x950-FL01-Z7 03141Z7 ¥276,000 税込 ¥298,000

インダストリアルアプリケーションライセンス 　  NEW
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x950-FL10 03142 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x950-FL10-Z1 03142Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x950-FL10-Z5 03142Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x950-FL10-Z7 03142Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

OpenFlow機能ライセンス 　  NEW
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらをご購入ください。AT-SESCと組み
合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD（P49）などのバンドル製品をご購入ください。また、既存ユーザ
ーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」こちらをご購入ください。

AT-x950-FL15 03156 ¥100,000 税込 ¥108,000
AT-x950-FL15-Z1 03156Z1 ¥105,000 税込 ¥113,400
AT-x950-FL15-Z5 03156Z5 ¥125,000 税込 ¥135,000
AT-x950-FL15-Z7 03156Z7 ¥138,000 税込 ¥149,040

製品名に1Yまたは5Y、6Y、7Yが含まれる製品はご利用可能期間が設けられています。
ご利用可能期間　1Y：1年間　　5Y：5年間　　6Y：6年間　　7Y：7年間

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

キャンペーン

SBx908、ｘ900シリーズ用共通オプション

拡張モジュール / スタックケーブル

AT-XEM-STK-CBL350
AT-XEM-STK用スタックケーブル 35cm
AT-XEM-STK-CBL350 0599R ¥72,600 税込 ¥78,408
AT-XEM-STK-CBL350-Z1 0599RZ1 ¥76,600 税込 ¥82,728
AT-XEM-STK-CBL350-Z5 0599RZ5 ¥91,100 税込 ¥98,388

SFPスロット
×12  拡張モジュール

AT-XEM-12S 0070R ¥298,000 税込 ¥321,840
AT-XEM-12S-Z1 0070RZ1 ¥313,000 税込 ¥338,040
AT-XEM-12S-Z5 0070RZ5 ¥373,000 税込 ¥402,840
※ファームウェアバージョン 5.4.4-x.x 以前でのみサポートです。

背面スタックケーブル 65cm
AT-HS-STK-CBL650 0600R ¥171,600 税込 ¥185,328
AT-HS-STK-CBL650-Z1 0600RZ1 ¥180,900 税込 ¥195,372
AT-HS-STK-CBL650-Z5 0600RZ5 ¥215,200 税込 ¥232,416

AT-XEM-12S
AT-HS-STK-CBL650

※ SBx908/x900 シリーズ製品本体は
　販売終了しました。

SFP
スロット ▶P87QSFP+

スロット ▶P86

SFP+
スロット ▶P86QSFP28

スロット ▶P86

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜106をご覧ください。▶▶▶

AS-VCSキャンペーン
2019年6月30日（弊社注文
受付分）まで キャンペーン
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x Series

PoE+対応10/100/1000T 24＆48ポート、SFP＋4スロット
AT-x930-28GPX
AT-x930-52GPX

10/100/1000T 24＆48ポート、SFP＋4スロット
AT-x930-28GTX
AT-x930-52GTX

x930 Series
アドバンスト・レイヤー3スイッチ

アカデミック

アカデミック

10/100/1000T&SFPコンボ24ポート、SFP＋4スロット
AT-x930-28GSTX

アカデミック

10/100/1000T
×24（PoE）

SFP+スロット
×4

AT-x930-28GPX 1620R ¥780,000 税込 ¥842,400
内部電源

冗長化対応 SNMP RS-232
RJ-45 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売 電源別売 設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x930-28GPX-Z1 1620RZ1 ¥843,000 税込 ¥910,440

AT-x930-28GPX-Z5 1620RZ5 ¥1,092,000 税込 ¥1,179,360

AT-x930-28GPX-Z7 1620RZ7 ¥1,248,000 税込 ¥1,347,840 441（W）×420（D）×44（H）mm　5.1kg

10/100/1000T
×24

SFP+スロット
×4

AT-x930-28GTX 1618R ¥780,000 税込 ¥842,400
内部電源

冗長化対応 SNMP RS-232
RJ-45 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売 電源別売 設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x930-28GTX-Z1 1618RZ1 ¥843,000 税込 ¥910,440

AT-x930-28GTX-Z5 1618RZ5 ¥1,092,000 税込 ¥1,179,360

AT-x930-28GTX-Z7 1618RZ7 ¥1,248,000 税込 ¥1,347,840 441（W）×420（D）×44（H）mm　5.1kg

10/100/1000T
×48

SFP+スロット
×4

AT-x930-52GTX 1619R ¥1,300,000 税込 ¥1,404,000
内部電源

冗長化対応 SNMP RS-232
RJ-45 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売 電源別売 設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x930-52GTX-Z1 1619RZ1 ¥1,404,000 税込 ¥1,516,320

AT-x930-52GTX-Z5 1619RZ5 ¥1,820,000 税込 ¥1,965,600

AT-x930-52GTX-Z7 1619RZ7 ¥2,080,000 税込 ¥2,246,400 441（W）×420（D）×44（H）mm　5.1kg

10/100/1000T
×24（コンボ）

SFPスロット
×24（コンボ）

SFP+スロット
×4

AT-x930-28GSTX 1622R ¥780,000 税込 ¥842,400
内部電源

冗長化対応 SNMP RS-232
RJ-45 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売 電源別売 設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x930-28GSTX-Z1 1622RZ1 ¥843,000 税込 ¥910,440

AT-x930-28GSTX-Z5 1622RZ5 ¥1,092,000 税込 ¥1,179,360

AT-x930-28GSTX-Z7 1622RZ7 ¥1,248,000 税込 ¥1,347,840 441（W）×420（D）×44（H）mm　5.2kg

※ 別売の電源ユニットが最低1台必要です。
※ AT-FAN09、AT-FAN09ADPは標準装備しています。
※ コンソール接続にはVT-Kit2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。

10/100/1000T
×48（PoE）

SFP+スロット
×4

AT-x930-52GPX 1621R ¥1,300,000 税込 ¥1,404,000
内部電源

冗長化対応 SNMP RS-232
RJ-45 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売 電源別売 設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x930-52GPX-Z1 1621RZ1 ¥1,404,000 税込 ¥1,516,320

AT-x930-52GPX-Z5 1621RZ5 ¥1,820,000 税込 ¥1,965,600

AT-x930-52GPX-Z7 1621RZ7 ¥2,080,000 税込 ¥2,246,400 441（W）×420（D）×44（H）mm　5.2kg

※ 別売の電源ユニットが最低1台必要です。
※ AT-FAN09、AT-FAN09ADPは標準装備しています。
※ コンソール接続にはVT-Kit2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。

※ 別売の電源ユニットが最低1台必要です。
※ AT-FAN09、AT-FAN09ADPは標準装備しています。
※ コンソール接続にはVT-Kit2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。
※1  AT-PWR150-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250-80 使用時の動作温度です。 

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70 使用時の動作温度は0 〜 45℃になります。

10G GIGA
拡張 50℃

10G GIGA
拡張 50℃

PoE
給電

10G GIGA
拡張 50℃ ※1

※ AT-x930-28GPXへ
AT-PWR1200-70を
2個装着したイメージ

AT-PWR800-70

AT-PWR1200-70

AT-PWR150-70

ｘ930シリーズ用オプション

アカデミックアカデミック

アカデミック

AT-PWR250-80

150W対応 AC電源ユニット
AT-PWR150-70 2280R ¥66,000 税込 ¥71,280
AT-PWR150-70-Z1 2280RZ1 ¥70,000 税込 ¥75,600
AT-PWR150-70-Z5 2280RZ5 ¥83,000 税込 ¥89,640
AT-PWR150-70-Z7 2280RZ7 ¥92,000 税込 ¥99,360

電源抜防止 
フック付

800W対応 AC電源ユニット
AT-PWR800-70 0750R ¥187,500 税込 ¥202,500
AT-PWR800-70-Z1 0750RZ1 ¥198,000 税込 ¥213,840
AT-PWR800-70-Z5 0750RZ5 ¥235,000 税込 ¥253,800
AT-PWR800-70-Z7 0750RZ7 ¥259,000 税込 ¥279,720

電源抜防止 
フック付

1200W対応 AC電源ユニット
AT-PWR1200-70 0752R ¥215,000 税込 ¥232,200
AT-PWR1200-70-Z1 0752RZ1 ¥226,000 税込 ¥244,080
AT-PWR1200-70-Z5 0752RZ5 ¥269,000 税込 ¥290,520
AT-PWR1200-70-Z7 0752RZ7 ¥297,000 税込 ¥320,760

250W対応 DC電源ユニット
AT-PWR250-80 0775R ¥228,200 税込 ¥246,456
AT-PWR250-80-Z1 0775RZ1 ¥239,600 税込 ¥258,768
AT-PWR250-80-Z5 0775RZ5 ¥285,600 税込 ¥308,448
AT-PWR250-80-Z7 0775RZ7 ¥315,000 税込 ¥340,200

電源ユニット

x930

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。
は有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。

xシリーズ コア・スイッチ



x Series

25

ス
イ
ッ
チ

x
シ
リ
ー
ズ

ファイバースタックモジュールカッパースタックモジュール

拡張モジュール

ダイレクトアタッチケーブル

AT-FAN09

AT-StackXS/1.0

AT-QSFP1CU

AT-FAN09ADP

AT-StackOP/9.0

ｘ930シリーズ用オプション
アカデミック

アカデミックアカデミック

※  当製品をｘ930シリーズへ装着してご使用いただく場合は
有償サポートサービスのご契約が必須となります（その他
使用時のご契約は任意となります）。

※  当製品をｘ930シリーズへ装着してご使用いただく場合は
有償サポートサービスのご契約が必須となります（その他
使用時のご契約は任意となります）。

※  当製品をｘ930シリーズへ装着してご使用いただく場合は
有償サポートサービスのご契約が必須となります（その他
使用時のご契約は任意となります）。

ファイバースタックモジュール（9.0km）
AT-StackOP/9.0 1045R ¥542,100 税込 ¥585,468
AT-StackOP/9.0-Z1 1045RZ1 ¥570,000 税込 ¥615,600
AT-StackOP/9.0-Z5 1045RZ5 ¥677,600 税込 ¥731,808
AT-StackOP/9.0-Z7 1045RZ7 ¥749,000 税込 ¥808,920

スペアファンモジュール
AT-FAN09 1623R ¥50,000 税込 ¥54,000
AT-FAN09-Z1 1623RZ1 ¥53,000 税込 ¥57,240
AT-FAN09-Z5 1623RZ5 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-FAN09-Z7 1623RZ7 ¥69,000 税込 ¥74,520

ダイレクトアタッチケーブル（1m）
AT-QSFP1CU 0793R ¥169,400 税込 ¥182,952
AT-QSFP1CU-Z1 0793RZ1 ¥177,900 税込 ¥192,132
AT-QSFP1CU-Z5 0793RZ5 ¥211,800 税込 ¥228,744
AT-QSFP1CU-Z7 0793RZ7 ¥234,000 税込 ¥252,720

AT-FAN09 用アダプター
AT-FAN09ADP 1624R ¥50,000 税込 ¥54,000
AT-FAN09ADP-Z1 1624RZ1 ¥53,000 税込 ¥57,240
AT-FAN09ADP-Z5 1624RZ5 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-FAN09ADP-Z7 1624RZ7 ¥69,000 税込 ¥74,520

カッパースタックモジュール（1.0m）
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340
AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404
AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720

拡張モジュール（10GBASE-T × 4）
AT-x9EM/XT4 3154R ¥160,000 税込 ¥172,800
AT-x9EM/XT4-Z1 3154RZ1 ¥168,000 税込 ¥181,440
AT-x9EM/XT4-Z5 3154RZ5 ¥200,000 税込 ¥216,000
AT-x9EM/XT4-Z7 3154RZ7 ¥221,000 税込 ¥238,680

拡張モジュール（QSFP+スロット× 2）
AT-StackQS 1625R ¥200,000 税込 ¥216,000
AT-StackQS-Z1 1625RZ1 ¥210,000 税込 ¥226,800
AT-StackQS-Z5 1625RZ5 ¥250,000 税込 ¥270,000
AT-StackQS-Z7 1625RZ7 ¥276,000 税込 ¥298,080

■ｘ930シリーズ用

AMFマスターライセンス アカデミック
AMFマスター機能をサポートします。AMFは、ネットワーク仮想化を
実現し、一元管理を行うAMFマスター装置と、コントロールされる
AMFメンバー装置の2種類から成ります。

40メンバー<80リンク> AT-x930-AM80L-1Y-2016 02556 ¥500,000 税込 ¥540,000
AT-x930-AM80L-6Y-2016 02557 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-x930-AM80L-7Y-2016 02953 ¥1,750,000 税込 ¥1,890,000
AT-x930-AM80L-1Y-2016 更新用 03208 ¥500,000 税込 ¥540,000

80メンバー＜160リンク＞ AT-x930-AM160L-1Y-2016 02620 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000
AT-x930-AM160L-6Y-2016 02621 ¥3,000,000 税込 ¥3,240,000
AT-x930-AM160L-7Y-2016 02951 ¥3,500,000 税込 ¥3,780,000
AT-x930-AM160L-1Y-2016 更新用 03206 ¥1,000,000 税込 ¥1,080,000

120メンバー＜240リンク＞ AT-x930-AM240L-1Y-2016 02570 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-x930-AM240L-6Y-2016 02571 ¥4,500,000 税込 ¥4,860,000
AT-x930-AM240L-7Y-2016 02952 ¥5,250,000 税込 ¥5,670,000
AT-x930-AM240L-1Y-2016 更新用 03207 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000

AMFマスターライセンスバンドルパック NEW
AMFマスターライセンス（40メンバー、1年）をバンドルした製品で
す。

40メンバー＜80リンク＞
AT-x930-28GPX用

AT-x930-28GPX-AM80L-1Y-Pack P0591 ¥858,000 税込 ¥926,640
AT-x930-28GPX-Z1-AM80L-1Y-Pack P0591Z1 ¥927,300 税込 ¥1,001,484
AT-x930-28GPX-Z5-AM80L-1Y-Pack P0591Z5 ¥1,201,200 税込 ¥1,297,296
AT-x930-28GPX-Z7-AM80L-1Y-Pack P0591Z7 ¥1,372,800 税込 ¥1,482,624

40メンバー＜80リンク＞
AT-x930-52GPX用

AT-x930-52GPX-AM80L-1Y-Pack P0592 ¥1,430,000 税込 ¥1,544,400
AT-x930-52GPX-Z1-AM80L-1Y-Pack P0592Z1 ¥1,544,400 税込 ¥1,667,952
AT-x930-52GPX-Z5-AM80L-1Y-Pack P0592Z5 ¥2,002,000 税込 ¥2,162,160
AT-x930-52GPX-Z7-AM80L-1Y-Pack P0592Z7 ¥2,288,000 税込 ¥2,471,040

40メンバー＜80リンク＞
AT-x930-28GTX用

AT-x930-28GTX-AM80L-1Y-Pack P0589 ¥858,000 税込 ¥926,640
AT-x930-28GTX-Z1-AM80L-1Y-Pack P0589Z1 ¥927,300 税込 ¥1,001,484
AT-x930-28GTX-Z5-AM80L-1Y-Pack P0589Z5 ¥1,201,200 税込 ¥1,297,296
AT-x930-28GTX-Z7-AM80L-1Y-Pack P0589Z7 ¥1,372,800 税込 ¥1,482,624

40メンバー＜80リンク＞
AT-x930-52GTX用

AT-x930-52GTX-AM80L-1Y-Pack P0590 ¥1,430,000 税込 ¥1,544,400
AT-x930-52GTX-Z1-AM80L-1Y-Pack P0590Z1 ¥1,544,400 税込 ¥1,667,952
AT-x930-52GTX-Z5-AM80L-1Y-Pack P0590Z5 ¥2,002,000 税込 ¥2,162,160
AT-x930-52GTX-Z7-AM80L-1Y-Pack P0590Z7 ¥2,288,000 税込 ¥2,471,040

40メンバー＜80リンク＞
AT-x930-28GSTX用

AT-x930-28GSTX-AM80L-1Y-Pack P0593 ¥858,000 税込 ¥926,640
AT-x930-28GSTX-Z1-AM80L-1Y-Pack P0593Z1 ¥927,300 税込 ¥1,001,484
AT-x930-28GSTX-Z5-AM80L-1Y-Pack P0593Z5 ¥1,201,200 税込 ¥1,297,296
AT-x930-28GSTX-Z7-AM80L-1Y-Pack P0593Z7 ¥1,372,800 税込 ¥1,482,624

AMFアプリケーションプロキシーライセンス
AMFアプリケーションプロキシーをサポートします。

AT-x930-AAP-1Y-2017 02775 ¥300,000 税込 ¥324,000
AT-x930-AAP-5Y-2017 02776 ¥1,500,000 税込 ¥1,620,000
AT-x930-AAP-7Y-2017 02988 ¥2,100,000 税込 ¥2,268,000
AT-x930-AAP-1Y-2017 更新用 03205 ¥300,000 税込 ¥324,000

プレミアムライセンス アカデミック   
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグVLAN、UDLD、VRF-Lite、ローカ
ルRADIUSサーバー拡張、PTP（Transparent Clock）などの機能をサポートします。

AT-x930-FL01 01268 ¥200,000 税込 ¥216,000
AT-x930-FL01-Z1 01268Z1 ¥210,000 税込 ¥226,800
AT-x930-FL01-Z5 01268Z5 ¥250,000 税込 ¥270,000
AT-x930-FL01-Z7 01268Z7 ¥276,000 税込 ¥298,080

インダストリアルアプリケーションライセンス 
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x930-FL10 02763 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x930-FL10-Z1 02763Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x930-FL10-Z5 02763Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x930-FL10-Z7 02763Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

Non-stop PoEライセンス アカデミック   
機器のリブート時にもPoE給電の継続を可能にします。

AT-x930-FL11 02772 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x930-FL11-Z1 02772Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x930-FL11-Z5 02772Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x930-FL11-Z7 02772Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

OpenFlow機能ライセンス 
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらをご購入ください。AT-SESCと組み合
わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD（P49）などのバンドル製品をご購入ください。また、既存ユーザーの追
加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」こちらをご購入ください。

AT-x930-FL15 02450 ¥100,000 税込 ¥108,000 

AT-x930-FL15-Z1 02450Z1 ¥105,000 税込 ¥113,400 

AT-x930-FL15-Z5 02450Z5 ¥125,000 税込 ¥135,000 

AT-x930-FL15-Z7 02450Z7 ¥138,000 税込 ¥149,040

製品名に1Yまたは5Y、6Y、7Yが含まれる製品はご利用可能期間が設けられています。
ご利用可能期間　1Y：1年間　　5Y：5年間　　6Y：6年間　　7Y：7年間

フィーチャーライセンス

AT-StackQSAT-x9EM/XT4

40G-40G

スペアファンモジュール

10G AT-SP10TW1
AT-SP10TW3
AT-SP10TW7 ※SFP+モジュールは搭載する製品によって動作温度が変わる場合があります。

アカデミック 10G-10G  1m 固定

AT-SP10TW1 0768R ¥25,500 税込 ¥27,540
AT-SP10TW1-Z1 0768RZ1 ¥27,900 税込 ¥30,132
AT-SP10TW1-Z5 0768RZ5 ¥32,700 税込 ¥35,316
AT-SP10TW1-Z7 0768RZ7 ¥36,000 税込 ¥38,880

使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

10G-10G  3m 固定

AT-SP10TW3 0769R ¥35,100 税込 ¥37,908
AT-SP10TW3-Z1 0769RZ1 ¥37,600 税込 ¥40,608
AT-SP10TW3-Z5 0769RZ5 ¥44,800 税込 ¥48,384
AT-SP10TW3-Z7 0769RZ7 ¥49,000 税込 ¥52,920

使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

10G-10G  7m 固定

AT-SP10TW7 0770R ¥50,900 税込 ¥54,972
AT-SP10TW7-Z1 0770RZ1 ¥54,500 税込 ¥58,860
AT-SP10TW7-Z5 0770RZ5 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-SP10TW7-Z7 0770RZ7 ¥71,000 税込 ¥76,680

使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

SFP+ モジュール & ケーブル一体型

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜106をご覧ください。▶▶▶

L字型電源
ケーブル別売 ▶P100

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100

SFP
スロット ▶P87

SFP+
スロット ▶P86

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付
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x Series

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

AT-StackXG

AT-x6EM/XS2

電源抜防止 
フック付

機能/付属品/オプション
AT-PWR250-70/
AT-PWR800-70

アカデミック

レイヤー3スイッチ

x610 Series

x600 Series

電源ユニット

10G GIGA 拡張 45℃

10/100/1000T
×20  10/100/1000T×4（コンボ）  SFPスロット×4（コンボ）  SFP+スロット×2

AT-x610-24Ts/X 0758R ¥648,000 税込 ¥699,840
AT-x610-24Ts/X-Z1 0758RZ1 ¥700,000 税込 ¥756,000
AT-x610-24Ts/X-Z5 0758RZ5 ¥908,000 税込 ¥980,640
AT-x610-24Ts/X-Z7 0758RZ7 ¥1,037,000 税込 ¥1,119,960
リダンダント

電源対応 19”付 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

SD
メモリーカード

別売
フィーチャー

ライセンス別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

441（W）× 420（D）× 44（H） mm　6.3kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または VT-Kit2 plus （オプション） が必要です。
※スタックモジュール装着時の動作環境温度は 0 〜 40℃までです。

AT-PWR250-70

AT-RPS3000

AT-RPS-CBL1.0

ｘ610シリーズ用オプション

ｘ610、x600シリーズ用共通オプション

250W対応 AC電源ユニット
AT-PWR250-70 0749R ¥71,400 税込 ¥77,112
AT-PWR250-70-Z1 0749RZ1 ¥75,100 税込 ¥81,108
AT-PWR250-70-Z5 0749RZ5 ¥89,600 税込 ¥96,768
AT-PWR250-70-Z7 0749RZ7 ¥99,000 税込 ¥106,920

LD-VCS用スタックモジュール
AT-x6EM/XS2 0748R ¥157,100 税込 ¥169,668
AT-x6EM/XS2-Z1 0748RZ1 ¥165,000 税込 ¥178,200
AT-x6EM/XS2-Z5 0748RZ5 ¥196,700 税込 ¥212,436
AT-x6EM/XS2-Z7 0748RZ7 ¥217,000 税込 ¥234,360

リダンダント電源装置
AT-RPS3000 0755R ¥241,600 税込 ¥260,928
AT-RPS3000-Z1 0755RZ1 ¥261,400 税込 ¥282,312
AT-RPS3000-Z5 0755RZ5 ¥339,300 税込 ¥366,444
AT-RPS3000-Z7 0755RZ7 ¥387,000 税込 ¥417,960

RPS3000接続用ケーブル（1m）
AT-RPS-CBL1.0 0756R ¥66,000 税込 ¥71,280
AT-RPS-CBL1.0-Z1 0756RZ1 ¥70,000 税込 ¥75,600
AT-RPS-CBL1.0-Z5 0756RZ5 ¥83,200 税込 ¥89,856
AT-RPS-CBL1.0-Z7 0756RZ7 ¥92,000 税込 ¥99,360

250W対応 DC電源ユニット
AT-PWR250-80 0775R ¥228,200 税込 ¥246,456
AT-PWR250-80-Z1 0775RZ1 ¥239,600 税込 ¥258,768
AT-PWR250-80-Z5 0775RZ5 ¥285,600 税込 ¥308,448
AT-PWR250-80-Z7 0775RZ7 ¥315,000 税込 ¥340,200

800W対応 AC電源ユニット
AT-PWR800-70 0750R ¥187,500 税込 ¥202,500
AT-PWR800-70-Z1 0750RZ1 ¥198,000 税込 ¥213,840
AT-PWR800-70-Z5 0750RZ5 ¥235,000 税込 ¥253,800
AT-PWR800-70-Z7 0750RZ7 ¥259,000 税込 ¥279,720

フィーチャーライセンス
■x610シリーズ用

L3フルライセンス 
L3フルライセンスは、65ルート以上のOSPFv2、PIM-SM、PIM-
SSM、PIM-DM、BGP-4、VRF-Lite機能をサポートします。

IPv6ライセンス 
IPv6ライセンスは、L3フルライセンスのサポート機能に加え、
RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+をサポートします。

アプリケーションライセンス 
アプリケーションライセンスは、ローカルRADIUSサーバーのユ
ーザー登録数を1,000件まで拡張、リンクアグリゲーション（IEEE 
802.3ad）グループ数を最大100グループ（標準32グループ）まで
拡張、UDLD（UniDirectional Link Detection）をサポートします。

AT-x610-FL01 00478 ¥264,000 税込 ¥285,120 AT-x610-FL02 00482 ¥159,000 税込 ¥171,720 AT-x610-FL03 00488 ¥132,000 税込 ¥142,560 
AT-x610-FL01-Z1 00478Z1 ¥277,200 税込 ¥299,376 AT-x610-FL02-Z1 00482Z1 ¥166,950 税込 ¥180,306 AT-x610-FL03-Z1 00488Z1 ¥138,600 税込 ¥149,688 
AT-x610-FL01-Z5 00478Z5 ¥330,000 税込 ¥356,400 AT-x610-FL02-Z5 00482Z5 ¥198,750 税込 ¥214,650 AT-x610-FL03-Z5 00488Z5 ¥165,000 税込 ¥178,200 
AT-x610-FL01-Z7 00478Z7 ¥365,000 税込 ¥394,200 AT-x610-FL02-Z7 00482Z7 ¥220,000 税込 ¥237,600 AT-x610-FL03-Z7 00488Z7 ¥183,000 税込 ¥197,640

AT-PWR250-80 AT-PWR800-70

AT-StackXG/1.0

XGスタックモジュール
AT-StackXG 0439R ¥122,800 税込 ¥132,624
AT-StackXG-Z1 0439RZ1 ¥129,400 税込 ¥139,752
AT-StackXG-Z5 0439RZ5 ¥154,500 税込 ¥166,860
AT-StackXG-Z7 0439RZ7 ¥170,000 税込 ¥183,600

AT-StackXG用スタックケーブル1m
AT-StackXG/1.0 0441R ¥62,100 税込 ¥67,068 キャンペーン  ¥31,100 税込 ¥33,588
AT-StackXG/1.0-Z1 0441RZ1 ¥66,000 税込 ¥71,280 キャンペーン  ¥33,000 税込 ¥35,640
AT-StackXG/1.0-Z5 0441RZ5 ¥77,900 税込 ¥84,132 キャンペーン  ¥39,000 税込 ¥42,120
AT-StackXG/1.0-Z7 0441RZ7 ¥86,000 税込 ¥92,880
※ キャンペーン  AT-StackXG/1.0販売促進キャンペーンは在庫終了までです。

x600シリーズ用オプション

RPS3204

AT-x600-48Ts-LMに関する変更点（2016年4月1日以降） 2016/3/31まで 2016/4/1以降
ご購入時の有償サポートサービスのご契約 必須 任意※
保証期間 90日 1年
ソフトウェアバージョンアップサービスのご利用 有償サポートサービスのご契約が必要 有償サポートサービスのご契約は不要

※  製品に同梱の保証書および取扱説明書には、上記とは異なる
内容が記載されておりますので、上記の内容に読み替えてご
利用ください。

GIGA 拡張

リダンダント電源装置（DC電源ケーブル1m付）
RPS3204 0092R ¥401,300 税込 ¥433,404
RPS3204-Z1 0092RZ1 ¥422,400 税込 ¥456,192
RPS3204-Z5 0092RZ5 ¥501,600 税込 ¥541,728
RPS3204-Z7 0092RZ7 ¥554,000 税込 ¥598,320

追加電源ユニット（DC電源ケーブル1m付）
PWR3202 0161R ¥195,400 税込 ¥211,032
PWR3202-Z1 0161RZ1 ¥206,000 税込 ¥222,480
PWR3202-Z5 0161RZ5 ¥244,200 税込 ¥263,736
PWR3202-Z7 0161RZ7 ¥270,000 税込 ¥291,600

10/100/1000T
×44  SFPスロット×4

AT-x600-48Ts-LM 2282R ¥290,000 税込 ¥313,200 キャンペーン  ¥49,800 税込 ¥53,784
AT-x600-48Ts-LM-Z1 2282RZ1 ¥300,200 税込 ¥324,216
AT-x600-48Ts-LM-Z5 2282RZ5 ¥333,500 税込 ¥360,180
AT-x600-48Ts-LM-Z7 2282RZ7 ¥368,300 税込 ¥397,764
リダンダント

電源対応 19”付 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

SD
メモリーカード

別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

441（W）×305（D）×44（H）mm　5.0kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または VT-Kit2 plus （オプション） が必要です。
※ キャンペーン  スイッチ在庫限定キャンペーンは在庫終了までです。

アカデミック

キャンペーン

キャンペーン

10/100/1000T 20 ポート＋コンボ 4 ポート
AT-x610-24Ts/X

10/100/1000T  44 ポート＋ SFP 4 スロット
AT-x600-48Ts-LM

は有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。
xシリーズ ディストリビューション・スイッチ

x610 x600 x550
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カッパースタックモジュール
アカデミック

AT-StackXS/1.0

ｘ550シリーズ用オプション

40G対応 SFP+×16スロット搭載
AT-x550-18XSQ

40G対応 10G×16ポート搭載
AT-x550-18XTQ

■x550シリーズ用

プレミアムライセンス  アカデミック
OSPFv2、OSPFv3、RIPv1/v2、RIPng、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6/SSMv6機能に加え、タブルタグ
VLAN、EPSRマスター、UDLD、PTPをサポートします。

AT-x550-FL01 02817 ¥121,000 税込 ¥130,680
AT-x550-FL01-Z1 02817Z1 ¥127,100 税込 ¥137,268
AT-x550-FL01-Z5 02817Z5 ¥151,300 税込 ¥163,404
AT-x550-FL01-Z7 02817Z7 ¥167,000 税込 ¥180,360

インダストリアルアプリケーションライセンス 
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x550-FL10 02929 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x550-FL10-Z1 02929Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x550-FL10-Z5 02929Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x550-FL10-Z7 02929Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

Non-stop PoEライセンス アカデミック  
機器のリブート時にもPoE給電の継続を可能にします。

AT-x550-FL11 03020 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x550-FL11-Z1 03020Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x550-FL11-Z5 03020Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x550-FL11-Z7 03020Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

OpenFlow機能ライセンス
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらをご購入ください。AT-SESCと組み合わせ
てご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD（P49）などのバンドル製品をご購入ください。また、既存ユーザーの追加購入
および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」こちらをご購入ください。

AT-x550-FL15 02850 ¥100,000 税込 ¥108,000 

AT-x550-FL15-Z1 02850Z1 ¥105,000 税込 ¥113,400 

AT-x550-FL15-Z5 02850Z5 ¥125,000 税込 ¥135,000 

AT-x550-FL15-Z7 02850Z7 ¥138,000 税込 ¥149,040

フィーチャーライセンス

x550 Series
レイヤー3スイッチ

カッパースタックモジュール（1.0m）
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340
AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404
AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720
※ AT-x550-18XTQ は非対応です。

10G
×16

QSFP+スロット
×2

AT-x550-18XTQ 3677R ¥650,000 税込 ¥702,000
AT-x550-18XTQ-Z1 3677RZ1 ¥702,000 税込 ¥758,160
AT-x550-18XTQ-Z5 3677RZ5 ¥910,000 税込 ¥982,800
AT-x550-18XTQ-Z7 3677RZ7 ¥1,040,000 税込 ¥1,123,200

SNMP 電源内蔵 RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
ブラケット

別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

210（W）×346（D）×42.5（H）mm　3.1kg

※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus （オプション） が必要です。

SFP+スロット
×16

QSFP+スロット
×2

AT-x550-18XSQ 3678R ¥650,000 税込 ¥702,000
AT-x550-18XSQ-Z1 3678RZ1 ¥702,000 税込 ¥758,160
AT-x550-18XSQ-Z5 3678RZ5 ¥910,000 税込 ¥982,800
AT-x550-18XSQ-Z7 3678RZ7 ¥1,040,000 税込 ¥1,123,200

SNMP 電源内蔵 RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
ブラケット

別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

210（W）×346（D）×42.5（H）mm　3.1kg

※ コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus （オプション） が必要です。

1/2.5/5/10G
×8（PoE-OUT）

SFP+スロット
×8

QSFP+スロット
×2

AT-x550-18XSPQm 3679R ¥650,000 税込 ¥702,000
AT-x550-18XSPQm-Z1 3679RZ1 ¥702,000 税込 ¥758,160
AT-x550-18XSPQm-Z5 3679RZ5 ¥910,000 税込 ¥982,800
AT-x550-18XSPQm-Z7 3679RZ7 ¥1,040,000 税込 ¥1,123,200

SNMP 電源内蔵 RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
ブラケット

別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

441（W）×257（D）×44（H）mm　4.3kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus （オプション） が必要です。

10G 40G 拡張 50℃PoE
給電

アカデミック

アカデミック

NBASE-T（2.5/5G BASE-T）ポート搭載
AT-x550-18XSPQm

アカデミック

10G

10G

10G

10G
10G

x550

x550
x550

x550

XS900MX

XS900MX

XS900MX

SBx8100

SBx8100

x550

x550
x550

10G

40G

40G Ring

コア～ディストリビューション向け　10G/40G対応 レイヤー3スイッチ x550シリーズ
IoTに求められる大容量・高速ネットワークを実現するx550シリーズでネットワークを10/40Gにアップグレード！

アライドテレシスは業界に先駆け、エンタープライズネットワークのコア、ディストリビューション、エッジそれぞれに対応す
る高性能・高コストパフォーマンスの10Gスイッチをラインナップしています。コア・スイッチに高可用性と管理性を提供す
るSBx8100シリーズ、エッジ・スイッチにオール10GのコンパクトスイッチXS900MXシリーズを採用することで、安定した高
速大容量のオール10/40Gネットワークを最適なコストで実現します。

アライドテレシス製品で実現する
オール10/40Gネットワーク
コア・スイッチ : SBx8100シリーズ
キャンパスコア/
ディストリビューション・スイッチ : x550シリーズ
エッジ・スイッチ : XS900MXシリーズ

 キャンパスコア・スイッチに
 x550シリーズ
•ボトルネックを最小限とし、別キャン
パスのネットワークに快適アクセス

•サーバーやストレージの分散・集約
を促進

 ディストリビューション・スイッチにx550シリーズ
•トラフィックが集中しがちなアップリンクが40Gのため、ディ
ストリビューション・スイッチのボトルネック化を防止

•10G対応のワークステーションや高精細4K対応IPカメラの
動画など、大容量データもスムーズに転送

トップオブラックスイッチに x550シリーズ
•ブレイクアウトケーブルを使用すれば1Uで最大48個の10G
インターフェースを提供
•x550-18XSQ は SFP+、x550-18XTQ は 10GBASE-T の接続に
対応し、メディアを選ばないため、幅広い10Gデバイスを接続

10G 40G 拡張 50℃

10G 40G 拡張 50℃

10G

AT-SP10TW1

AT-SP10TW3

※ SFP+モジュールは搭載する製品によって動作温度が変わる場合があります。
※ATx550-18XTQは非対応です

アカデミック

1m 固定
AT-SP10TW1 0768R ¥25,500 税込 ¥27,540

10G-10G
AT-SP10TW1-Z1 0768RZ1 ¥27,900 税込 ¥30,132
AT-SP10TW1-Z5 0768RZ5 ¥32,700 税込 ¥35,316
AT-SP10TW1-Z7 0768RZ7 ¥36,000 税込 ¥38,880
使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

3m 固定
AT-SP10TW3 0769R ¥35,100 税込 ¥37,908

10G-10G
AT-SP10TW3-Z1 0769RZ1 ¥37,600 税込 ¥40,608
AT-SP10TW3-Z5 0769RZ5 ¥44,800 税込 ¥48,384
AT-SP10TW3-Z7 0769RZ7 ¥49,000 税込 ¥52,920
使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

SFP+ モジュール & ケーブル一体型

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜P106をご覧ください。▶▶▶

L字型電源
ケーブル別売 ▶P100

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100 SFP+

スロット ▶P86
SFP

スロット ▶P87

QSFP+
スロット ▶P86

ブラケット
別売 ▶P101

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

スイッチ在庫限定キャンペーン
在庫終了まで

AT-StackXG/1.0販売促進キャンペーン
在庫終了まで キャンペーン
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x Series

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

x530 Series
PoE+対応NBASE-T（2.5G/5GBASE-T）ポート搭載
AT-x530-28GPXm
AT-x530-52GPXm

NBASE-T（2.5G/5GBASE-T）ポート搭載
AT-x530-28GTXm
AT-x530-52GTXm

■x530シリーズ用

プレミアムライセンス アカデミック  NEW
OSPFv2、OSPFv3、RIPv1/v2、RIPng、PIM-
SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6/SSMv6機能に
加え、タブルタグVLAN、BGP-4、VRF-Liteをサ
ポートします。

インダストリアルアプリケーション 
ライセンス NEW
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、 
ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

Non-stop PoEライセンス 
アカデミック   NEW

機器のリブート時にもPoE給電の継続を可能にしま
す。

Mixed Mode VCStacking 
ライセンス アカデミック  リリース予定
x530シリーズとx530LシリーズのVCStackを
可能にします。

AT-x530-FL01 03103 ¥121,000 税込 ¥130,680 AT-x530-FL10 03157 ¥60,000 税込 ¥64,800 AT-x530-FL11 03158 ¥60,000 税込 ¥64,800 AT-x530-FL12 リリース予定
AT-x530-FL01-Z1 03103Z1 ¥128,000 税込 ¥138,240 AT-x530-FL10-Z1 03157Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040 AT-x530-FL11-Z1 03158Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040 AT-x530-FL12-Z1 リリース予定
AT-x530-FL01-Z5 03103Z5 ¥152,000 税込 ¥164,160 AT-x530-FL10-Z5 03157Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000 AT-x530-FL11-Z5 03158Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000 AT-x530-FL12-Z5 リリース予定
AT-x530-FL01-Z7 03103Z7 ¥167,000 税込 ¥180,360 AT-x530-FL10-Z7 03157Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640 AT-x530-FL11-Z7 03158Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640 AT-x530-FL12-Z7 リリース予定

ｘ530シリーズ用オプション

レイヤー3スイッチ

10G GIGA 拡張 45℃

10G GIGA 拡張 45℃PoE
給電

100/1000T
×20（PoE-OUT）

1/2.5/5G
×4（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

AT-x530-28GPXm 3825R ¥480,000 税込 ¥518,400

AT-x530-28GPXm-Z1 3825RZ1 ¥519,000 税込 ¥560,520

AT-x530-28GPXm-Z5 3825RZ5 ¥672,000 税込 ¥725,760

AT-x530-28GPXm-Z7 3825RZ7 ¥768,000 税込 ¥829,440
441（W）× 421（D）× 44（H）mm　6.3kg
※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。

100/1000T
×20

1/2.5/5G
×4

SFP+スロット
×4

AT-x530-28GTXm 3770R ¥450,000 税込 ¥486,000

AT-x530-28GTXm-Z1 3770RZ1 ¥486,000 税込 ¥524,880

AT-x530-28GTXm-Z5 3770RZ5 ¥630,000 税込 ¥680,400

AT-x530-28GTXm-Z7 3770RZ7 ¥720,000 税込 ¥777,600
441（W）× 323（D）× 44（H）mm　4.8kg
※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。

アカデミック

アカデミック

フィーチャーライセンス

100/1000T
×40（PoE-OUT）

1/2.5/5G
×8（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

AT-x530-52GPXm リリース予定

AT-x530-52GPXm-Z1 リリース予定

AT-x530-52GPXm-Z5 リリース予定

AT-x530-52GPXm-Z7 リリース予定

100/1000T
×40

1/2.5/5G
×8

SFP+スロット
×4

AT-x530-52GTXm リリース予定

AT-x530-52GTXm-Z1 リリース予定

AT-x530-52GTXm-Z5 リリース予定

AT-x530-52GTXm-Z7 リリース予定

リダンダント
電源対応 19”付 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232

RJ-45
電源抜防止
フック付

SD
メモリーカード

別売
フィーチャー

ライセンス別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

リダンダント
電源対応 19”付 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232

RJ-45
電源抜防止
フック付

SD
メモリーカード

別売
フィーチャー

ライセンス別売
設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

NEW

NEW

リリース予定

リリース予定

10G

AT-SP10TW1

AT-SP10TW3
※SFP+モジュールは搭載する製品によって動作温度が変わる場合があります。

アカデミック

10G-10G  1m 固定

AT-SP10TW1 0768R ¥25,500 税込 ¥27,540
AT-SP10TW1-Z1 0768RZ1 ¥27,900 税込 ¥30,132
AT-SP10TW1-Z5 0768RZ5 ¥32,700 税込 ¥35,316
AT-SP10TW1-Z7 0768RZ7 ¥36,000 税込 ¥38,880
使用ケーブル（コネクター）: SFP+ダイレクトアタッチケーブル

10G-10G  3m 固定

AT-SP10TW3 0769R ¥35,100 税込 ¥37,908
AT-SP10TW3-Z1 0769RZ1 ¥37,600 税込 ¥40,608
AT-SP10TW3-Z5 0769RZ5 ¥44,800 税込 ¥48,384
AT-SP10TW3-Z7 0769RZ7 ¥49,000 税込 ¥52,920
使用ケーブル（コネクター）: SFP+ダイレクトアタッチケーブル

SFP+モジュール & ケーブル一体型

x530

xシリーズ ディストリビューション・スイッチ
x510
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10/100/1000T 24&48 ポート SFP+ 4 スロット
AT-x510-28GTX
AT-x510-52GTX

x510 Series
PoE+対応10/100/1000T 24&48ポート SFP+4スロット
AT-x510-28GPX
AT-x510-52GPX

アカデミック

アカデミック

フィーチャーライセンス

SFP24 スロット SFP+4 スロット
AT-x510-28GSX

アカデミック

レイヤー3スイッチ

SFPスロット
×24

SFP+スロット
×4

　

AT-x510-28GSX 1023R ¥650,000 税込 ¥702,000 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510-28GSX-Z1 1023RZ1 ¥702,000 税込 ¥758,160
AT-x510-28GSX-Z5 1023RZ5 ¥910,000 税込 ¥982,800
AT-x510-28GSX-Z7 1023RZ7 ¥1,040,000 税込 ¥1,123,200
441（W）×323（D）×44（H）mm　4.8kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus （オプション） が必要です。
※垂直方向設置時の動作環境速度は 0 〜 40℃までです。

10/100/1000T
×24（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

　

AT-x510-28GPX 1021R ¥433,200 税込 ¥467,856 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510-28GPX-Z1 1021RZ1 ¥468,300 税込 ¥505,764
AT-x510-28GPX-Z5 1021RZ5 ¥607,500 税込 ¥656,100
AT-x510-28GPX-Z7 1021RZ7 ¥694,000 税込 ¥749,520
441（W）×398（D）×44（H）mm　5.7kg
※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。

10/100/1000T
×48（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

　

AT-x510-52GPX 1022R ¥675,200 税込 ¥729,216 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510-52GPX-Z1 1022RZ1 ¥729,700 税込 ¥788,076
AT-x510-52GPX-Z5 1022RZ5 ¥946,300 税込 ¥1,022,004
AT-x510-52GPX-Z7 1022RZ7 ¥1,081,000 税込 ¥1,167,480
441（W）×398（D）×44（H）mm　6.2kg
※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。

10/100/1000T
×48

SFP+スロット
×4

　

AT-x510-52GTX 1020R ¥602,600 税込 ¥650,808 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510-52GTX-Z1 1020RZ1 ¥651,000 税込 ¥703,080
AT-x510-52GTX-Z5 1020RZ5 ¥844,600 税込 ¥912,168
AT-x510-52GTX-Z7 1020RZ7 ¥965,000 税込 ¥1,042,200
441（W）×323（D）×44（H）mm　5.2kg
※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。

10/100/1000T
×24

SFP+スロット
×4

　

AT-x510-28GTX 1019R ¥360,600 税込 ¥389,448 SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付 フィーチャー

ライセンス別売
USBメモリ

別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510-28GTX-Z1 1019RZ1 ¥389,700 税込 ¥420,876
AT-x510-28GTX-Z5 1019RZ5 ¥505,800 税込 ¥546,264
AT-x510-28GTX-Z7 1019RZ7 ¥577,000 税込 ¥623,160
441（W）×323（D）×44（H）mm　4.5kg
※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。

■x510シリーズ用

OpenFlow機能ライセンス
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちら
をご購入ください。AT-SESCと組み合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-
FLBD（P49）などのバンドル製品をご購入ください。また、既存ユーザーの追加購入および
他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」こちらをご購入ください。

プレミアムライセンス アカデミック
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、ダブルタグVLAN、UDLD、EPSR
マスター機能などを追加するためのライセンスです。

インダストリアルアプリケーションライセンス
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）を
サポートします。

AT-x510-FL15 02449 ¥55,000 税込 ¥59,400 AT-x510-FL01 00591 ¥121,000 税込 ¥130,680 AT-x510-FL10 02766 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x510-FL15-Z1 02449Z1 ¥58,000 税込 ¥62,640 AT-x510-FL01-Z1 00591Z1 ¥127,100 税込 ¥137,268 AT-x510-FL10-Z1 02766Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x510-FL15-Z5 02449Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520 AT-x510-FL01-Z5 00591Z5 ¥151,300 税込 ¥163,404 AT-x510-FL10-Z5 02766Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x510-FL15-Z7 02449Z7 ¥76,000 税込 ¥82,080 AT-x510-FL01-Z7 00591Z7 ¥167,000 税込 ¥180,360 AT-x510-FL10-Z7 02766Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

カッパースタックモジュール
アカデミック

AT-StackOP/9.0

ｘ510シリーズ用オプション

アカデミック

ファイバースタックモジュール（9.0km）
AT-StackOP/9.0 1045R ¥542,100 税込 ¥585,468
AT-StackOP/9.0-Z1 1045RZ1 ¥570,000 税込 ¥615,600
AT-StackOP/9.0-Z5 1045RZ5 ¥677,600 税込 ¥731,808
AT-StackOP/9.0-Z7 1045RZ7 ¥749,000 税込 ¥808,920

カッパースタックモジュール（1.0m）
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340
AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404
AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720

10G GIGA
拡張 45℃

PoE
給電

10G GIGA
拡張 45℃

10G GIGA
拡張 45℃

10G

AT-SP10TW1

※ SFP+モジュールは搭載する製品によって動作温度が変わる場
合があります。

アカデミック

ファイバースタックモジュール

AT-SP10TW3
AT-SP10TW7

SFP+ モジュール & ケーブル一体型
1m 固定
AT-SP10TW1 0768R ¥25,500 税込 ¥27,540

10G-10G
AT-SP10TW1-Z1 0768RZ1 ¥27,900 税込 ¥30,132
AT-SP10TW1-Z5 0768RZ5 ¥32,700 税込 ¥35,316
AT-SP10TW1-Z7 0768RZ7 ¥36,000 税込 ¥38,880
使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

3m 固定
AT-SP10TW3 0769R ¥35,100 税込 ¥37,908

10G-10G
AT-SP10TW3-Z1 0769RZ1 ¥37,600 税込 ¥40,608
AT-SP10TW3-Z5 0769RZ5 ¥44,800 税込 ¥48,384
AT-SP10TW3-Z7 0769RZ7 ¥49,000 税込 ¥52,920
使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

7m 固定
AT-SP10TW7 0770R ¥50,900 税込 ¥54,972

10G-10G
AT-SP10TW7-Z1 0770RZ1 ¥54,500 税込 ¥58,860
AT-SP10TW7-Z5 0770RZ5 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-SP10TW7-Z7 0770RZ7 ¥71,000 税込 ¥76,680
使用ケーブル（コネクター）: SFP +ダイレクトアタッチケーブル

L字型電源
ケーブル別売 ▶P100

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100

SFP+
スロット ▶P86
SFP

スロット ▶P87

ブラケット
別売 ▶P101

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜P106をご覧ください。▶▶▶
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※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

10/100/1000BASE-T×24ポート ＆ SFP+4スロット
AT-IX5-28GPX

レイヤー3スイッチ

10/100/1000T 24&48 ポート SFP+4 スロット
AT-x510DP-28GTX
AT-x510DP-52GTX

※ 写真は別売の電源ユニットを装着しています。

※ 写真は別売の電源ユニットを装着しています。

機能/付属品/オプション

電源ユニット

IX5用オプション

AT-PWR250-70

ｘ510DPシリーズ用オプション

電源抜防止
フック付

電源抜防止
フック付

機能/付属品/オプション
AT-PWR100R-70/
AT-PWR250-70

レイヤー3 PoE+スイッチ

アカデミック

アカデミック

カッパースタックモジュール
アカデミック

AT-StackXS/1.0ファイバースタックモジュール

AT-StackOP/9.0

ｘ510DP、IX5シリーズ用共通オプション

アカデミック

アカデミック

PoE
給電

GIGA
拡張
10G

50℃

800W対応 AC電源ユニット
AT-PWR800-70 0750R ¥187,500 税込 ¥202,500
AT-PWR800-70-Z1 0750RZ1 ¥198,000 税込 ¥213,840
AT-PWR800-70-Z5 0750RZ5 ¥235,000 税込 ¥253,800
AT-PWR800-70-Z7 0750RZ7 ¥259,000 税込 ¥279,720

ファイバースタックモジュール（9.0km）
AT-StackOP/9.0 1045R ¥542,100 税込 ¥585,468

AT-StackOP/9.0-Z1 1045RZ1 ¥570,000 税込 ¥615,600

AT-StackOP/9.0-Z5 1045RZ5 ¥677,600 税込 ¥731,808

AT-StackOP/9.0-Z7 1045RZ7 ¥749,000 税込 ¥808,920

カッパースタックモジュール（1.0m）
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340

AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336

AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404

AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720

250W対応 AC電源ユニット
AT-PWR250-70 0749R ¥71,400 税込 ¥77,112
AT-PWR250-70-Z1 0749RZ1 ¥75,100 税込 ¥81,108
AT-PWR250-70-Z5 0749RZ5 ¥89,600 税込 ¥96,768
AT-PWR250-70-Z7 0749RZ7 ¥99,000 税込 ¥106,920

250W対応 DC電源ユニット（リバースエアフロー）
AT-PWR250R-80 1293R ¥423,500 税込 ¥457,380
AT-PWR250R-80-Z1 1293RZ1 ¥445,300 税込 ¥480,924
AT-PWR250R-80-Z5 1293RZ5 ¥530,000 税込 ¥572,400
AT-PWR250R-80-Z7 1293RZ7 ¥585,000 税込 ¥631,800

100W対応 AC電源ユニット（リバースエアフロー）
AT-PWR100R-70 1295R ¥71,400 税込 ¥77,112
AT-PWR100R-70-Z1 1295RZ1 ¥75,100 税込 ¥81,108
AT-PWR100R-70-Z5 1295RZ5 ¥89,600 税込 ¥96,768
AT-PWR100R-70-Z7 1295RZ7 ¥99,000 税込 ¥106,920

電源ユニット

10/100/1000T
×24

SFP+スロット
×4

　

AT-x510DP-28GTX 1736R ¥433,200 税込 ¥467,856 SNMP 内部電源
冗長化対応 802.1X RS-232

RJ-45

19”付 フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売 電源別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510DP-28GTX-Z1 1736RZ1 ¥468,600 税込 ¥506,088

AT-x510DP-28GTX-Z5 1736RZ5 ¥607,200 税込 ¥655,776

AT-x510DP-28GTX-Z7 1736RZ7 ¥694,000 税込 ¥749,520
440（W）×480（D）×44（H）mm　5.3kg

10/100/1000T
×48

SFP+スロット
×4

　

AT-x510DP-52GTX 1291R ¥602,600 税込 ¥650,808 SNMP 内部電源
冗長化対応 802.1X RS-232

RJ-45

19”付 フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売 電源別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510DP-52GTX-Z1 1291RZ1 ¥651,000 税込 ¥703,080

AT-x510DP-52GTX-Z5 1291RZ5 ¥844,600 税込 ¥912,168

AT-x510DP-52GTX-Z7 1291RZ7 ¥965,000 税込 ¥1,042,200
440（W）×480（D）×44（H）mm　5.7kg

10/100/1000T
×24（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

　

AT-IX5-28GPX 1292R ¥433,200 税込 ¥467,856 内部電源
冗長化対応 SNMP 802.1X RS-232

RJ-45

19”付 フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

L字型電源
ケーブル別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 電源別売

AT-IX5-28GPX-Z1 1292RZ1 ¥468,300 税込 ¥505,764

AT-IX5-28GPX-Z5 1292RZ5 ¥607,500 税込 ¥656,100

AT-IX5-28GPX-Z7 1292RZ7 ¥694,000 税込 ¥749,520

440（W）×480（D）×44（H）mm　5.4kg
※電源ユニットAT-PWR800-70（別売）が必要です。

AT-PWR100R-70 AT-PWR250R-80

※コンソール接続には、VT-Kit2またはKit2 plus（オプション）が必要です。
※電源ユニット（別売）が必要です。

10G GIGA
拡張 50℃

フィーチャーライセンス
■ｘ510DPシリーズ用

OpenFlow機能ライセンス
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらを
ご購入ください。AT-SESCと組み合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD

（P49）などのバンドル製品をご購入ください。また、既存ユーザーの追加購入および他社製の
OpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」こちらをご購入ください。

AT-x510-FL15 02449 ¥55,000 税込 ¥59,400 
AT-x510-FL15-Z1 02449Z1 ¥58,000 税込 ¥62,640 
AT-x510-FL15-Z5 02449Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520 
AT-x510-FL15-Z7 02449Z7 ¥76,000 税込 ¥82,080

■x510DP/IX5シリーズ用

プレミアムライセンス アカデミック
OSPFv2（※1）、PIM-SM（※1）、PIM-DM（※1）、ダブルタグ
VLAN、UDLD、EPSRマスター機能などを追加するため
のライセンスです。
※1 IX5-28GPXは非対応です。

インダストリアルアプリケーションライセンス
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032

（ERPS）をサポートします。

AT-x510-FL01 00591 ¥121,000 税込 ¥130,680 AT-x510-FL10 02766 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x510-FL01-Z1 00591Z1 ¥127,100 税込 ¥137,268 AT-x510-FL10-Z1 02766Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040
AT-x510-FL01-Z5 00591Z5 ¥151,300 税込 ¥163,404 AT-x510-FL10-Z5 02766Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000
AT-x510-FL01-Z7 00591Z7 ¥167,000 税込 ¥180,360 AT-x510-FL10-Z7 02766Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640

x510DP IX5 x530L

xシリーズ ディストリビューション・スイッチ
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100/1000T 28&52 ポート SFP+4 スロット
AT-x530L-28GPX
AT-x530L-52GPX

100/1000T 24&48 ポート SFP+4 スロット
AT-x530L-28GTX
AT-x530L-52GTX

PoE
給電

10G GIGA
拡張 50℃

10G GIGA
拡張 50℃

フィーチャーライセンス

アカデミック

アカデミック

100/1000T
×28（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

AT-x530L-28GPX リリース予定
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x530L-28GPX-Z1 リリース予定

AT-x530L-28GPX-Z5 リリース予定

AT-x530L-28GPX-Z7 リリース予定
441（W）×420（D）×44（H）mm
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

100/1000T
×24

SFP+スロット
×4

AT-x530L-28GTX リリース予定
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x530L-28GTX-Z1 リリース予定

AT-x530L-28GTX-Z5 リリース予定

AT-x530L-28GTX-Z7 リリース予定
441（W）×323（D）×44（H）mm
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

100/1000T
×48（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

AT-x530L-52GPX リリース予定
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x530L-52GPX-Z1 リリース予定

AT-x530L-52GPX-Z5 リリース予定

AT-x530L-52GPX-Z7 リリース予定
441（W）×420（D）×44（H）mm
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

100/1000T
×48

SFP+スロット
×4

AT-x530L-52GTX リリース予定
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x530L-52GTX-Z1 リリース予定

AT-x530L-52GTX-Z5 リリース予定

AT-x530L-52GTX-Z7 リリース予定
441（W）×323（D）×44（H）mm
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

リリース予定

リリース予定

レイヤー3スイッチ

■x530Lシリーズ用

プレミアムライセンス アカデミック  リリース予定
OSPFv2、OSPFv3、RIPv1/v2、RIPng、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6/SSMv6機能の
サポートに加え、ダブルタグVLANをサポートします。

AT-x530L-FL01 リリース予定
AT-x530L-FL01-Z1 リリース予定
AT-x530L-FL01-Z5 リリース予定
AT-x530L-FL01-Z7 リリース予定

インダストリアルアプリケーションライセンス リリース予定
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x530L-FL10 リリース予定
AT-x530L-FL10-Z1 リリース予定
AT-x530L-FL10-Z5 リリース予定
AT-x530L-FL10-Z7 リリース予定

Non-stop PoEライセンス アカデミック  リリース予定
機器のリブート時にもPoE給電の継続を可能にします。

AT-x530L-FL11 リリース予定
AT-x530L-FL11-Z1 リリース予定
AT-x530L-FL11-Z5 リリース予定
AT-x530L-FL11-Z7 リリース予定

Mixed Mode VCStackingライセンス アカデミック  リリース予定
x530シリーズとx530LシリーズのVCStackを可能にします。

AT-x530L-FL12 リリース予定
AT-x530L-FL12-Z1 リリース予定
AT-x530L-FL12-Z5 リリース予定
AT-x530L-FL12-Z7 リリース予定

x530L Series

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

L字型電源
ケーブル別売 ▶P100

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100

SFP+
スロット ▶P86
SFP

スロット ▶P87

ブラケット
別売 ▶P101

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜P106をご覧ください。▶▶▶

xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ
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※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

レイヤー3スイッチ

x510L Series

10/100/1000T 24&48 ポート SFP+4 スロット
AT-x510L-28GT
AT-x510L-52GT

PoE＋対応10/100/1000T 24&48ポート SFP+4スロット
AT-x510L-28GP
AT-x510L-52GP

ｘ510Lシリーズ用オプション

フィーチャーライセンス
■x510Lシリーズ用

インダストリアルアプリケーションライセンス
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x510-FL10 02766 ¥60,000 税込 ¥64,800 
AT-x510-FL10-Z1 02766Z1 ¥63,000 税込 ¥68,040 
AT-x510-FL10-Z5 02766Z5 ¥75,000 税込 ¥81,000 
AT-x510-FL10-Z7 02766Z7 ¥83,000 税込 ¥89,640 

OpenFlow機能ライセンス
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらをご購入ください。
AT-SESCと組み合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD（P49）などのバンドル製品をご購
入ください。また、既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のう
え」こちらをご購入ください。

AT-x510-FL15 02449 ¥55,000 税込 ¥59,400

AT-x510-FL15-Z1 02449Z1 ¥58,000 税込 ¥62,640

AT-x510-FL15-Z5 02449Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520

AT-x510-FL15-Z7 02449Z7 ¥76,000 税込 ¥82,080

アプリケーションライセンス アカデミック
UDLD（UniDirectional Link Detection）機能をサポートします。UDLDは、対になっているどちらかのリンクが
切断された場合、自動でシャットダウンし、単一方向リンク状態を回避します。

AT-x510L-FL03 01610 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x510L-FL03-Z1 01610Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068
AT-x510L-FL03-Z5 01610Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520
AT-x510L-FL03-Z7 01610Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

10Gライセンス アカデミック
高速イーサネット技術「10ギガビットイーサネット」をサポートします。オプション（別売）のSFP+モジュールを搭
載することで、高速/大容量の10ギガビットイーサネット環境を提供します。

AT-x510L-FL07 01612 ¥60,000 税込 ¥64,800 
AT-x510L-FL07-Z1 01612Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068 
AT-x510L-FL07-Z5 01612Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520 
AT-x510L-FL07-Z7 01612Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

10/100/1000T
×24（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

AT-x510L-28GP 2316R  ¥260,000 税込 ¥280,800
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510L-28GP-Z1 2316RZ1  ¥269,100 税込 ¥290,628

AT-x510L-28GP-Z5 2316RZ5  ¥299,000 税込 ¥322,920

AT-x510L-28GP-Z7 2316RZ7 ¥330,200 税込 ¥356,616

441（W）×398（D）×44（H）mm　5.2kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。
※ SFP+（10G）使用の際には別途 10G ライセンス（AT-x510L-FL07）が必要です。

10/100/1000T
×48（PoE-OUT）

SFP+スロット
×4

AT-x510L-52GP 2317R  ¥450,000 税込 ¥486,000
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510L-52GP-Z1 2317RZ1  ¥465,800 税込 ¥503,064

AT-x510L-52GP-Z5 2317RZ5  ¥517,500 税込 ¥558,900

AT-x510L-52GP-Z7 2317RZ7 ¥571,500 税込 ¥617,220

441（W）×398（D）×44（H）mm　5.7kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。
※ SFP+（10G）使用の際には別途 10G ライセンス（AT-x510L-FL07）が必要です。

10/100/1000T
×24

SFP+スロット
×4

AT-x510L-28GT 2314R  ¥200,000 税込 ¥216,000
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510L-28GT-Z1 2314RZ1  ¥207,000 税込 ¥223,560

AT-x510L-28GT-Z5 2314RZ5  ¥230,000 税込 ¥248,400

AT-x510L-28GT-Z7 2314RZ7 ¥254,000 税込 ¥274,320

441（W）×323（D）×44（H）mm　4.2kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。
※ SFP+（10G）使用の際には別途 10G ライセンス（AT-x510L-FL07）が必要です。

10/100/1000T
×48

SFP+スロット
×4

AT-x510L-52GT 2315R  ¥400,000 税込 ¥432,000
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x510L-52GT-Z1 2315RZ1  ¥414,000 税込 ¥447,120

AT-x510L-52GT-Z5 2315RZ5  ¥460,000 税込 ¥496,800

AT-x510L-52GT-Z7 2315RZ7 ¥508,000 税込 ¥548,640

441（W）×323（D）×44（H）mm　4.8kg
※コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。
※ SFP+（10G）使用の際には別途 10G ライセンス（AT-x510L-FL07）が必要です。

45℃
52GPのみ

GIGA 拡張10GPoE
給電

45℃GIGA 拡張10G

カッパースタックモジュール アカデミック

アカデミック

アカデミック

AT-StackXS/1.0

カッパースタックモジュール（1.0m）
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340
AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404
AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720

xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ
x510L x310
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x310 Series

10/100TX×24 ＆ 48 ポート コンボ 2 ポート
AT-x310-26FT
AT-x310-50FT

PoE+ 対応 10/100TX×24 ＆ 48 ポート コンボ 2 ポート
AT-x310-26FP
AT-x310-50FP

レイヤー3スイッチ

カッパースタックモジュール アカデミック

アカデミック

アカデミック

AT-StackXS/1.0

ｘ310シリーズ用オプション

PoE
給電 GIGA 拡張 50℃

GIGA 拡張
AT-x310-50FT

50℃
AT-x310-26FT

45℃

フィーチャーライセンス
■x310シリーズ用

プレミアムライセンス アカデミック
OSPFv2、OSPFv3、RIPv1/v2、RIPng、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6/SSMv6機能のサポートに加え、
EPSRマスター、UDLD、VRRPをサポートします。

AT-x310-FL01 01335 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x310-FL01-Z1 01335Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068
AT-x310-FL01-Z5 01335Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520
AT-x310-FL01-Z7 01335Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

アプリケーションライセンス アカデミック
UDLD（UniDirectional Link Detection）機能をサポートします。UDLDは、対になっているどちらかのリンクが切
断された場合、自動でシャットダウンし、単一方向リンク状態を回避します。

AT-x310-FL03 01270 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x310-FL03-Z1 01270Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068
AT-x310-FL03-Z5 01270Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520
AT-x310-FL03-Z7 01270Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

インダストリアルアプリケーションライセンス
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x310-FL10 02870 ¥60,000 税込 ¥64,800 
AT-x310-FL10-Z1 02870Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068 
AT-x310-FL10-Z5 02870Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520 
AT-x310-FL10-Z7 02870Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

OpenFlow機能ライセンス
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらをご購入ください。
AT-SESCと組み合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD（P49）などのバンドル製品をご購入
ください。また、既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検証のうえ」
こちらをご購入ください。

AT-x310-FL15 02462 ¥55,000 税込 ¥59,400 

AT-x310-FL15-Z1 02462Z1 ¥57,000 税込 ¥61,560 

AT-x310-FL15-Z5 02462Z5 ¥63,300 税込 ¥68,364 

AT-x310-FL15-Z7 02462Z7 ¥69,900 税込 ¥75,492

カッパースタックモジュール（1.0m）
AT-StackXS/1.0 1051R ¥60,500 税込 ¥65,340
AT-StackXS/1.0-Z1 1051RZ1 ¥64,200 税込 ¥69,336
AT-StackXS/1.0-Z5 1051RZ5 ¥76,300 税込 ¥82,404
AT-StackXS/1.0-Z7 1051RZ7 ¥84,000 税込 ¥90,720

10/100TX
×24（PoE-OUT）

10/100/1000T
×2（コンボ）

SFPスロット
×2（コンボ）

　

AT-x310-26FP 1428R ¥262,500 税込 ¥283,500
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x310-26FP-Z1 1428RZ1 ¥271,700 税込 ¥293,436

AT-x310-26FP-Z5 1428RZ5 ¥301,900 税込 ¥326,052

AT-x310-26FP-Z7 1428RZ7 ¥333,400 税込 ¥360,072

440（W）×359（D）×44（H）mm　5.3kg
※ コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

10/100TX
×24

10/100/1000T
×2（コンボ）

SFPスロット
×2（コンボ）

　

AT-x310-26FT 1426R ¥157,500 税込 ¥170,100
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x310-26FT-Z1 1426RZ1 ¥163,100 税込 ¥176,148

AT-x310-26FT-Z5 1426RZ5 ¥181,200 税込 ¥195,696

AT-x310-26FT-Z7 1426RZ7 ¥200,100 税込 ¥216,108

340（W）×213（D）×44（H）mm　2.4kg
※ コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

10/100TX
×48

10/100/1000T
×2（コンボ）

SFPスロット
×2（コンボ）

　

AT-x310-50FT 1427R ¥315,000 税込 ¥340,200
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x310-50FT-Z1 1427RZ1 ¥326,100 税込 ¥352,188

AT-x310-50FT-Z5 1427RZ5 ¥362,300 税込 ¥391,284

AT-x310-50FT-Z7 1427RZ7 ¥400,100 税込 ¥432,108

440（W）×308（D）×44（H）mm　4.5kg
※ コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

10/100TX
×48（PoE-OUT）

10/100/1000T
×2（コンボ）

SFPスロット
×2（コンボ）

　

AT-x310-50FP 1510R ¥420,000 税込 ¥453,600
SNMP 電源内蔵 19”付 802.1X

RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

USBメモリ
別売

ブラケット
別売

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売

L字型電源
ケーブル別売

AT-x310-50FP-Z1 1510RZ1 ¥434,700 税込 ¥469,476

AT-x310-50FP-Z5 1510RZ5 ¥483,000 税込 ¥521,640

AT-x310-50FP-Z7 1510RZ7 ¥533,400 税込 ¥576,072

440（W）×359（D）×44（H）mm　5.8kg
※ コンソール接続には、VT-Kit2 または Kit2 plus（オプション）が必要です。

L字型電源
ケーブル別売 ▶P100

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P100

SFP+
スロット ▶P86
SFP

スロット ▶P87

ブラケット
別売 ▶P101

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜P106をご覧ください。▶▶▶

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付
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※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

PoE+対応10/100/1000T ポート＋SFPスロット
AT-x230-10GP
AT-x230-18GP
AT-x230-28GP
AT-x230-52GP

10/100/1000T ポート＋SFPスロット
AT-x230-10GT
AT-x230-18GT
AT-x230-28GT
AT-x230-52GT

アカデミック

アカデミック

レイヤー2plusスイッチ

x230 Series
AT-x230-10GP 1436R ¥126,000 税込 ¥136,080

10/100/1000T
×8（PoE-OUT）

SFPスロット
×2

AT-x230-10GP-Z1 1436RZ1 ¥130,500 税込 ¥140,940
AT-x230-10GP-Z5 1436RZ5 ¥144,900 税込 ¥156,492
AT-x230-10GP-Z7 1436RZ7 ¥160,100 税込 ¥172,908
210（W）×275（D） × 42.5（H）mm　2.1kg

AT-x230-18GP 1437R ¥199,500 税込 ¥215,460
10/100/1000T
×16（PoE-OUT）

SFPスロット
×2

AT-x230-18GP-Z1 1437RZ1 ¥206,500 税込 ¥223,020
AT-x230-18GP-Z5 1437RZ5 ¥229,500 税込 ¥247,860
AT-x230-18GP-Z7 1437RZ7 ¥253,400 税込 ¥273,672
341（W）×231（D） × 44 （H）mm　3.0kg

AT-x230-28GP 1741R ¥240,000 税込 ¥259,200
10/100/1000T
×24（PoE-OUT）

SFPスロット
×4

AT-x230-28GP-Z1 1741RZ1 ¥248,400 税込 ¥268,272
AT-x230-28GP-Z5 1741RZ5 ¥276,000 税込 ¥298,080
AT-x230-28GP-Z7 1741RZ7 ¥304,800 税込 ¥329,184
440（W）×290（D） × 44 （H）mm　4.7kg

AT-x230-52GP リリース予定
10/100/1000T
×48（PoE-OUT）

SFPスロット
×4

AT-x230-52GP-Z1 リリース予定
AT-x230-52GP-Z5 リリース予定
AT-x230-52GP-Z7 リリース予定
441（W）359（D） × 44 （H）mm

AT-x230-52GT リリース予定
10/100/1000T

×48
SFPスロット

×4
AT-x230-52GT-Z1 リリース予定
AT-x230-52GT-Z5 リリース予定
AT-x230-52GT-Z7 リリース予定
441（W）323（D） × 44 （H）mm

AT-x230-10GT 3279R ¥90,000 税込 ¥97,200
10/100/1000T

×8
SFPスロット

×2
AT-x230-10GT-Z1 3279RZ1 ¥93,200 税込 ¥100,656
AT-x230-10GT-Z5 3279RZ5 ¥103,500 税込 ¥111,780
AT-x230-10GT-Z7 3279RZ7 ¥114,300 税込 ¥123,444
263（W）×179（D） ×38 （H）mm　770g

AT-x230-18GT 3277R ¥140,000 税込 ¥151,200
10/100/1000T

×16
SFPスロット

×2
AT-x230-18GT-Z1 3277RZ1 ¥144,900 税込 ¥156,492
AT-x230-18GT-Z5 3277RZ5 ¥161,000 税込 ¥173,880
AT-x230-18GT-Z7 3277RZ7 ¥177,800 税込 ¥192,024
341（W）×231（D） × 44 （H）mm　2.4kg

AT-x230-28GT 3278R ¥190,000 税込 ¥205,200
10/100/1000T

×24
SFPスロット

×4
AT-x230-28GT-Z1 3278RZ1 ¥196,700 税込 ¥212,436
AT-x230-28GT-Z5 3278RZ5 ¥218,500 税込 ¥235,980
AT-x230-28GT-Z7 3278RZ7 ¥241,300 税込 ¥260,604
341（W）×231（D） × 44 （H）mm　2.4kg　

SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

SDメモリー
カード 別売

19”別売 
※1

マグネット
別売 ※2

ブラケット
別売

設定用VT-
Kit2/Kit2 
plus別売

L字型電源
ケーブル別売

　　　　　　　　　　※1 AT-x230-28GPは標準添付　※2 AT-x230-28GPは非対応
※コンソール接続にはVT- Kit 2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。

SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

SDメモリー
カード 別売

19”別売 
※1

マグネット
別売

ブラケット
別売

設定用VT-
Kit2/Kit2 
plus別売

L字型電源
ケーブル別売

　　　　　　　　　　※1 AT-x230-28GTは標準添付
※コンソール接続にはVT- Kit 2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。

PoE
給電 GIGA 拡張 50℃

GIGA 拡張 50℃

信頼と実績のアライドテレシスのエッジ・スイッチ

x230L x230 IE210L IE200

ファンレス 産業用対応

高温対応 PoE

ファンレス 産業用対応

高温対応 PoE

ファンレス 産業用対応

高温対応 PoE

ファンレス 産業用対応

高温対応 PoE

ファンレス 産業用対応

高温対応 PoE

ファンレス騒音対策モデル 少ポート高温対応モデル 65℃対応モデル 保護等級 IP30 対応
ファンレス産業用

多ポート・光ポート
高温対応モデル

さまざまな場面で豊富な導入実績のあるエッジ・スイッチ。
x シリーズの充実した基本機能や安定性をそのままに、用途に合わせてお選びいただける豊富なラインナップをご用意しています。

x220

リリース予定

リリース予定

xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ
x230L x220 x210x230
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アカデミック

レイヤー2plusスイッチ

x230L Series

SNMP 電源内蔵 ファンレス 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付

フィーチャー
ライセンス別売

SDメモリー
カード 別売 19”別売 マグネット

別売
ブラケット

別売
設定用VT-
Kit2/Kit2 
plus別売

L字型電源
ケーブル別売

※コンソール接続にはVT- Kit 2またはVT-Kit2 plus（オプション）が必要です。
※ 新価格  2019年4月1日より標準価格を改定しました。

フィーチャーライセンス
■x230/x230Lシリーズ用

アプリケーションライセンス アカデミック
UDLD（UniDirectional Link Detection）、ダブルタグVLAN PTPをサポートします。

AT-x230-FL03 01269 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x230-FL03-Z1 01269Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068
AT-x230-FL03-Z5 01269Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520
AT-x230-FL03-Z7 01269Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

インダストリアルアプリケーションライセンス リリース予定
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。
※対応機種は、AT-x230-52GP、AT-x230-52GTのみとなります。

AT-x230-FL10 03573 リリース予定
AT-x230-FL10-Z1 03573Z1 リリース予定
AT-x230-FL10-Z5 03573Z5 リリース予定
AT-x230-FL10-Z7 03573Z7 リリース予定

Non-stop PoEライセンス アカデミック  リリース予定
機器のリブート時にもPoE給電の継続を可能にします。
※対応機種は、AT-x230-52GPのみとなります。

AT-x230-FL11 03574 リリース予定
AT-x230-FL11-Z1 03574Z1 リリース予定
AT-x230-FL11-Z5 03574Z5 リリース予定
AT-x230-FL11-Z7 03574Z7 リリース予定

OpenFlow機能ライセンス 
AMF-SECソリューションにおける有線スイッチとして動作します。
既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際はこちらをご購入ください。
AT-SESCと組み合わせてご利用いただく場合は、AT-SESC-BaseST-FLBD（P49）などのバンドル製品をご
購入ください。また、既存ユーザーの追加購入および他社製のOpenFlowコントローラーで使用する際は「検
証のうえ」こちらをご購入ください。

AT-x230-FL15 02463 ¥55,000 税込 ¥59,400

AT-x230-FL15-Z1 02463Z1 ¥57,000 税込 ¥61,560

AT-x230-FL15-Z5 02463Z5 ¥63,300 税込 ¥68,364

AT-x230-FL15-Z7 02463Z7 ¥69,900 税込 ¥75,492

■x220シリーズ用

インダストリアルアプリケーションライセンス  　  NEW
イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）、ITU-T G.8032（ERPS）をサポートします。

AT-x220-FL10 03162 ¥60,000 税込 ¥64,800
AT-x220-FL10-Z1 03162Z1 ¥62,100 税込 ¥67,068
AT-x220-FL10-Z5 03162Z5 ¥69,000 税込 ¥74,520
AT-x220-FL10-Z7 03162Z7 ¥76,200 税込 ¥82,296

■x210シリーズ用

アプリケーションライセンス
UDLD（UniDirectional Link Detection）、ダブルタグVLANをサポートします。

AT-x210-GT-FL03 00490 ¥55,000 税込 ¥59,400 
AT-x210-GT-FL03-Z1 00490Z1 ¥57,000 税込 ¥61,560
AT-x210-GT-FL03-Z5 00490Z5 ¥63,300 税込 ¥68,364

GIGA 拡張

AT-x230L-17GT 3895R 新 価 格  ¥95,000 税込 ¥102,600
10/100/1000T

×16
SFPスロット

×1
AT-x230L-17GT-Z1 3895RZ1 新 価 格  ¥98,400 税込 ¥106,272
AT-x230L-17GT-Z5 3895RZ5 新 価 格  ¥109,300 税込 ¥118,044
AT-x230L-17GT-Z7 3895RZ7 新 価 格  ¥120,700 税込 ¥130,356
341（W）×210（D）×44（H）mm　2.2kg

AT-x230L-26GT 3896R 新 価 格  ¥140,000 税込 ¥151,200
10/100/1000T

×24
SFPスロット

×2
AT-x230L-26GT-Z1 3896RZ1 新 価 格  ¥144,900 税込 ¥156,492
AT-x230L-26GT-Z5 3896RZ5 新 価 格  ¥161,000 税込 ¥173,880
AT-x230L-26GT-Z7 3896RZ7 新 価 格  ¥177,800 税込 ¥192,024
341（W）×231（D）×44（H）mm　2.4kg

10/100/1000T×14ポート
AT-x210-16GT

GIGA 拡張

x210 Series

x220 Series

10/100/1000T
×14

10/100/1000T
×2（コンボ）

SFPスロット
×2（コンボ）

AT-x210-16GT 0822R ¥171,000 税込 ¥184,680
AT-x210-16GT-Z1 0822RZ1 ¥177,000 税込 ¥191,160
AT-x210-16GT-Z5 0822RZ5 ¥196,700 税込 ¥212,436
AT-x210-16GT-Z7 0822RZ7 ¥217,200 税込 ¥234,576

SNMP 電源内蔵 ファンレス 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付

マグネット
別売

ブラケット
別売

設定用VT-
Kit2/Kit2 
plus別売

フィーチャー
ライセンス別売

341（W）×210（D）×44（H）mm　2kg
※ コンソール接続には、 VT-Kit2 または VT-Kit2 plus （オプション） が必要です。

SFPスロット
×28

AT-x220-28GS 3625R ¥338,000 税込 ¥365,040
AT-x220-28GS-Z1 3625RZ1 ¥401,600 税込 ¥433,728
AT-x220-28GS-Z5 3625RZ5 ¥446,200 税込 ¥481,896
AT-x220-28GS-Z7 3625RZ7 ¥492,700 税込 ¥532,116

SNMP 電源内蔵 802.1X RS-232
RJ-45

電源抜防止
フック付 19”付

マグネット
別売

ブラケット
別売

設定用VT-
Kit2/Kit2 
plus別売

441（W）×323（D）×44（H）mm　4.5kg
※ コンソール接続には、 VT-Kit2 または VT-Kit2 plus （オプション） が必要です。

SFP×28スロット搭載
AT-x220-28GS アカデミック

GIGA 拡張 50℃

新価格

ファンレスｘ230Lシリーズスイッチ
AT-x230L-17GT
AT-x230L-26GT

NEW

Z7 : デリバリースタンダード 保守（7年）付Z5 : デリバリースタンダード 保守（5年）付Z1 : デリバリースタンダード 保守（1年）付

マグネット
別売 ▶P101

ブラケット
別売 ▶P101 L字型電源

ケーブル別売 ▶P100

設定用VT-Kit2/
Kit2 plus別売 ▶P10019”別売 ▶P100

SFP
スロット ▶P87

▶▶▶ アカデミック アカデミック製品は、P105〜106をご覧ください。▶▶▶
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製品名 アドバンスト・レイヤー３スイッチ
AT-x950-28XSQ AT-x930-52GPX AT-x930-28GPX AT-x930-28GSTX AT-x930-52GTX AT-x930-28GTX

標準装備ポート数
1000/2.5G/5G/10GBASE-T（標準ポート）

−

− − − − −100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
10/100/1000BASE-T 固定ポート（標準ポート） 48ポート （PoE-OUT） 24ポート （PoE-OUT） 48ポート 24ポート
10/100/1000BASE-T 固定ポート（コンボポート） − − 24ポート − −10/100BASE-TX 固定ポート（標準ポート） −SFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32
SFPモジュール用スロット（コンボポート） − − 24ポート − −
SFP+/XFPモジュール用スロット（標準ポート） 24ポート 4ポート（SFP+） ※32 4ポート（SFP+） ※32 4ポート（SFP+） ※32 4ポート（SFP+） ※32 4ポート（SFP+） ※32
SFP+/XFPモジュール用スロット（コンボポート） − − − − − −QSFP+用スロット（標準ポート） 4スロット
インターフェース拡張モジュール用スロット 1スロット 1スロット 1スロット 1スロット 1スロット 1スロット
拡張モジュールを追加することで構成可能な最大スロットまたはポート数
40GbE用スロット 最大4スロット（QSFP+） 最大2スロット（QSFP+） 最大2スロット（QSFP+） 最大2スロット（QSFP+） 最大2スロット（QSFP+） 最大2スロット（QSFP+）
10GｂE用スロット（SFP+） 最大12スロット − − − − −
10GbE用ポート（1000BASE-T/10GBASE-T） 最大12スロット 最大4ポート 最大4ポート 最大4ポート 最大4ポート 最大4ポート
GbE用スロット （SFP） 最大12スロット − − − − −GbE用ポート（10/100/1000BASE-T） −
スタック仕様
スタック構成（VCS plus/VCS） ○※20 ※78 ○※20 ※78 ○※20 ※78 ○※20 ※78 ○※20 ※78 ○※20 ※78
ポート仕様 
オートネゴシエーション

○ ○ ○ ○ ○ ○MDI/MDI-X 自動認識 （オートネゴシエーション有効時）
MDI/MDI-X固定
10/100Mbps Full/Half Duplex固定 ○※69 ○※69 ○※69 ○※69 ○※69 ○※69
1000Mbps Full Duplex固定 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ○※2
10/40Gbps Full Duplex固定 ※95 ※95 ※95 ※95 ※95 ※95
PoE機能

最大給電可能電力（装置全体）

−

740W
（AT-PWR800-70 2個使用時）

1440W
（AT-PWR1200-70 2個使用時）

720W
（AT-PWR800-70 2個使用時）

720W
（AT-PWR1200-70 2個使用時）

− − −最大給電可能電力（1ポートあたり） 30W 30W
給電優先度設定（PoEポートプライオリティー設定）

○ ○IEEE 802.3af （PoE）規格対応
IEEE 802.3at （PoE+）規格対応
パフォーマンス 
スイッチングファブリック 1.92Tbps 338Gbps 298Gbps 298Gbps 338Gbps 298Gbps
最大パケット転送能力（装置全体/64Byte） 1190.47Mpps 249.99Mpps ※64 214.27Mpps ※64 214.27Mpps ※64 249.99Mpps ※64 214.27Mpps ※64
フラッシュメモリー容量 4Gbyte 256Mbyte 256Mbyte 256Mbyte 256Mbyte 256Mbyte
MACアドレス登録数 96K（最大） 60K（最大） 60K（最大） 60K（最大） 60K（最大） 60K（最大）
VLAN登録数 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個
IPv4ホスト登録数  16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大）
IPv4ルート登録数 256K（最大） 24K（最大） 24K（最大） 24K（最大） 24K（最大） 24K（最大）
ルーティング方式
スタティック

○ ○ ○ ○ ○ ○RIP v1/v2
RIPng（IPv6）
ポリシーベース
OSPF v2 ○ ※14 ○ ※62 ○ ※62 ○ ※62 ○ ※62 ○ ※62
OSPF v3 AT-x950-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01
BGP-4 ○ ※14 ○ ※62 ○ ※62 ○ ※62 ○ ※62 ○ ※62
VRF-Lite AT-x950-FL01

AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01PIM SM/SSM/DM（IPv4） AT-x950-FL01
PIM SM（IPv6） AT-x950-FL01
PIMインターフェース数拡張 − − − − − −
IPv4機能 
セカンダリー IPアドレス

○ ○ ○ ○ ○ ○

VRRP
IPルートフィルター
IGMP v2/v3
Proxy ARP
UDPブロードキャストヘルパー
ディレクティドブロードキャスト転送制御
IPv6機能 ※33 
IPv6 Basic/SNMPv1/v2c/v3

○ ○ ○ ○ ○ ○

Telnetサーバー /クライアント
SSHサーバー /クライアント
NTPサーバー /クライアント
DHCPサーバー /クライアント
DHCPリレー
DNSリレー
MLDv1/v2スヌーピング
MLDv1/v2
VRRPv3

※1 インターフェース拡張モジュールにより構成が変わります。
※2 10/100/1000BASE-T固定ポートのみサポート。
※6  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はL3フルライセンス（FL01）またはIPv6

ライセンス（FL02）、プレミアムライセンス（AT-CFC400-FL01、AT-CFC960-
FL01） が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。

※7 受信のみサポート。
※9  マルチプルVLANについての詳細はホームページ「VLANソリューション」をご覧く

ださい。
※11  弊社販売品のSD/SDHCメモリーカードの他に、SanDisk社製のSD 2GBおよ

びSDHC 32GBについて動作確認を行っています。SanDisk社製のSD/SDHC
メモリーカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえ
で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラスCLASS4のSD/
SDHCメモリーカードを使用していますが、これはCLASS4の転送速度を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12 64ルートまで標準サポート。65ルート以上はプレミアムライセンス（FL01）が必要。
※13 QSFP28モジュール使用時の動作時温度は0〜45℃になります。
※14  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x950-

FL01）が必要。
※15  アプリケーションライセンス（FL03）を用いることでユーザー登録数を1,000、NAS

登録数を100まで拡張可能。
※17  x600シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を用いることでLAGグループ

数を100まで拡張可能。x610シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を
用いることで128まで拡張可能。

※18  PVST+ Compatibilityについての詳細はホームページ「xシリーズネットワークソ
リューション」をご覧ください。

※19  IEEE 802.3adを実装し、この規格に準拠している製品については相互接続をサ
ポートしておりますが、ネットワーク機器やサーバーとの事前検証を行っていただくこ

とを推奨します。
※20  スタックポートとしては本体前面のS F P+ポート、または拡張モジュール 

AT-StackQSのQSFP+ポートをご使用ください。
※22 コンボポートは未サポート。
※23  AT-SPFX/2、AT-SPFX/15、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/B

のいずれかを使用した場合の動作温度は0〜35℃。
※24  AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/Bのいずれかを使用した場合の動

作温度は0〜45℃。
※25 スタックモジュール装着時。
※26 CFCを2枚搭載時。
※28  ご使用には拡張モジュールAT-StackXG、または拡張モジュールAT-x6EM/XS2

が必要です。
※29 CFCに搭載。
※30 ラインカード（AT-SBx81GT24、GP24）のみ使用時。
※31 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、GS24a）のみ使用時。
※32 SFP/SFP+ 共用スロット。
※33 FW Ver.5.4.3より基本ソフトウェアにてサポート。
※36 ご使用には拡張モジュールAT-StackXGが必要です。
※38  EPSRマスター機能は別途プレミアムライセンス（AT-x510-FL01、AT-x310-

FL01）が必要。
※39  ルート数に制限があります。OSPFv2（256ルート）、OSPFv3（256ルート）、RIP

（1020ルート）、RIPng（510ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（256
ルート）。

※40  FW Ver.5.4.3-3.7よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソ
リューション」をご覧ください。

※41 AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを含む。
※42  AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを通信ポートとして使用する場

合、AT-SP10SR、AT-SP10LR、AT-SP10ER40/I、AT-SP10TW1、
AT-SP10TW3、AT-SP10TW7が使用可能。AT-SP10TW1、AT-SP10TW3、
AT-SP10TWを使用する場合にはFW Ver.5.4.4-2以降が必要。

※43 FW Ver.5.4.8-0.1よりサポート予定となります。
※44 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。
※45 Rev.CX,JXは84Wとなります。
※46 アドバンスドラインカード（AT-SBx81GT40）のみ使用時。
※47 CFCに装備。
※48 ユーザー登録数を1,000、NAS登録数を100まで拡張可能。
※51  AT-PWR100R-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250R-80にFANが標準搭

載。
※52 AT-PWR800-70にFANが標準搭載。
※55  FW Ver.5.4.4よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソリュー

ション」をご覧ください。
※56  A T - S B x P W R S Y S 1 - 7 0（またはA T - S B x P W R S Y S 2 - 7 0 ）と

A T-S B x P W R S Y S1-80の併用は不可。A T-S B x P W R S Y S1-70と
AT-SBxPWRSYS2-70の併用は可。

※57 コンボポートのHalf Duplexは未サポート。
※58  VCS構成時は、PAUSEフレームの送信（both）はサポート対象外で、PAUSEフ

レームの受信（receive）のみをサポート。
※59 モジュールに依存するため、詳細はデータシート、マニュアル等をご参照ください。
※60 FW Ver.5.4.3以前でのみサポート。
※61 10Gライセンス（AT-x510L-FL07）が必要。
※62  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x930-

FL01）が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。
※63  A T - P W R 1 5 0 - 7 0 、A T - P W R 2 5 0 - 7 0 、A T - P W R 2 5 0 - 8 0 使 用 時 。

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70使用時の動作時温度は0〜45℃になります。

x950 x930

x950、x930シリーズは有償サポートサービスのご契約が必須です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。
※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

xシリーズ コア・スイッチ仕様一覧表
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製品名 アドバンスト・レイヤー３スイッチ
AT-x950-28XSQ AT-x930-52GPX AT-x930-28GPX AT-x930-28GSTX AT-x930-52GTX AT-x930-28GTX

スイッチング機能
IEEE 802.3ad ダイナミック・コンフィグレーション（LACP） ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19IEEE 802.3ad マニュアル・コンフィグレーション
LAGグループ数拡張 − − − − − −
ポートミラーリング ○ ○ ○ ○ ○ ○リモートミラーリング
フローコントロール ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7 ○ ※7
EPSR

○ ○ ○ ○ ○ ○スパニングツリー （IEEE 802.1D）
Rapidスパニングツリー （IEEE 802.1w）
マルチプルスパニングツリー （IEEE 802.1s）
PVST＋Compatibility ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18
ハードウェアパケットフィルター

○ ○ ○ ○ ○ ○EAP透過
DHCPスヌーピング
IGMP v2/v3スヌーピング
UDLD AT-x950-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01
ポート管理
送信レート制限

○ ○ ○ ○ ○ ○パケットストームプロテクション
ループガード （LDF検出）
ループガード （MACスラッシング検出）
VLAN機能
ポートベース/IEEE 802.1Q タグ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マルチプルVLAN ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9
IPサブネットベース/プロトコルベース

○ ○ ○ ○ ○ ○GVRP
Voice VLAN
ダブルタグVLAN AT-x950-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01
QoS機能
物理キューの数 8 8 8 8 8 8
優先制御 （CoS/ToS/DSCP/ポリシーベース）

○ ○ ○ ○ ○ ○帯域制限/帯域保証
スケジューリング（絶対優先、重み付きラウンドロビン）
認証機能/セキュリティー
802.1X認証（Multiple Authentication）

○ ○ ○ ○ ○ ○
認証方式 （MD5/TLS/TTLS/PEAP）
MACベース認証 （Multiple Authentication）
Web認証 （Multiple Authentication）
ダイナミックVLAN
マルチプルダイナ
ミックVLAN

ポートあたり 1,024 
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）装置あたり

L3モードエンハンスト ゲストVLAN

○ ○ ○ ○ ○ ○
Auth-fail VLAN
プロミスキャス/インターセプトWeb認証
2ステップ認証
ポートセキュリティー
マネージメント
CLI ○ ○ ○ ○ ○ ○Webブラウザー設定
Active Fiber Monitoring ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126 ○ ※126
Telnet サーバー /クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○Secure Shell （SSH） サーバー /クライアント
ローカルRADIUSサーバー
ローカルRADIUSサーバー拡張 AT-x950-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01
ユーザー認証データベース

○ ○ ○ ○ ○ ○

SNMPv1/v2c/v3
RMON/LLDP/ログ （Syslog）
DHCP サーバー /クライアント
NTP サーバー /クライアント
BOOTP/DHCP リレー
DNS リレー
トリガー
PTP（Transparent Clock） − AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01 AT-x930-FL01

AMF

Controller − − − − − −Master（20メンバー管理）
Master（40メンバー管理） AT-x950-AM80L-1Y/6Y/7Y-2018 AT-x930-AM80L-1Y/6Y/7Y2016 AT-x930-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM80L-1Y/6Y/7Y-2016
Master（80メンバー管理） AT-x950-AM160L-1Y/6Y/7Y-2018 AT-x930-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM160L-1Y/6Y/7Y-2016
Master（120メンバー管理）AT-x950-AM240L-1Y/6Y/7Y-2018 AT-x930-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016 AT-x930-AM240L-1Y/6Y/7Y-2016
Master（300メンバー管理） − − − − − −
Member ○ ○ ○ ○ ○ ○
アプリケーションプロキシー − AT-x930-APP-1Y/5Y/7Y-2017 AT-x930-APP-1Y/5Y/7Y-2017 AT-x930-APP-1Y/5Y/7Y-2017 AT-x930-APP-1Y/5Y/7Y-2017 AT-x930-APP-1Y/5Y/7Y-2017

OpenFlow機能 AT-x950-FL15 AT-x930-FL15 ※81 AT-x930-FL15 ※81 AT-x930-FL15 ※81 AT-x930-FL15 ※81 AT-x930-FL15 ※81
オプション

電源冗長化 （リダンダント電源）
電源ユニット追加

（AT-PWR150-70/PWR250-70/PWR800-
70/PWR1200-70/PWR250-80）

電源ユニット追加
（AT-PWR150-70/PWR250-70/PWR800-

70/PWR1200-70/PWR250-80）

電源ユニット追加
（AT-PWR150-70/PWR250-70/PWR800-

70/PWR1200-70/PWR250-80） 

電源ユニット追加
（AT-PWR150-70/PWR250-70/PWR800-

70/PWR1200-70/PWR250-80）

電源ユニット追加
（AT-PWR150-70/AT-PWR250-70/

PWR800-70/PWR1200-70/PWR250-80）

電源ユニット追加
（AT-PWR150-70/PWR250-70/PWR800-

70/PWR1200-70/PWR250-80）
拡張フラッシュメモリー USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備
19インチラックマウントキット 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付

電源ケーブル抜け防止フック −（別売の電源ユニットに 
標準添付）

−（別売の電源ユニットに 
標準添付）

−（別売の電源ユニットに 
標準添付）

−（別売の電源ユニットに 
標準添付）

−（別売の電源ユニットに 
標準添付）

−（別売の電源ユニットに 
標準添付）

壁設置ブラケット − − − − − −
ユニット数 1U 1U 1U 1U 1U 1U
動作温度 0〜50℃※13 0 〜 50℃※63 0 〜 50℃※63 0 〜 50℃ 0 〜 50℃ 0 〜 50℃
ファン有無 有 有 有 有 有 有

最大消費電力
最大300W 

（AT-PWR600 2台使用時） 
最大280W 

（AT-PWR600 1台使用時）

最大1110W
（AT-PWR800-70 2台使用時）

最大2110W
（AT-PWR1200-70 2台使用時）

最大1010W
（AT-PWR800-70 2台使用時）

最大1110W
（AT-PWR1200-70 2台使用時）

最大160W
（AT-PWR150-70 2台使用時）

最大170W
（AT-PWR250-70 2台使用時）

最大160W
（AT-PWR150-70 2台使用時）

最大170W
（AT-PWR250-70 2台使用時）

最大150W
（AT-PWR150-70 2台使用時）

最大160W
（AT-PWR250-70 2台使用時）

※64 拡張モジュール（AT-StackQS）搭載時。AT-QSFP3CUは未サポート。
※66  マルチプルダイナミックVLAN のみ使用した場合の最大数。IPサブネットVLANを

同一筐体内で使用した場合は、そのVLAN数だけ減少します。
※67 全てのラインカードスロットにXS16搭載時。
※69  固定ポートではHalf Duplex未サポート、マネージメントポートのみHalf Duplexを

サポート。
※70  ルート数に制限があります。OSPFv2（64ルート）、OSPFv3（64ルート）、RIP（64

ルート）、RIPng（64ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（64ルート）。
各々個別で使用した際の最大値になります。テーブルサイズは各機能でシェアであ
り、筐体での最大値は64です。

※71  IPv4/IPv6 DHCPクライアントはFW Ver.5.4.4-0.4以前、およびFW 
Ver.5.4.5-0.1以降でのみサポート。

※73 FW Ver.5.4.5-0.1以降でサポート。
※74 FW Ver.5.4.5-2.1以降でサポート。
※75 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、XS16、GS24a、GT40）のみ使用時。
※77  SHシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFネッ

トワークへの接続はAMFリンク1本に制限されます。AMFクロスリンク、AMF仮想
リンクは使用できません。

※78 対応モジュールはデータシートをご参照ください。
※79 FW Ver.5.4.8-1.1以降でサポートです。
※80 FW Ver.5.4.6以降でサポート。
※81 FW Ver.5.4.5S以降でサポート。
※83  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/Q2×10

台装着時となります。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full 
Duplex固定での接続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※84  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM＋AT-SBx81XLEM/Q2装着時となりま
す。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full Duplex固定での接

続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。
※85 FW Ver.5.4.8-0.2以降でサポートです。
※94  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4のみで構成したL3ルーティングモード時FW Ver.5.4.6-
1.1以降。

※95  AT-x9EM/XT4装着時、AT-x9EM/XT4は以下の製品リビジョンのスイッチ本体
で使用可能です。AT-x930-28GTX・AT-x930-52GTX: Rev. HXまたはRev. 
J以降/AT-x930-28GPX・AT-x930-52GPX: Rev. CYまたはRev. J以降/
AT-x930-28GSTX: Rev. EX, FXまたはRev. G以降。

※98 100M/1000M/10G Full Duplexでの接続のみサポート。
※99 100/1000/10GBASE-T固定ポートのFullDuplex固定のみサポート。
※100 SFP ポートのHalf Duplexは未サポート。
※102 絶対優先の場合は2段階のキューをサポートしています。
※103 ポリシーベースは未サポートです。
※104  本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品

にIPアドレスを設定しておく必要があります。
※105 SNMPv2cのTrapは未対応です。
※106 ハードウェアRev.H1以降でFW Ver.1.4.0以降の製品が対応しています。
※107 送信、受信、双方向設定のみサポートしています。
※109 FW Ver.2.4.0以降サポートです。
※110 FW Ver.1.5.0以降サポートです。
※112 PoE供給電力75Wをこえて90Wまでの動作保証温度は45℃までになります。
※115  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみ使用時。FW Ver.5.4.6-
1.1以降(AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW Ver.5.4.6-2.1以降)

※116  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、
AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみで構成したホストモード時

ファームウェアバージョン5.4.6-1.1以降（AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW 
ver5.4.6-2.1以降）

※117 モジュールにより異なりますので、データシートをご参照ください。
※118 AT-SBx81XS6およびAT-SBx81GS24aは未サポートです。
※119 AT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/XS8×10台装着時。
※120  AT-SBx81XS16×6台＋AT-SBx81LEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4

台＋AT-SBx81CFC960x2台装着時。
※121 AT-SBx81XLEM×5台＋AT-SBx81XLEM/XS8×5台装着時。
※122 AT-SBx81XLEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4台装着時。
※123 FW Ver.5.4.6-2.1以降でサポートです。
※124  FW Ver.5.4.2.3-16より、機器情報をAMFマスターに通知することで、AMFマス

ターからの死活監視を可能とするAMFエージェント機能をサポートします。
※126 FW Ver.5.4.7-0.1以降でサポートです。
※129 100BASE-FXは、AW+5.4.7-0.1以降サポートとなります。
※130 SFP portはAuto MDI/MDI-Xのみサポートとなります。
※134 FW Ver.5.4.7-1.3以降サポートです。
※135 ラインカードスロットにAT-XEM2-4QS装着時となります。
※136 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XS装着時となります。
※137 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XT装着時となります。
※138  拡張モジュール AT-XEM2-4QSをご使用ください。AW+5.4.7-2.3以降サポート

となります。
※139 2スロットあたりの帯域幅は480Gbpsとなります。
※140 AT-XEM2-4QS×8搭載時。
※141 65ルート以上は、プレミアムライセンス（AT-SBx908G-FL01）が必要。
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製品名 レイヤー 3スイッチ
AT-x610-24Ts/X AT-x600-48Ts-LM AT-x550-18XTQ AT-x550-18XSQ AT-x550-18XSPQm AT-x530-28GPXm AT-x530-28GTXm

標準装備ポート数
1000/2.5G/5G/10GBASE-T（標準ポート）

− −
−

−

8ポート(PoE-OUT) 4ポート（PoE-OUT） 4ポート
1000BASE-T/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート） 16

−

− −100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）

−

10/100/1000BASE-T 固定ポート（標準ポート） 20ポート 44ポート 20ポート（PoE-OUT） 20ポート
10/100/1000BASE-T 固定ポート（コンボポート） 4ポート − − −10/100BASE-TX 固定ポート（標準ポート） −SFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート 4ポート 4ポート
SFPモジュール用スロット（コンボポート） 4ポート

− − −
SFP+/XFPモジュール用スロット（標準ポート） 2ポート（SFP+） 16ポート（SFP/SFP+） 8ポート（SFP/SFP+）
SFP+/XFPモジュール用スロット（コンボポート） − − −
QSFP+用スロット（標準ポート） 2スロット 2スロット 2スロット
インターフェース拡張モジュール用スロット 1スロット − − −
拡張モジュールを追加することで構成可能な最大スロット数
40GbE用スロット −

− − − − − −
10GｂE用スロット（SFP+） 最大4スロット
10GbE用ポート（1000BASE-T/10GBASE-T）

−GbE用スロット （SFP）
GbE用ポート（10/100/1000BASE-T）
スタック仕様
スタック構成（VCS plus/VCS） ○※28 ※78 ○※36 ※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78
ポート仕様
オートネゴシエーション

○ ○ ○ ○ ○
○ ○MDI/MDI-X 自動認識 （オートネゴシエーション有効時）

−MDI/MDI-X固定 − −10/100Mbps Full/Half Duplex固定 ○ ※2 ○ ※21000Mbps Full Duplex固定 ○ ○ ○ − −10/40Gbps Full Duplex固定 − −
PoE機能
最大給電可能電力（装置全体）

− − − −

240W 740W

−
最大給電可能電力（1ポートあたり） 30W 30W
給電優先度設定（PoEポートプライオリティー設定）

○ ○IEEE 802.3af （PoE）規格対応
IEEE 802.3at （PoE+）規格対応
パフォーマンス
スイッチングファブリック 136Gbps 232Gbps 488Gbps 488Gbps 488Gbps 253Gbps 253Gbps
最大パケット転送能力（装置全体/64Byte） 101.18Mpps 107.1Mpps 357.15Mpps 357.15Mpps 357.15Mpps 95.23Mpps 95.23Mpps
フラッシュメモリー容量 64Mbyte 64Mbyte 1Gbyte 1Gbyte 1Gbyte 1Gbyte 1Gbyte
MACアドレス登録数 32K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大）
VLAN登録数 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個
IPv4ホスト登録数 8K（最大） 8K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 4,090（最大） 4,090（最大）
IPv4ルート登録数 12K（最大） 12K（最大） 512（最大） 512（最大） 512（最大） 1K（最大） 1K（最大）
ルーティング方式
スタティック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
RIP v1/v2 AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
RIPng（IPv6） AT-x610-FL02 − AT-x550-FL01 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
ポリシーベース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OSPF v2 ○ ※6 ○ （64ルート） AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
OSPF v3 AT-x610-FL02

−

AT-x550-FL01 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
BGP-4 ○ ※6 − − − ○※12 ○※12
VRF-Lite AT-x610-FL01/FL02 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
PIM SM/SSM/DM（IPv4） AT-x610-FL01/FL02 AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
PIM SM/SSM（IPv6） AT-x610-FL02 AT-x550-FL01 AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
PIMインターフェース数拡張 − − − − − −
IPv4機能
セカンダリー IPアドレス

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VRRP
IPルートフィルター
IGMP v2/v3
Proxy ARP
UDPブロードキャストヘルパー
ディレクティドブロードキャスト転送制御
IPv6機能 ※33
IPv6 Basic/SNMPv1/v2c/v3

○

− ○ ○ ○ ○ ○

Telnetサーバー /クライアント
SSHサーバー /クライアント
NTPサーバー /クライアント
DHCPサーバー /クライアント ○ ※71
DHCPリレー

○
DNSリレー
MLDv1/v2スヌーピング
MLDv1/v2
VRRPv3
スイッチング機能
IEEE 802.3ad ダイナミック・コンフィグレーション（LACP） ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19
IEEE 802.3ad マニュアル・コンフィグレーション ○ ※19 ○ ※19 ○ ※19
LAGグループ数拡張 AT-x610-FL03 ※17 − − − − − −
ポートミラーリング ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

リモートミラーリング − −
フローコントロール ○ ※7 ○ ※7 − − −
EPSR

○ ○ ○ ○ ○スパニングツリー （IEEE 802.1D）
Rapidスパニングツリー （IEEE 802.1w）
マルチプルスパニングツリー （IEEE 802.1s）
PVST＋Compatibility ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○ ※18 ○※18 ○※18
ハードウェアパケットフィルター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
EAP透過
DHCPスヌーピング
IGMP v2/v3スヌーピング
UDLD AT-x610-FL03 − AT-x550-FL01 AT-x550-FL01 AT-x550-FL01

※1 インターフェース拡張モジュールにより構成が変わります。
※2 10/100/1000BASE-T固定ポートのみサポート。
※6  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はL3フルライセンス（FL01）またはIPv6

ライセンス（FL02）、プレミアムライセンス（AT-CFC400-FL01、AT-CFC960-
FL01） が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。

※7 受信のみサポート。
※9  マルチプルVLANについての詳細はホームページ「VLANソリューション」をご覧く

ださい。
※11  弊社販売品のSD/SDHCメモリーカードの他に、SanDisk社製のSD 2GBおよ

びSDHC 32GBについて動作確認を行っています。SanDisk社製のSD/SDHC
メモリーカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえ
で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラスCLASS4のSD/
SDHCメモリーカードを使用していますが、これはCLASS4の転送速度を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12 64ルートまで標準サポート。65ルート以上はプレミアムライセンス（FL01）が必要。

※13 QSFP28モジュール使用時の動作時温度は0〜45℃になります。
※14  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x950-

FL01）が必要。
※15  アプリケーションライセンス（FL03）を用いることでユーザー登録数を1,000、NAS

登録数を100まで拡張可能。
※17  x600シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を用いることでLAGグループ

数を100まで拡張可能。x610シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を
用いることで128まで拡張可能。

※18  PVST+ Compatibilityについての詳細はホームページ「xシリーズネットワークソ
リューション」をご覧ください。

※19  IEEE 802.3adを実装し、この規格に準拠している製品については相互接続をサ
ポートしておりますが、ネットワーク機器やサーバーとの事前検証を行っていただくこ
とを推奨します。

※20  スタックポートとしては本体前面のS F P+ポート、または拡張モジュール 
AT-StackQSのQSFP+ポートをご使用ください。

※22 コンボポートは未サポート。
※23  AT-SPFX/2、AT-SPFX/15、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/B

のいずれかを使用した場合の動作温度は0〜35℃。
※24  AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/Bのいずれかを使用した場合の動

作温度は0〜45℃。
※25 スタックモジュール装着時。
※26 CFCを2枚搭載時。
※28  ご使用には拡張モジュールAT-StackXG、または拡張モジュールAT-x6EM/XS2

が必要です。
※29 CFCに搭載。
※30 ラインカード（AT-SBx81GT24、GP24）のみ使用時。
※31 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、GS24a）のみ使用時。
※32 SFP/SFP+ 共用スロット。
※33 FW Ver.5.4.3より基本ソフトウェアにてサポート。
※36 ご使用には拡張モジュールAT-StackXGが必要です。

x610シリーズは有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。
※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

xシリーズ ディストリビューション・スイッチ仕様一覧表

x610 x600 x550 x530
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製品名 レイヤー 3スイッチ
AT-x610-24Ts/X AT-x600-48Ts-LM AT-x550-18XTQ AT-x550-18XSQ AT-x550-18XSPQm AT-x530-28GPXm AT-x530-28GTXm

ポート管理
送信レート制限

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○パケットストームプロテクション
ループガード （LDF検出）
ループガード （MACスラッシング検出）
VLAN機能
ポートベース/IEEE 802.1Q タグ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○マルチプルVLAN ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9
IPサブネットベース/プロトコルベース

○ ○
○ ○ ○

GVRP − − − − −
Voice VLAN ○ ○ ○ ○ ○
ダブルタグVLAN − − AT-x530-FL01 AT-x530-FL01
QoS機能
物理キューの数 8 8 8 8 8 8 8
優先制御 （CoS/ToS/DSCP/ポリシーベース）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○帯域制限/帯域保証
スケジューリング（絶対優先、重み付きラウンドロビン）
認証機能/セキュリティー
802.1X認証（Multiple Authentication）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認証方式 （MD5/TLS/TTLS/PEAP）
MACベース認証 （Multiple Authentication）
Web認証 （Multiple Authentication）
ダイナミックVLAN
マルチプル
ダイナミックVLAN

ポートあたり 130 
（最大300）

100 
（最大270）

1,024
（最大1024）

1,024
（最大1024）

1,024
（最大1024）

3,072
（最大3,072）

3,072
（最大3,072）装置あたり

L3モードエンハンスト ゲストVLAN
○ ○

○ ○ ○ ○ ○
Auth-fail VLAN
プロミスキャス/インターセプトWeb認証
2ステップ認証 ○ ※40 −
ポートセキュリティー ○ ○
マネージメント
CLI ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Webブラウザー設定
Active Fiber Monitoring ○ ※126 −
Telnet サーバー /クライアント

○ ○Secure Shell （SSH） サーバー /クライアント
ローカルRADIUSサーバー
ローカルRADIUSサーバー拡張 AT-x610-FL03 ※15 − − − − − −
ユーザー認証データベース

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

SNMPv1/v2c/v3
RMON
LLDP
ログ （Syslog）
DHCP サーバー /クライアント ○ ※71
NTP サーバー /クライアント

○BOOTP/DHCP リレー
DNS リレー
トリガー
PTP（Transparent Clock） − − AT-x550-FL01 ※43 AT-x550-FL01 ※43 AT-x550-FL01 ※43 − −

AMF

Controller

− − − − − − −

Master（20メンバー管理）
Master（40メンバー管理）
Master（80メンバー管理）
Master（120メンバー管理）
Master（300メンバー管理）
Member ○ ○ ※124 ○ ○ ○ ○ ○
アプリケーションプロキシー − − − − − エッジノードのみ エッジノードのみ

OpenFlow機能 AT-x550-FL15 ※134 AT-x550-FL15 ※134 AT-x550-FL15 ※134 − −
オプション
電源冗長化 （リダンダント電源） 外部電源（RPS3000）外部電源（RPS3204） − − − − −

拡張フラッシュメモリー AT-SDHC32GA-001
（32GB） ※11

AT-SDHC32GA-001
（32GB） ※11 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備

19インチラックマウントキット 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付
電源ケーブル抜け防止フック 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付

壁設置ブラケット − − AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J22 標準添付または
AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22

ユニット数 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U

動作温度 0〜45℃、0〜40℃ 
※25 0〜40℃ 0 〜 50℃ 0 〜 50℃ 0 〜 50℃ 0 〜 50℃ 0 〜 50℃

ファン有無 有 有 有 有 有 有 有
最大消費電力 最大77W ※45 最大130W 最大140W 最大140W 最大440W 最大990W 最大60W

※38  EPSRマスター機能は別途プレミアムライセンス（AT-x510-FL01、AT-x310-
FL01）が必要。

※39  ルート数に制限があります。OSPFv2（256ルート）、OSPFv3（256ルート）、RIP
（1020ルート）、RIPng（510ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（256
ルート）。

※40  FW Ver.5.4.3-3.7よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソ
リューション」をご覧ください。

※41 AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを含む。
※42  AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを通信ポートとして使用する場

合、AT-SP10SR、AT-SP10LR、AT-SP10ER40/I、AT-SP10TW1、
AT-SP10TW3、AT-SP10TW7が使用可能。AT-SP10TW1、AT-SP10TW3、
AT-SP10TWを使用する場合にはFW Ver.5.4.4-2以降が必要。

※43 FW Ver.5.4.8-0.1よりサポート予定となります。
※44 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。
※45 Rev.CX,JXは84Wとなります。
※46 アドバンスドラインカード（AT-SBx81GT40）のみ使用時。
※47 CFCに装備。
※48 ユーザー登録数を1,000、NAS登録数を100まで拡張可能。
※51  AT-PWR100R-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250R-80にFANが標準搭

載。
※52 AT-PWR800-70にFANが標準搭載。
※55  FW Ver.5.4.4よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソリュー

ション」をご覧ください。
※56  A T - S B x P W R S Y S 1 - 7 0（またはA T - S B x P W R S Y S 2 - 7 0 ）と

A T-S B x P W R S Y S1-80の併用は不可。A T-S B x P W R S Y S1-70と
AT-SBxPWRSYS2-70の併用は可。

※57 コンボポートのHalf Duplexは未サポート。
※58  VCS構成時は、PAUSEフレームの送信（both）はサポート対象外で、PAUSEフ

レームの受信（receive）のみをサポート。
※59 モジュールに依存するため、詳細はデータシート、マニュアル等をご参照ください。
※60 FW Ver.5.4.3以前でのみサポート。
※61 10Gライセンス（AT-x510L-FL07）が必要。
※62  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x930-

FL01）が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。
※63  A T-P W R150-70、A T-P W R250-70、A T-P W R250-80使用時。

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70使用時の動作時温度は0〜45℃になりま
す。

※64 拡張モジュール（AT-StackQS）搭載時。AT-QSFP3CUは未サポート。
※66  マルチプルダイナミックVLAN のみ使用した場合の最大数。IPサブネットVLANを

同一筐体内で使用した場合は、そのVLAN数だけ減少します。
※67 全てのラインカードスロットにXS16搭載時。
※69  固定ポートではHalf Duplex未サポート、マネージメントポートのみHalf Duplexを

サポート。
※70  ルート数に制限があります。OSPFv2（64ルート）、OSPFv3（64ルート）、RIP（64

ルート）、RIPng（64ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（64ルート）。
各々個別で使用した際の最大値になります。テーブルサイズは各機能でシェアであ
り、筐体での最大値は64です。

※71  IPv4/IPv6 DHCPクライアントはFW Ver.5.4.4-0.4以前、およびFW 
Ver.5.4.5-0.1以降でのみサポート。

※73 FW Ver.5.4.5-0.1以降でサポート。
※74 FW Ver.5.4.5-2.1以降でサポート。
※75 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、XS16、GS24a、GT40）のみ使用時。
※77  SHシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFネッ

トワークへの接続はAMFリンク1本に制限されます。AMFクロスリンク、AMF仮想
リンクは使用できません。

※78 対応モジュールはデータシートをご参照ください。
※79 FW Ver.5.4.8-1.1以降でサポートです。
※80 FW Ver.5.4.6以降でサポート。
※81 FW Ver.5.4.5S以降でサポート。
※83  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/Q2×10

台装着時となります。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full 
Duplex固定での接続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※84  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM＋AT-SBx81XLEM/Q2装着時となりま
す。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full Duplex固定での接
続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※85 FW Ver.5.4.8-0.2以降でサポートです。
※94  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4のみで構成したL3ルーティングモード時FW Ver.5.4.6-
1.1以降。

※95  AT-x9EM/XT4装着時、AT-x9EM/XT4は以下の製品リビジョンのスイッチ本体
で使用可能です。AT-x930-28GTX・AT-x930-52GTX: Rev. HXまたはRev. 
J以降/AT-x930-28GPX・AT-x930-52GPX: Rev. CYまたはRev. J以降/
AT-x930-28GSTX: Rev. EX, FXまたはRev. G以降。

※98 100M/1000M/10G Full Duplexでの接続のみサポート。
※99 100/1000/10GBASE-T固定ポートのFullDuplex固定のみサポート。
※100 SFP ポートのHalf Duplexは未サポート。
※102 絶対優先の場合は2段階のキューをサポートしています。
※103 ポリシーベースは未サポートです。

※104  本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品
にIPアドレスを設定しておく必要があります。

※105 SNMPv2cのTrapは未対応です。
※106 ハードウェアRev.H1以降でFW Ver.1.4.0以降の製品が対応しています。
※107 送信、受信、双方向設定のみサポートしています。
※109 FW Ver.2.4.0以降サポートです。
※110 FW Ver.1.5.0以降サポートです。
※112 PoE供給電力75Wをこえて90Wまでの動作保証温度は45℃までになります。
※115  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみ使用時。FW Ver.5.4.6-
1.1以降(AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW Ver.5.4.6-2.1以降)

※116  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、
AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみで構成したホストモード時
ファームウェアバージョン5.4.6-1.1以降（AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW 
ver5.4.6-2.1以降）

※117 モジュールにより異なりますので、データシートをご参照ください。
※118 AT-SBx81XS6およびAT-SBx81GS24aは未サポートです。
※119 AT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/XS8×10台装着時。
※120  AT-SBx81XS16×6台＋AT-SBx81LEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4

台＋AT-SBx81CFC960x2台装着時。
※121 AT-SBx81XLEM×5台＋AT-SBx81XLEM/XS8×5台装着時。
※122 AT-SBx81XLEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4台装着時。
※123 FW Ver.5.4.6-2.1以降でサポートです。
※124  FW Ver.5.4.2.3-16より、機器情報をAMFマスターに通知することで、AMFマス

ターからの死活監視を可能とするAMFエージェント機能をサポートします。
※126 FW Ver.5.4.7-0.1以降でサポートです。
※129 100BASE-FXは、AW+5.4.7-0.1以降サポートとなります。
※130 SFP portはAuto MDI/MDI-Xのみサポートとなります。
※134 FW Ver.5.4.7-1.3以降サポートです。
※135 ラインカードスロットにAT-XEM2-4QS装着時となります。
※136 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XS装着時となります。
※137 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XT装着時となります。
※138  拡張モジュール AT-XEM2-4QSをご使用ください。AW+5.4.7-2.3以降サポート

となります。
※139 2スロットあたりの帯域幅は480Gbpsとなります。
※140 AT-XEM2-4QS×8搭載時。
※141 65ルート以上は、プレミアムライセンス（AT-SBx908G-FL01）が必要。
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製品名 レイヤー3スイッチ
AT-x510-52GPX AT-x510-28GPX AT-x510-28GSX AT-x510-52GTX AT-x510-28GTX AT-x510DP-52GTX AT-x510DP-28GTX AT-IX5-28GPX

標準装備ポート数
1000/2.5G/5G/10GBASE-T（標準ポート）

− −

−

− − − − −100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）

10/100/1000BASE-T 固定ポート（標準ポート） 48ポート 
 （PoE-OUT）

24ポート 
（PoE-OUT） 48ポート 24ポート 48ポート 24ポート 24ポート 

（PoE-OUT）
10/100/1000BASE-T 固定ポート（コンボポート） − − − − − − −10/100BASE-TX 固定ポート（標準ポート）
SFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート ※32 4ポート ※32 24ポート 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32
SFPモジュール用スロット（コンボポート） − − − − − − − −
SFP+/XFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32 4ポート（SFP+）※32
SFP+/XFPモジュール用スロット（コンボポート）

− − − − − − − −QSFP+用スロット（標準ポート）
インターフェース拡張モジュール用スロット
拡張モジュールを追加することで構成可能な最大スロット数
40GbE用スロット

− − − − − − − −
10GｂE用スロット（SFP+）
10GbE用ポート（1000BASE-T/10GBASE-T）
GbE用スロット （SFP）
GbE用ポート（10/100/1000BASE-T）
スタック仕様
スタック構成（VCS plus/VCS） ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78
ポート仕様
オートネゴシエーション

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MDI/MDI-X 自動認識
（オートネゴシエーション有効時）
MDI/MDI-X固定
10/100Mbps Full/Half Duplex固定
1000Mbps Full Duplex固定
10Gbps Full Duplex固定
PoE機能

最大給電可能電力（装置全体）
370W 

（電源2個使用時）
185W 

（電源1個使用時）

370W 
（電源2個使用時）

185W 
（電源1個使用時）

− − − − −

720W
（AT-PWR800-70を

2個使用時）
370W

（AT-PWR800-70を
1個使用時）

最大給電可能電力（1ポートあたり） 30W 30W 30W
給電優先度設定（PoEポートプライオリティー設定）

○ ○ ○IEEE 802.3af （PoE）規格対応
IEEE 802.3at （PoE+）規格対応
パフォーマンス
スイッチングファブリック 228Gbps 128Gbps 128Gbps 228Gbps 128Gbps 228Gbps 128Gbps 128Gbps
最大パケット転送能力（装置全体/64Byte） 130.94Mpps 95.23Mpps 95.23Mpps 130.94Mpps 95.23Mpps 130.94Mpps 95.23Mpps 95.23Mpps
フラッシュメモリー容量 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte
MACアドレス登録数 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大）
VLAN登録数 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個
IPv4ホスト登録数 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大）
IPv4ルート登録数 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大）
ルーティング方式
スタティック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
RIP v1/v2 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 −RIPng（IPv6）
ポリシーベース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OSPF v2 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39

−

OSPF v3
BGP-4 − − − − − − −VRF-Lite
PIM SM/SSM/DM（IPv4） AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39 AT-x510-FL01※39PIM SM（IPv6）
PIMインターフェース数拡張 − − − − − − −
IPv4機能
セカンダリーIPアドレス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○VRRP
IPルートフィルター ○ ○ ○ ○ ○ ○ − −
IGMP v2/v3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Proxy ARP
UDPブロードキャストヘルパー
ディレクティドブロードキャスト転送制御
IPv6機能 ※33
IPv6 Basic/SNMPv1/v2c/v3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Telnetサーバー/クライアント
SSHサーバー/クライアント
NTPサーバー/クライアント
DHCPサーバー/クライアント ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○
DHCPリレー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DNSリレー
MLDv1/v2スヌーピング
MLDv1/v2
VRRPv3
スイッチング機能
IEEE 802.3ad ダイナミック・コンフィグレーション（LACP） ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19IEEE 802.3ad マニュアル・コンフィグレーション
LAGグループ数拡張 − − − − − − − −
ポートミラーリング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○リモートミラーリング
フローコントロール ○※7 ○※58 ○※58 ○※7 ○※58 ○※7 ○※58 ○※7
EPSR ○※38 ○※38 ○※38 ○※38 ○※38 ○※38 ○※38 ○※38
スパニングツリー （IEEE 802.1D）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Rapidスパニングツリー （IEEE 802.1w）
マルチプルスパニングツリー （IEEE 802.1s）
PVST＋Compatibility ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18
ハードウェアパケットフィルター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○EAP透過
DHCPスヌーピング
IGMP v2/v3スヌーピング
UDLD AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510L-FL01

※1 インターフェース拡張モジュールにより構成が変わります。
※2 10/100/1000BASE-T固定ポートのみサポート。
※6  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はL3フルライセンス（FL01）またはIPv6

ライセンス（FL02）、プレミアムライセンス（AT-CFC400-FL01、AT-CFC960-
FL01） が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。

※7 受信のみサポート。
※9  マルチプルVLANについての詳細はホームページ「VLANソリューション」をご覧く

ださい。
※11  弊社販売品のSD/SDHCメモリーカードの他に、SanDisk社製のSD 2GBおよ

びSDHC 32GBについて動作確認を行っています。SanDisk社製のSD/SDHC
メモリーカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえ
で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラスCLASS4のSD/
SDHCメモリーカードを使用していますが、これはCLASS4の転送速度を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12 64ルートまで標準サポート。65ルート以上はプレミアムライセンス（FL01）が必要。
※13 QSFP28モジュール使用時の動作時温度は0〜45℃になります。
※14  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x950-

FL01）が必要。
※15  アプリケーションライセンス（FL03）を用いることでユーザー登録数を1,000、NAS

登録数を100まで拡張可能。
※17  x600シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を用いることでLAGグループ

数を100まで拡張可能。x610シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を
用いることで128まで拡張可能。

※18  PVST+ Compatibilityについての詳細はホームページ「xシリーズネットワークソ
リューション」をご覧ください。

※19  IEEE 802.3adを実装し、この規格に準拠している製品については相互接続をサ
ポートしておりますが、ネットワーク機器やサーバーとの事前検証を行っていただくこ
とを推奨します。

※20  スタックポートとしては本体前面のS F P+ポート、または拡張モジュール 
AT-StackQSのQSFP+ポートをご使用ください。

※22 コンボポートは未サポート。
※23  AT-SPFX/2、AT-SPFX/15、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/B

のいずれかを使用した場合の動作温度は0〜35℃。
※24  AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/Bのいずれかを使用した場合の動

作温度は0〜45℃。
※25 スタックモジュール装着時。
※26 CFCを2枚搭載時。
※28  ご使用には拡張モジュールAT-StackXG、または拡張モジュールAT-x6EM/XS2

が必要です。
※29 CFCに搭載。
※30 ラインカード（AT-SBx81GT24、GP24）のみ使用時。
※31 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、GS24a）のみ使用時。

x510 x510DP IX5

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。
xシリーズ ディストリビューション・スイッチ仕様一覧表
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製品名 レイヤー3スイッチ
AT-x510-52GPX AT-x510-28GPX AT-x510-28GSX AT-x510-52GTX AT-x510-28GTX AT-x510DP-52GTX AT-x510DP-28GTX AT-IX5-28GPX

ポート管理
送信レート制限

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○パケットストームプロテクション
ループガード （LDF検出）
ループガード （MACスラッシング検出）
VLAN機能
ポートベース/IEEE 802.1Q タグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マルチプルVLAN ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9
IPサブネットベース/プロトコルベース

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○GVRP
Voice VLAN
ダブルタグVLAN AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01 AT-x510-FL01
QoS機能
物理キューの数 8 8 8 8 8 8 8 8
優先制御 （CoS/ToS/DSCP/ポリシーベース）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○帯域制限/帯域保証
スケジューリング（絶対優先、重み付きラウンドロビン）
認証機能/セキュリティー
802.1X認証（Multiple Authentication）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認証方式 （MD5/TLS/TTLS/PEAP）
MACベース認証 （Multiple Authentication）
Web認証 （Multiple Authentication）
ダイナミックVLAN
マルチプルダイナ
ミックVLAN

ポートあたり 1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）装置あたり

L3モードエンハンスト ゲストVLAN
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Auth-fail VLAN

プロミスキャス/インターセプトWeb認証
2ステップ認証 ○※40 ○※40 ○※40 ○※40 ○※40 ○※40 ○※40 ○※40
ポートセキュリティー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マネージメント
CLI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Webブラウザー設定
Active Fiber Monitoring ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126
Telnet サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Secure Shell （SSH） サーバー/クライアント
ローカルRADIUSサーバー
ローカルRADIUSサーバー拡張 − − − − − − − −
ユーザー認証データベース

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

SNMPv1/v2c/v3
RMON
LLDP
ログ （Syslog）
DHCP サーバー/クライアント ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○※71 ○※71
NTP サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○BOOTP/DHCP リレー
DNS リレー
トリガー
PTP（Transparent Clock） − − − − − − − −

AMF

Controller

− − − − − − − −

Master（20メンバー管理）
Master（40メンバー管理）
Master（80メンバー管理）
Master（120メンバー管理）
Master（300メンバー管理）
Member ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アプリケーションプロキシー − − − − − − − −

OpenFlow機能 AT-x510-FL15 ※80 AT-x510-FL15 ※81 AT-x510-FL15 ※81 AT-x510-FL15 ※80 AT-x510-FL15 ※81 AT-x510-FL15 ※80 AT-x510-FL15 ※81 −
オプション

電源冗長化 （リダンダント電源） 固定式内蔵 
冗長電源

固定式内蔵 
冗長電源

固定式内蔵 
冗長電源

固定式内蔵 
冗長電源

固定式内蔵 
冗長電源

電源ユニット追加 
（AT-PWR250-70/
AT-PWR100R-70/
AT-PWR250R-80）

電源ユニット追加 
（AT-PWR250-70/
AT-PWR100R-70/
AT-PWR250R-80）

電源ユニット追加 
（AT-PWR800-70）

拡張フラッシュメモリー USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備
19インチラックマウントキット 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付

電源ケーブル抜け防止フック 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付
 （別売の電源ユニットに標準
添付、AT-PWR100R-70、

AT-PWR250-70のみ）

 （別売の電源ユニットに標準
添付、AT-PWR100R-70、

AT-PWR250-70のみ）
（別売の電源ユニットに標準
添付、AT-PWR800-70のみ）

壁設置ブラケット AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 − − −
ユニット数 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U

動作温度 0〜45℃ 0〜45℃ 0〜45℃ （水平設置時） 
0〜40℃ （垂直設置時） 0〜45℃ 0〜45℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃

ファン有無 有 有 有 有 有 有 ※51 有 ※51 有 ※52

最大消費電力 最大560W 最大540W 最大64W 最大89W 最大55W

最大120W 
（AT-PWR100R-70 使用時）

最大140W
（AT-PWR250-70 使用時）

最大140W
（AT-PWR250R-80 使用時）

最大88W
（AT-PWR100R-70 使用時）

最大110W
（AT-PWR250-70 使用時）

最大100W
（AT-PWR250R-80 使用時）

最大1010W 
（AT-PWR800-70使用時）

※32 SFP/SFP+ 共用スロット。
※33 FW Ver.5.4.3より基本ソフトウェアにてサポート。
※36 ご使用には拡張モジュールAT-StackXGが必要です。
※38  EPSRマスター機能は別途プレミアムライセンス（AT-x510-FL01、AT-x310-

FL01）が必要。
※39  ルート数に制限があります。OSPFv2（256ルート）、OSPFv3（256ルート）、RIP

（1020ルート）、RIPng（510ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（256
ルート）。

※40  FW Ver.5.4.3-3.7よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソ
リューション」をご覧ください。

※41 AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを含む。
※42  AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを通信ポートとして使用する場

合、AT-SP10SR、AT-SP10LR、AT-SP10ER40/I、AT-SP10TW1、
AT-SP10TW3、AT-SP10TW7が使用可能。AT-SP10TW1、AT-SP10TW3、
AT-SP10TWを使用する場合にはFW Ver.5.4.4-2以降が必要。

※43 FW Ver.5.4.8-0.1よりサポート予定となります。
※44 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。
※45 Rev.CX,JXは84Wとなります。
※46 アドバンスドラインカード（AT-SBx81GT40）のみ使用時。
※47 CFCに装備。
※48 ユーザー登録数を1,000、NAS登録数を100まで拡張可能。
※51  AT-PWR100R-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250R-80にFANが標準搭

載。
※52 AT-PWR800-70にFANが標準搭載。
※55  FW Ver.5.4.4よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソリュー

ション」をご覧ください。
※56  A T - S B x P W R S Y S 1 - 7 0（またはA T - S B x P W R S Y S 2 - 7 0 ）と

A T-S B x P W R S Y S1-80の併用は不可。A T-S B x P W R S Y S1-70と
AT-SBxPWRSYS2-70の併用は可。

※57 コンボポートのHalf Duplexは未サポート。
※58  VCS構成時は、PAUSEフレームの送信（both）はサポート対象外で、PAUSEフ

レームの受信（receive）のみをサポート。
※59 モジュールに依存するため、詳細はデータシート、マニュアル等をご参照ください。
※60 FW Ver.5.4.3以前でのみサポート。
※61 10Gライセンス（AT-x510L-FL07）が必要。
※62  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x930-

FL01）が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。
※63  A T-P W R150-70、A T-P W R250-70、A T-P W R250-80使用時。

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70使用時の動作時温度は0〜45℃になりま
す。

※64 拡張モジュール（AT-StackQS）搭載時。AT-QSFP3CUは未サポート。
※66  マルチプルダイナミックVLAN のみ使用した場合の最大数。IPサブネットVLANを

同一筐体内で使用した場合は、そのVLAN数だけ減少します。
※67 全てのラインカードスロットにXS16搭載時。
※69  固定ポートではHalf Duplex未サポート、マネージメントポートのみHalf Duplexを

サポート。
※70  ルート数に制限があります。OSPFv2（64ルート）、OSPFv3（64ルート）、RIP（64

ルート）、RIPng（64ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（64ルート）。
各々個別で使用した際の最大値になります。テーブルサイズは各機能でシェアであ
り、筐体での最大値は64です。

※71  IPv4/IPv6 DHCPクライアントはFW Ver.5.4.4-0.4以前、およびFW 
Ver.5.4.5-0.1以降でのみサポート。

※73 FW Ver.5.4.5-0.1以降でサポート。
※74 FW Ver.5.4.5-2.1以降でサポート。
※75 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、XS16、GS24a、GT40）のみ使用時。
※77  SHシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFネッ

トワークへの接続はAMFリンク1本に制限されます。AMFクロスリンク、AMF仮想
リンクは使用できません。

※78 対応モジュールはデータシートをご参照ください。
※79 FW Ver.5.4.8-1.1以降でサポートです。
※80 FW Ver.5.4.6以降でサポート。
※81 FW Ver.5.4.5S以降でサポート。
※83  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/Q2×10

台装着時となります。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full 
Duplex固定での接続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※84  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM＋AT-SBx81XLEM/Q2装着時となりま
す。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full Duplex固定での接
続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※85 FW Ver.5.4.8-0.2以降でサポートです。
※94  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4のみで構成したL3ルーティングモード時FW Ver.5.4.6-
1.1以降。

※95  AT-x9EM/XT4装着時、AT-x9EM/XT4は以下の製品リビジョンのスイッチ本体
で使用可能です。AT-x930-28GTX・AT-x930-52GTX: Rev. HXまたはRev. 
J以降/AT-x930-28GPX・AT-x930-52GPX: Rev. CYまたはRev. J以降/
AT-x930-28GSTX: Rev. EX, FXまたはRev. G以降。

※98 100M/1000M/10G Full Duplexでの接続のみサポート。
※99 100/1000/10GBASE-T固定ポートのFullDuplex固定のみサポート。
※100 SFP ポートのHalf Duplexは未サポート。
※102 絶対優先の場合は2段階のキューをサポートしています。

※103 ポリシーベースは未サポートです。
※104  本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品

にIPアドレスを設定しておく必要があります。
※105 SNMPv2cのTrapは未対応です。
※106 ハードウェアRev.H1以降でFW Ver.1.4.0以降の製品が対応しています。
※107 送信、受信、双方向設定のみサポートしています。
※109 FW Ver.2.4.0以降サポートです。
※110 FW Ver.1.5.0以降サポートです。
※112 PoE供給電力75Wをこえて90Wまでの動作保証温度は45℃までになります。
※115  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみ使用時。FW Ver.5.4.6-
1.1以降(AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW Ver.5.4.6-2.1以降)

※116  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、
AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみで構成したホストモード時
ファームウェアバージョン5.4.6-1.1以降（AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW 
ver5.4.6-2.1以降）

※117 モジュールにより異なりますので、データシートをご参照ください。
※118 AT-SBx81XS6およびAT-SBx81GS24aは未サポートです。
※119 AT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/XS8×10台装着時。
※120  AT-SBx81XS16×6台＋AT-SBx81LEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4

台＋AT-SBx81CFC960x2台装着時。
※121 AT-SBx81XLEM×5台＋AT-SBx81XLEM/XS8×5台装着時。
※122 AT-SBx81XLEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4台装着時。
※123 FW Ver.5.4.6-2.1以降でサポートです。
※124  FW Ver.5.4.2.3-16より、機器情報をAMFマスターに通知することで、AMFマス

ターからの死活監視を可能とするAMFエージェント機能をサポートします。
※126 FW Ver.5.4.7-0.1以降でサポートです。
※129 100BASE-FXは、AW+5.4.7-0.1以降サポートとなります。
※130 SFP portはAuto MDI/MDI-Xのみサポートとなります。
※134 FW Ver.5.4.7-1.3以降サポートです。
※135 ラインカードスロットにAT-XEM2-4QS装着時となります。
※136 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XS装着時となります。
※137 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XT装着時となります。
※138  拡張モジュール AT-XEM2-4QSをご使用ください。AW+5.4.7-2.3以降サポート

となります。
※139 2スロットあたりの帯域幅は480Gbpsとなります。
※140 AT-XEM2-4QS×8搭載時。
※141 65ルート以上は、プレミアムライセンス（AT-SBx908G-FL01）が必要。
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製品名 レイヤー3スイッチ
AT-x510L-52GP AT-x510L-28GP AT-x510L-52GT AT-x510L-28GT AT-x310-50FP AT-x310-26FP AT-x310-50FT AT-x310-26FT

標準装備ポート数
1000/2.5G/5G/10GBASE-T（標準ポート）

− − − − − − − −100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
10/100/1000BASE-T 固定ポート（標準ポート） 48ポート （PoE-OUT）24ポート （PoE-OUT） 48ポート 24ポート
10/100/1000BASE-T 固定ポート（コンボポート） − − − − 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート
10/100BASE-TX 固定ポート（標準ポート） 48ポート（PoE-OUT）24ポート（PoE-OUT） 48ポート 24ポート
SFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32 4ポート ※32 − − − −
SFPモジュール用スロット（コンボポート） − − − − 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート
SFP+/XFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート（SFP+）※32 ※61 4ポート（SFP+）※32 ※61 4ポート（SFP+）※32 ※61 4ポート（SFP+）※32 ※61

− − − −SFP+/XFPモジュール用スロット（コンボポート）
− − − −QSFP+用スロット（標準ポート）

インターフェース拡張モジュール用スロット
拡張モジュールを追加することで構成可能な最大スロット数
40GbE用スロット

− − − − − − − −
10GｂE用スロット（SFP+）
10GbE用ポート（1000BASE-T/10GBASE-T）
GbE用スロット （SFP）
GbE用ポート（10/100/1000BASE-T）
スタック仕様
スタック構成（VCS plus/VCS） ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78 ○※78
ポート仕様
オートネゴシエーション

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○MDI/MDI-X 自動認識 （オートネゴシエーション有効時）
MDI/MDI-X固定
10/100Mbps Full/Half Duplex固定 ○ ※2 ○ ※2 ○ ※2 ○ ※2 ○※57 ○※57 ○※57 ○※57
1000Mbps Full Duplex固定 ○（コンボポートのみ）○（コンボポートのみ）○（コンボポートのみ）○（コンボポートのみ）
10Gbps Full Duplex固定 ○※61 ○※61 ○※61 ○※61 − − − −
PoE機能
最大給電可能電力（装置全体） 185W 185W

− −

370W 370W

− −
最大給電可能電力（1ポートあたり） 30W 30W 30W 30W
給電優先度設定（PoEポートプライオリティー設定）

○ ○ ○ ○IEEE 802.3af （PoE）規格対応
IEEE 802.3at （PoE+）規格対応
パフォーマンス
スイッチングファブリック 228Gbps 128Gbps 228Gbps 128Gbps 156Gbps 56Gbps 156Gbps 56Gbps
最大パケット転送能力（装置全体/64Byte） 130.94Mpps 95.23Mpps 130.94Mpps 95.23Mpps 13.09Mpps 9.52Mpps 13.09Mpps 9.52Mpps
フラッシュメモリー容量 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte
MACアドレス登録数 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大）
VLAN登録数 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個
IPv4ホスト登録数 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 2K（最大） 512 512 512 512
IPv4ルート登録数 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 1K（最大） 64 64 64 64
ルーティング方式
スタティック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
RIP v1/v2 − − − − AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70RIPng（IPv6）
ポリシーベース ○ ○ ○ ○ − − − −
OSPF v2

− − − −

AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70OSPF v3
BGP-4 − − − −VRF-Lite
PIM SM/SSM/DM（IPv4） AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70 AT-x310-FL01 ※70PIM SM（IPv6）
PIMインターフェース数拡張 − − − −
IPv4機能
セカンダリーIPアドレス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VRRP AT-x310-FL01 AT-x310-FL01 AT-x310-FL01 AT-x310-FL01
IPルートフィルター − − − − − − − −
IGMP v2/v3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Proxy ARP
UDPブロードキャストヘルパー
ディレクティドブロードキャスト転送制御
IPv6機能
IPv6 Basic/SNMPv1/v2c/v3

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○Telnetサーバー/クライアント
SSHサーバー/クライアント
NTPサーバー/クライアント
DHCPサーバー/クライアント DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73
DHCPリレー

○ ○ ○ ○DNSリレー
MLDv1/v2スヌーピング
MLDv1/v2
VRRPv3 AT-x310-FL01 AT-x310-FL01 AT-x310-FL01 AT-x310-FL01
スイッチング機能
IEEE 802.3ad ダイナミック・コンフィグレーション（LACP） ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19IEEE 802.3ad マニュアル・コンフィグレーション
LAGグループ数拡張 − − − − − − − −
ポートミラーリング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○リモートミラーリング
フローコントロール ○※7 ○※58 ○※7 ○※58 ○※58 ○※58 ○※58 ○※58
EPSR トランジット トランジット トランジット トランジット ○※38 ○※38 ○※38 ○※38
スパニングツリー （IEEE 802.1D）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Rapidスパニングツリー （IEEE 802.1w）
マルチプルスパニングツリー （IEEE 802.1s）
PVST＋Compatibility ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18
ハードウェアパケットフィルター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○EAP透過
DHCPスヌーピング
IGMP v2/v3スヌーピング
UDLD AT-x510L-FL03 AT-x510L-FL03 AT-x510L-FL03 AT-x510L-FL03 AT-x310-FL01/FL03 AT-x310-FL01/FL03 AT-x310-FL01/FL03 AT-x310-FL01/FL03

※1 インターフェース拡張モジュールにより構成が変わります。
※2 10/100/1000BASE-T固定ポートのみサポート。
※6  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はL3フルライセンス（FL01）またはIPv6

ライセンス（FL02）、プレミアムライセンス（AT-CFC400-FL01、AT-CFC960-
FL01） が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。

※7 受信のみサポート。
※9  マルチプルVLANについての詳細はホームページ「VLANソリューション」をご覧く

ださい。
※11  弊社販売品のSD/SDHCメモリーカードの他に、SanDisk社製のSD 2GBおよ

びSDHC 32GBについて動作確認を行っています。SanDisk社製のSD/SDHC
メモリーカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえ
で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラスCLASS4のSD/
SDHCメモリーカードを使用していますが、これはCLASS4の転送速度を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12 64ルートまで標準サポート。65ルート以上はプレミアムライセンス（FL01）が必要。
※13 QSFP28モジュール使用時の動作時温度は0〜45℃になります。

※14  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x950-
FL01）が必要。

※15  アプリケーションライセンス（FL03）を用いることでユーザー登録数を1,000、NAS
登録数を100まで拡張可能。

※17  x600シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を用いることでLAGグループ
数を100まで拡張可能。x610シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を
用いることで128まで拡張可能。

※18  PVST+ Compatibilityについての詳細はホームページ「xシリーズネットワークソ
リューション」をご覧ください。

※19  IEEE 802.3adを実装し、この規格に準拠している製品については相互接続をサ
ポートしておりますが、ネットワーク機器やサーバーとの事前検証を行っていただくこ
とを推奨します。

※20  スタックポートとしては本体前面のS F P+ポート、または拡張モジュール 
AT-StackQSのQSFP+ポートをご使用ください。

※22 コンボポートは未サポート。
※23  AT-SPFX/2、AT-SPFX/15、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/B

のいずれかを使用した場合の動作温度は0〜35℃。
※24  AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/Bのいずれかを使用した場合の動

作温度は0〜45℃。
※25 スタックモジュール装着時。
※26 CFCを2枚搭載時。
※28  ご使用には拡張モジュールAT-StackXG、または拡張モジュールAT-x6EM/XS2

が必要です。
※29 CFCに搭載。
※30 ラインカード（AT-SBx81GT24、GP24）のみ使用時。
※31 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、GS24a）のみ使用時。
※32 SFP/SFP+ 共用スロット。
※33 FW Ver.5.4.3より基本ソフトウェアにてサポート。
※36 ご使用には拡張モジュールAT-StackXGが必要です。
※38  EPSRマスター機能は別途プレミアムライセンス（AT-x510-FL01、AT-x310-

FL01）が必要。
※39  ルート数に制限があります。OSPFv2（256ルート）、OSPFv3（256ルート）、RIP

x510L x310

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ仕様一覧表
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製品名 レイヤー3スイッチ
AT-x510L-52GP AT-x510L-28GP AT-x510L-52GT AT-x510L-28GT AT-x310-50FP AT-x310-26FP AT-x310-50FT AT-x310-26FT

ポート管理
送信レート制限

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○パケットストームプロテクション
ループガード （LDF検出）
ループガード （MACスラッシング検出）
VLAN機能
ポートベース/IEEE 802.1Q タグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マルチプルVLAN ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9 ○※9
IPサブネットベース/プロトコルベース

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

GVRP − − − −
Voice VLAN ○ ○ ○ ○
ダブルタグVLAN − − − − − − − −
QoS機能
物理キューの数 8 8 8 8 8 8 8 8
優先制御 （CoS/ToS/DSCP/ポリシーベース）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○帯域制限/帯域保証
スケジューリング（絶対優先、重み付きラウンドロビン）
認証機能/セキュリティー
802.1X認証（Multiple Authentication） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認証方式 （MD5/TLS/TTLS/PEAP）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○MACベース認証 （Multiple Authentication）
Web認証 （Multiple Authentication）
ダイナミックVLAN
マルチプルダイナ
ミックVLAN

ポートあたり 1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）装置あたり

L3モードエンハンスト ゲストVLAN
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
Auth-fail VLAN
プロミスキャス/インターセプトWeb認証
2ステップ認証 ○※40 ○※40 ○※40 ○※40
ポートセキュリティー ○ ○ ○ ○
マネージメント
CLI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Webブラウザー設定
Active Fiber Monitoring ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126
Telnet サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Secure Shell （SSH） サーバー/クライアント
ローカルRADIUSサーバー
ローカルRADIUSサーバー拡張 − − − − − − − −
ユーザー認証データベース

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
SNMPv1/v2c/v3
RMON
LLDP
ログ （Syslog）
DHCP サーバー/クライアント DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73
NTP サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○BOOTP/DHCP リレー
DNS リレー
トリガー
PTP（Transparent Clock） − − − − − − − −

AMF

Controller

− − − − − − − −
Master（20メンバー管理）
Master（40メンバー管理）
Master（80メンバー管理）
Master（120メンバー管理）
Master（300メンバー管理）
Member ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アプリケーションプロキシー − − − − − − − −

OpenFlow機能 AT-x510-FL15 ※80 AT-x510-FL15 ※81 AT-x510-FL15 ※80 AT-x510-FL15 ※81 AT-x310-FL15 ※80 AT-x310-FL15 ※80 AT-x310-FL15 ※80 AT-x310-FL15 ※80
オプション
電源冗長化 （リダンダント電源） − − − − − − − −
拡張フラッシュメモリー USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備 USBポート装備
19インチラックマウントキット 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付電源ケーブル抜け防止フック
壁設置ブラケット AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22
ユニット数 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U
動作温度 0〜45℃ 0〜40℃ 0〜45℃ 0〜45℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜45℃
ファン有無 有 有 有 有 有 有 有 無
最大消費電力 最大330W 最大300W 最大89W 最大55W 最大530W 最大520W 最大53W 最大26W

（1020ルート）、RIPng（510ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（256
ルート）。

※40  FW Ver.5.4.3-3.7よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソ
リューション」をご覧ください。

※41 AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを含む。
※42  AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを通信ポートとして使用する場

合、AT-SP10SR、AT-SP10LR、AT-SP10ER40/I、AT-SP10TW1、
AT-SP10TW3、AT-SP10TW7が使用可能。AT-SP10TW1、AT-SP10TW3、
AT-SP10TWを使用する場合にはFW Ver.5.4.4-2以降が必要。

※43 FW Ver.5.4.8-0.1よりサポート予定となります。
※44 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。
※45 Rev.CX,JXは84Wとなります。
※46 アドバンスドラインカード（AT-SBx81GT40）のみ使用時。
※47 CFCに装備。
※48 ユーザー登録数を1,000、NAS登録数を100まで拡張可能。
※51  AT-PWR100R-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250R-80にFANが標準搭

載。
※52 AT-PWR800-70にFANが標準搭載。
※55  FW Ver.5.4.4よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソリュー

ション」をご覧ください。
※56  A T - S B x P W R S Y S 1 - 7 0（またはA T - S B x P W R S Y S 2 - 7 0 ）と

A T-S B x P W R S Y S1-80の併用は不可。A T-S B x P W R S Y S1-70と
AT-SBxPWRSYS2-70の併用は可。

※57 コンボポートのHalf Duplexは未サポート。
※58  VCS構成時は、PAUSEフレームの送信（both）はサポート対象外で、PAUSEフ

レームの受信（receive）のみをサポート。
※59 モジュールに依存するため、詳細はデータシート、マニュアル等をご参照ください。
※60 FW Ver.5.4.3以前でのみサポート。
※61 10Gライセンス（AT-x510L-FL07）が必要。
※62  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x930-

FL01）が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。
※63  A T-P W R150-70、A T-P W R250-70、A T-P W R250-80使用時。

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70使用時の動作時温度は0〜45℃になりま
す。

※64 拡張モジュール（AT-StackQS）搭載時。AT-QSFP3CUは未サポート。
※66  マルチプルダイナミックVLAN のみ使用した場合の最大数。IPサブネットVLANを

同一筐体内で使用した場合は、そのVLAN数だけ減少します。
※67 全てのラインカードスロットにXS16搭載時。

※69  固定ポートではHalf Duplex未サポート、マネージメントポートのみHalf Duplexを
サポート。

※70  ルート数に制限があります。OSPFv2（64ルート）、OSPFv3（64ルート）、RIP（64
ルート）、RIPng（64ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（64ルート）。
各々個別で使用した際の最大値になります。テーブルサイズは各機能でシェアであ
り、筐体での最大値は64です。

※71  IPv4/IPv6 DHCPクライアントはFW Ver.5.4.4-0.4以前、およびFW 
Ver.5.4.5-0.1以降でのみサポート。

※73 FW Ver.5.4.5-0.1以降でサポート。
※74 FW Ver.5.4.5-2.1以降でサポート。
※75 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、XS16、GS24a、GT40）のみ使用時。
※77  SHシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFネッ

トワークへの接続はAMFリンク1本に制限されます。AMFクロスリンク、AMF仮想
リンクは使用できません。

※78 対応モジュールはデータシートをご参照ください。
※79 FW Ver.5.4.8-1.1以降でサポートです。
※80 FW Ver.5.4.6以降でサポート。
※81 FW Ver.5.4.5S以降でサポート。
※83  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/Q2×10

台装着時となります。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full 
Duplex固定での接続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※84  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM＋AT-SBx81XLEM/Q2装着時となりま
す。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full Duplex固定での接
続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※85 FW Ver.5.4.8-0.2以降でサポートです。
※94  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4のみで構成したL3ルーティングモード時FW Ver.5.4.6-
1.1以降。

※95  AT-x9EM/XT4装着時、AT-x9EM/XT4は以下の製品リビジョンのスイッチ本体
で使用可能です。AT-x930-28GTX・AT-x930-52GTX: Rev. HXまたはRev. 
J以降/AT-x930-28GPX・AT-x930-52GPX: Rev. CYまたはRev. J以降/
AT-x930-28GSTX: Rev. EX, FXまたはRev. G以降。

※98 100M/1000M/10G Full Duplexでの接続のみサポート。
※99 100/1000/10GBASE-T固定ポートのFullDuplex固定のみサポート。
※100 SFP ポートのHalf Duplexは未サポート。
※102 絶対優先の場合は2段階のキューをサポートしています。
※103 ポリシーベースは未サポートです。
※104  本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品

にIPアドレスを設定しておく必要があります。
※105 SNMPv2cのTrapは未対応です。
※106 ハードウェアRev.H1以降でFW Ver.1.4.0以降の製品が対応しています。
※107 送信、受信、双方向設定のみサポートしています。
※109 FW Ver.2.4.0以降サポートです。
※110 FW Ver.1.5.0以降サポートです。
※112 PoE供給電力75Wをこえて90Wまでの動作保証温度は45℃までになります。
※115  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみ使用時。FW Ver.5.4.6-
1.1以降(AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW Ver.5.4.6-2.1以降)

※116  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、
AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみで構成したホストモード時
ファームウェアバージョン5.4.6-1.1以降（AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW 
ver5.4.6-2.1以降）

※117 モジュールにより異なりますので、データシートをご参照ください。
※118 AT-SBx81XS6およびAT-SBx81GS24aは未サポートです。
※119 AT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/XS8×10台装着時。
※120  AT-SBx81XS16×6台＋AT-SBx81LEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4

台＋AT-SBx81CFC960x2台装着時。
※121 AT-SBx81XLEM×5台＋AT-SBx81XLEM/XS8×5台装着時。
※122 AT-SBx81XLEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4台装着時。
※123 FW Ver.5.4.6-2.1以降でサポートです。
※124  FW Ver.5.4.2.3-16より、機器情報をAMFマスターに通知することで、AMFマス

ターからの死活監視を可能とするAMFエージェント機能をサポートします。
※126 FW Ver.5.4.7-0.1以降でサポートです。
※129 100BASE-FXは、AW+5.4.7-0.1以降サポートとなります。
※130 SFP portはAuto MDI/MDI-Xのみサポートとなります。
※134 FW Ver.5.4.7-1.3以降サポートです。
※135 ラインカードスロットにAT-XEM2-4QS装着時となります。
※136 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XS装着時となります。
※137 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XT装着時となります。
※138  拡張モジュール AT-XEM2-4QSをご使用ください。AW+5.4.7-2.3以降サポート

となります。
※139 2スロットあたりの帯域幅は480Gbpsとなります。
※140 AT-XEM2-4QS×8搭載時。
※141 65ルート以上は、プレミアムライセンス（AT-SBx908G-FL01）が必要。
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x Series

製品名 レイヤー2plusスイッチ
AT-x230-28GP AT-x230-18GP AT-x230-10GP AT-x230-28GT AT-x230-18GT AT-x230-10GT AT-x230L-26GT AT-x230L-17GT AT-x220-28GS AT-x210-16GT

標準装備ポート数
1000/2.5G/5G/10GBASE-T（標準ポート）

− − − − − − − − − −100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
100/1000/10GBASE-T 固定ポート（標準ポート）
10/100/1000BASE-T 固定ポート（標準ポート） 24ポート（PoE-OUT）16ポート（PoE-OUT） 8ポート（PoE-OUT） 24ポート 16ポート 8ポート 24ポート 16ポート

−
14ポート

10/100/1000BASE-T 固定ポート（コンボポート） − − − − − − − − 2ポート
10/100BASE-TX 固定ポート（標準ポート） −SFPモジュール用スロット（標準ポート） 4ポート 2ポート 2ポート 4ポート 2ポート 2ポート 2ポート 1ポート 28ポート
SFPモジュール用スロット（コンボポート）

− − − − − − − − −

2ポート
SFP+/XFPモジュール用スロット（標準ポート）

−SFP+/XFPモジュール用スロット（コンボポート）
QSFP+用スロット（標準ポート）
インターフェース拡張モジュール用スロット
拡張モジュールを追加することで構成可能な最大スロット数
40GbE用スロット

− − − − − − − − − −

10GｂE用スロット（SFP+）
10GbE用ポート（1000BASE-T/10GBASE-T）
10GbE用ポート（1000BASE-T/10GBASE-T）
GbE用スロット （SFP）
GbE用ポート（10/100/1000BASE-T）
スタック仕様
スタック構成（VCS plus/VCS） − − − − − − − − − −
ポート仕様
オートネゴシエーション

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○MDI/MDI-X 自動認識 （オートネゴシエーション有効時）
MDI/MDI-X固定
10/100Mbps Full/Half Duplex固定 ○※100 ○※100 ○※100 ○※100 ○※100 ○※100 ○※100 ○※100 ○ ○※2
1000Mbps Full Duplex固定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※2
10Gbps Full Duplex固定 − − − − − − − − − −
PoE機能 
最大給電可能電力（装置全体） 370W 247W 124W

− − − − − − −
最大給電可能電力（1ポートあたり） 30W 30W 30W
給電優先度設定（PoEポートプライオリティー設定）

○ ○ ○IEEE 802.3af （PoE）規格対応
IEEE 802.3at （PoE+）規格対応
パフォーマンス
スイッチングファブリック 56Gbps 40Gbps 40Gbps 56Gbps 40Gbps 40Gbps 56Gbps 40Gbps 56Gbps 36Gbps
最大パケット転送能力（装置全体/64Byte） 41.66Mpps 26.8Mpps 14.9Mpps 41.66Mpps 26.8Mpps 14.8Mpps 41.66Mpps 25.29Mpps 46.11Mpps 23.8Mpps
フラッシュメモリー容量 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 64Mbyte 128Mbyte 128Mbyte 64Mbyte
MACアドレス登録数 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 16K（最大） 8K（最大）
VLAN登録数 2,048個 2,048個 2,048個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 4,094個 256個
IPv4ホスト登録数 − − − − − − − − − −IPv4ルート登録数
ルーティング方式
スタティック

− − − − − − − − − −

RIP v1/v2
RIPng（IPv6）
ポリシーベース
OSPF v2
OSPF v3
BGP-4
VRF-Lite
PIM SM/SSM/DM（IPv4）
PIM SM（IPv6）
PIMインターフェース数拡張
IPv4機能
セカンダリーIPアドレス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VRRP

− − − − − − − − − −

IPルートフィルター
IGMP v2/v3
Proxy ARP
UDPブロードキャストヘルパー
ディレクティドブロードキャスト転送制御
IPv6機能
IPv6 Basic/SNMPv1/v2c/v3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Telnetサーバー/クライアント
SSHサーバー/クライアント
NTPサーバー/クライアント − − − − − − − − −

−DHCPサーバー/クライアント DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85 DHCPクライアントのみ※85
DHCPリレー − − − − − − − − −DNSリレー
MLDv1/v2スヌーピング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
MLDv1/v2 − − − − − − − − − −VRRPv3
スイッチング機能
IEEE 802.3ad ダイナミック・コンフィグレーション（LACP） ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19 ○※19IEEE 802.3ad マニュアル・コンフィグレーション
LAGグループ数拡張 − − − − − − − − − −
ポートミラーリング

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

リモートミラーリング −
フローコントロール ○※7
EPSR トランジット トランジット トランジット トランジット トランジット トランジット トランジット トランジット トランジット トランジット
スパニングツリー （IEEE 802.1D）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Rapidスパニングツリー （IEEE 802.1w）
マルチプルスパニングツリー （IEEE 802.1s）
PVST＋Compatibility ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18 ○※18
ハードウェアパケットフィルター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○EAP透過
DHCPスヌーピング
IGMP v2/v3スヌーピング
UDLD AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 ○ AT-x210-GT-FL03

※1 インターフェース拡張モジュールにより構成が変わります。
※2 10/100/1000BASE-T固定ポートのみサポート。
※6  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はL3フルライセンス（FL01）またはIPv6

ライセンス（FL02）、プレミアムライセンス（AT-CFC400-FL01、AT-CFC960-
FL01） が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。

※7 受信のみサポート。
※9  マルチプルVLANについての詳細はホームページ「VLANソリューション」をご覧く

ださい。
※11  弊社販売品のSD/SDHCメモリーカードの他に、SanDisk社製のSD 2GBおよ

びSDHC 32GBについて動作確認を行っています。SanDisk社製のSD/SDHC
メモリーカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえ
で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラスCLASS4のSD/
SDHCメモリーカードを使用していますが、これはCLASS4の転送速度を保証する
ものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※12 64ルートまで標準サポート。65ルート以上はプレミアムライセンス（FL01）が必要。
※13 QSFP28モジュール使用時の動作時温度は0〜45℃になります。
※14  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x950-

FL01）が必要。
※15  アプリケーションライセンス（FL03）を用いることでユーザー登録数を1,000、NAS

登録数を100まで拡張可能。
※17  x600シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を用いることでLAGグループ

数を100まで拡張可能。x610シリーズではアプリケーションライセンス（FL03）を
用いることで128まで拡張可能。

※18  PVST+ Compatibilityについての詳細はホームページ「xシリーズネットワークソ
リューション」をご覧ください。

※19  IEEE 802.3adを実装し、この規格に準拠している製品については相互接続をサ
ポートしておりますが、ネットワーク機器やサーバーとの事前検証を行っていただくこ
とを推奨します。

※20  スタックポートとしては本体前面のS F P+ポート、または拡張モジュール 
AT-StackQSのQSFP+ポートをご使用ください。

※22 コンボポートは未サポート。
※23  AT-SPFX/2、AT-SPFX/15、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/B

のいずれかを使用した場合の動作温度は0〜35℃。
※24  AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/Bのいずれかを使用した場合の動

作温度は0〜45℃。
※25 スタックモジュール装着時。
※26 CFCを2枚搭載時。
※28  ご使用には拡張モジュールAT-StackXG、または拡張モジュールAT-x6EM/XS2

が必要です。
※29 CFCに搭載。
※30 ラインカード（AT-SBx81GT24、GP24）のみ使用時。
※31 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、GS24a）のみ使用時。

※一部、製品名の「CentreCOM」を省略しています。

x230 x230L x220 x210

xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ仕様一覧表
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製品名 レイヤー2plusスイッチ
AT-x230-28GP AT-x230-18GP AT-x230-10GP AT-x230-28GT AT-x230-18GT AT-x230-10GT AT-x230L-26GT AT-x230L-17GT AT-x220-28GS AT-x210-16GT

ポート管理
送信レート制限

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○パケットストームプロテクション
ループガード （LDF検出）
ループガード （MACスラッシング検出）
VLAN機能
ポートベース/IEEE 802.1Q タグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マルチプルVLAN ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9 ○ ※9
IPサブネットベース/プロトコルベース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GVRP − − − − − − − − − −
Voice VLAN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ダブルタグVLAN AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 − −
QoS機能
物理キューの数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
優先制御 （CoS/ToS/DSCP/ポリシーベース）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○帯域制限/帯域保証
スケジューリング（絶対優先、重み付きラウンドロビン）
認証機能/セキュリティー
802.1X認証（Multiple Authentication）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認証方式 （MD5/TLS/TTLS/PEAP）
MACベース認証 （Multiple Authentication）
Web認証 （Multiple Authentication）
ダイナミックVLAN
マルチプル
ダイナミッVLAN

ポートあたり 1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024）

1,024
（最大1,024） 350 ※66 8（最大8）

装置あたり 8（最大40）
L3モードエンハンスト ゲストVLAN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○Auth-fail VLAN

プロミスキャス/インターセプトWeb認証
2ステップ認証 ○ ※55
ポートセキュリティー ○
マネージメント
CLI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Webブラウザー設定
Active Fiber Monitoring ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 ○※126 − − ○ ○
Telnet サーバー/クライアント

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Secure Shell （SSH） サーバー/クライアント
ローカルRADIUSサーバー −
ローカルRADIUSサーバー拡張 − − − − − − − − − −
ユーザー認証データベース

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SNMPv1/v2c/v3
RMON
LLDP
ログ （Syslog）
DHCP サーバー/クライアント DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ※73 DHCPクライアントのみ DHCPクライアントのみ DHCPクライアントのみ DHCPクライアントのみ DHCPクライアントのみ DHCPクライアントのみ ○※71
NTP サーバー/クライアント ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BOOTP/DHCP リレー − − − − − − − − − −DNS リレー
トリガー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PTP（Transparent Clock） AT-x230-FL03 ※43 AT-x230-FL03 ※43 AT-x230-FL03 ※43 AT-x230-FL03 ※43 AT-x230-FL03 ※43 AT-x230-FL03 ※43 AT-x230-FL03 AT-x230-FL03 − −

AMF

Controller

− − − − − − − − − −
Master（20メンバー管理）
Master（40メンバー管理）
Master（80メンバー管理）
Master（120メンバー管理）
Master（300メンバー管理）
Member ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※78
アプリケーションプロキシー − − − − − − − − − −

OpenFlow機能 AT-x230-FL15 ※80 AT-x230-FL15 ※80 AT-x230-FL15 ※80 AT-x230-FL15 AT-x230-FL15 AT-x230-FL15 AT-x230-FL15  AT-x230-FL15 ※79 − −
オプション 
電源冗長化 （リダンダント電源） − − − − − − − − − −
拡張フラッシュメモリー SDスロット装備 SDスロット装備 SDスロット装備 SDスロット装備 SDスロット装備 SDスロット装備 SDスロット装備 SDスロット装備 USBポート装備 −
19インチラックマウントキット 標準添付 AT-RKMT-J13 AT-RKMT-J14/J15 標準添付 AT-RKMT-J13 AT-RKMT-J05 標準添付 AT-RKMT-J13 標準添付 標準添付
電源ケーブル抜け防止フック 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付 標準添付
壁設置ブラケット AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J23 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J24 AT-BRKT-J22 AT-BRKT-J22
ユニット数 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U
動作温度 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜50℃ 0〜40℃ 0〜50℃ 0〜40℃※23
ファン有無 有 有 有 有 有 無 無 無 有 無
最大消費電力 最大520W 最大330W 最大180W 最大26W 最大18W 最大16W 最大26W 最大17W 最大57W 最大19W

※32 SFP/SFP+ 共用スロット。
※33 FW Ver.5.4.3より基本ソフトウェアにてサポート。
※36 ご使用には拡張モジュールAT-StackXGが必要です。
※38  EPSRマスター機能は別途プレミアムライセンス（AT-x510-FL01、AT-x310-

FL01）が必要。
※39  ルート数に制限があります。OSPFv2（256ルート）、OSPFv3（256ルート）、RIP

（1020ルート）、RIPng（510ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（256
ルート）。

※40  FW Ver.5.4.3-3.7よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソ
リューション」をご覧ください。

※41 AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを含む。
※42  AT-SBx81CFC960上のSFP+スロットを通信ポートとして使用する場

合、AT-SP10SR、AT-SP10LR、AT-SP10ER40/I、AT-SP10TW1、
AT-SP10TW3、AT-SP10TW7が使用可能。AT-SP10TW1、AT-SP10TW3、
AT-SP10TWを使用する場合にはFW Ver.5.4.4-2以降が必要。

※43 FW Ver.5.4.8-0.1よりサポート予定となります。
※44 FW Ver.5.4.7-2.3以降サポートです。
※45 Rev.CX,JXは84Wとなります。
※46 アドバンスドラインカード（AT-SBx81GT40）のみ使用時。
※47 CFCに装備。
※48 ユーザー登録数を1,000、NAS登録数を100まで拡張可能。
※51  AT-PWR100R-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250R-80にFANが標準搭

載。
※52 AT-PWR800-70にFANが標準搭載。
※55  FW Ver.5.4.4よりサポート。詳細はホームページ「スイッチ・セキュリティーソリュー

ション」をご覧ください。
※56  A T - S B x P W R S Y S 1 - 7 0（またはA T - S B x P W R S Y S 2 - 7 0 ）と

A T-S B x P W R S Y S1-80の併用は不可。A T-S B x P W R S Y S1-70と
AT-SBxPWRSYS2-70の併用は可。

※57 コンボポートのHalf Duplexは未サポート。
※58  VCS構成時は、PAUSEフレームの送信（both）はサポート対象外で、PAUSEフ

レームの受信（receive）のみをサポート。
※59 モジュールに依存するため、詳細はデータシート、マニュアル等をご参照ください。
※60 FW Ver.5.4.3以前でのみサポート。
※61 10Gライセンス（AT-x510L-FL07）が必要。
※62  64ルートまで標準サポート、65ルート以上はプレミアムライセンス（AT-x930-

FL01）が必要。BGPの64ルートについては、FW Ver.5.4.6-2.1以降。
※63  A T-P W R150-70、A T-P W R250-70、A T-P W R250-80使用時。

AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70使用時の動作時温度は0〜45℃になりま
す。

※64 拡張モジュール（AT-StackQS）搭載時。AT-QSFP3CUは未サポート。
※66  マルチプルダイナミックVLAN のみ使用した場合の最大数。IPサブネットVLANを

同一筐体内で使用した場合は、そのVLAN数だけ減少します。
※67 全てのラインカードスロットにXS16搭載時。
※69  固定ポートではHalf Duplex未サポート、マネージメントポートのみHalf Duplexを

サポート。
※70  ルート数に制限があります。OSPFv2（64ルート）、OSPFv3（64ルート）、RIP（64

ルート）、RIPng（64ルート）、PIM-SMv4/DMv4/SSMv4/SMv6（64ルート）。
各々個別で使用した際の最大値になります。テーブルサイズは各機能でシェアであ
り、筐体での最大値は64です。

※71  IPv4/IPv6 DHCPクライアントはFW Ver.5.4.4-0.4以前、およびFW 
Ver.5.4.5-0.1以降でのみサポート。

※73 FW Ver.5.4.5-0.1以降でサポート。
※74 FW Ver.5.4.5-2.1以降でサポート。
※75 アドバンスドラインカード（AT-SBx81XS6、XS16、GS24a、GT40）のみ使用時。
※77  SHシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFネッ

トワークへの接続はAMFリンク1本に制限されます。AMFクロスリンク、AMF仮想
リンクは使用できません。

※78 対応モジュールはデータシートをご参照ください。
※79 FW Ver.5.4.8-1.1以降でサポートです。
※80 FW Ver.5.4.6以降でサポート。
※81 FW Ver.5.4.5S以降でサポート。
※83  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/Q2×10

台装着時となります。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full 
Duplex固定での接続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※84  ラインカードスロットにAT-SBx81XLEM＋AT-SBx81XLEM/Q2装着時となりま
す。AT-QSFP1CUとAT-QSFP3CU利用時は、40G Full Duplex固定での接
続のみサポートしています。FW Ver.5.4.6-1.1以降。

※85 FW Ver.5.4.8-0.2以降でサポートです。
※94  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4のみで構成したL3ルーティングモード時FW Ver.5.4.6-
1.1以降。

※95  AT-x9EM/XT4装着時、AT-x9EM/XT4は以下の製品リビジョンのスイッチ本体
で使用可能です。AT-x930-28GTX・AT-x930-52GTX: Rev. HXまたはRev. 
J以降/AT-x930-28GPX・AT-x930-52GPX: Rev. CYまたはRev. J以降/
AT-x930-28GSTX: Rev. EX, FXまたはRev. G以降。

※98 100M/1000M/10G Full Duplexでの接続のみサポート。
※99 100/1000/10GBASE-T固定ポートのFullDuplex固定のみサポート。
※100 SFP ポートのHalf Duplexは未サポート。
※102 絶対優先の場合は2段階のキューをサポートしています。

※103 ポリシーベースは未サポートです。
※104  本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品

にIPアドレスを設定しておく必要があります。
※105 SNMPv2cのTrapは未対応です。
※106 ハードウェアRev.H1以降でFW Ver.1.4.0以降の製品が対応しています。
※107 送信、受信、双方向設定のみサポートしています。
※109 FW Ver.2.4.0以降サポートです。
※110 FW Ver.1.5.0以降サポートです。
※112 PoE供給電力75Wをこえて90Wまでの動作保証温度は45℃までになります。
※115  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、

AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみ使用時。FW Ver.5.4.6-
1.1以降(AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW Ver.5.4.6-2.1以降)

※116  AT-SBx81XLEM、AT-SBx81XLEM/XS8、AT-SBx81XLEM/Q2、
AT-SBx81XLEM/XT4、AT-SBx81XLEM/GT8のみで構成したホストモード時
ファームウェアバージョン5.4.6-1.1以降（AT-SBx81XLEM/GT8の場合、FW 
ver5.4.6-2.1以降）

※117 モジュールにより異なりますので、データシートをご参照ください。
※118 AT-SBx81XS6およびAT-SBx81GS24aは未サポートです。
※119 AT-SBx81XLEM×10台＋AT-SBx81XLEM/XS8×10台装着時。
※120  AT-SBx81XS16×6台＋AT-SBx81LEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4

台＋AT-SBx81CFC960x2台装着時。
※121 AT-SBx81XLEM×5台＋AT-SBx81XLEM/XS8×5台装着時。
※122 AT-SBx81XLEM×4台＋AT-SBx81XLEM/XS8×4台装着時。
※123 FW Ver.5.4.6-2.1以降でサポートです。
※124  FW Ver.5.4.2.3-16より、機器情報をAMFマスターに通知することで、AMFマス

ターからの死活監視を可能とするAMFエージェント機能をサポートします。
※126 FW Ver.5.4.7-0.1以降でサポートです。
※129 100BASE-FXは、AW+5.4.7-0.1以降サポートとなります。
※130 SFP portはAuto MDI/MDI-Xのみサポートとなります。
※134 FW Ver.5.4.7-1.3以降サポートです。
※135 ラインカードスロットにAT-XEM2-4QS装着時となります。
※136 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XS装着時となります。
※137 ラインカードスロットにAT-XEM2-12XT装着時となります。
※138  拡張モジュール AT-XEM2-4QSをご使用ください。AW+5.4.7-2.3以降サポート

となります。
※139 2スロットあたりの帯域幅は480Gbpsとなります。
※140 AT-XEM2-4QS×8搭載時。
※141 65ルート以上は、プレミアムライセンス（AT-SBx908G-FL01）が必要。
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