
ネットワーク製品総合カタログ 

http://wavemaster. icom. jp/
最新情報はWAVEMASTER  ホームページでご覧いただけます。R

Vol.13Business Model 

はアイコム ネットワーク製品のブランドです。
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ビジネスシーンで本格普及が始まりつつあるIP電話は、電話コストを軽減するフレキシブルなコミュニケーションデバイスとして認識されて

います。アイコムの提供するIP電話システムは、PBXや高価なサーバ装置を不要にし、導入時にも、また、運用においても、圧倒的な低コスト

を実現します。さらに、NTTドコモ FOMA /無線LANデュアル端末「N900iL」にいち早く対応し、社内・社外でシームレスなコミュニケー

ションがはかれます。またシステムの構成によっては、拠点間の通話料を無料にすることはもちろん、お客さまからの電話を担当者にダイレ

クト着信することでビジネスのタイムラグを可能な限り縮めて効率と顧客満足を同時に高めます。アイコムのIP電話システムとそれを結ぶ

無線LANシステムがこれからのビジネスの可能性を大きく拡げます。

無線技術のアイコム、
IP電話システムで新たなビジネスソリューションを提案。

R
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● 製品の購入に関するお問い合わせは最寄りの国内営業所（最終頁に記載）へ、製品の技術的なお問い合わせは06-6792-4949（平日 9：00～
12：00、13：00～17：00）までご連絡ください。

● 製品に関する最新情報はWAVEMASTERホームページでご覧いただけます。 http://wavemaster.icom.jp/

　　　　　　　　　　　            ＜東証1部、大証1部上場＞

<業 務 内 容> 　ネットワーク機器、業務用無線通信機器、アマチュア用無線通信機器、海上用無線通信機器、航海機器の製造販売
<国内営業所> 　北海道、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、四国、九州
<海外関係会社> 　アイコムアメリカ、アイコムヨーロッパ、アイコムオーストラリア、アイコムスペイン、アジアアイコム
<生 産 拠 点> 　和歌山アイコム株式会社

新製品 

固定型IP電話機も 
ラインアップ 



低コストでビジネス用 IP電話システムを構築（PBXは不要）、 
　無線IP電話システムの導入で快適なユビキタスオフィス（フリーアドレス）を実現、
　固定型IP電話機も使用可能

設置の自由度に優れた
無線LANアクセスポイントだから、
自由自在にネットワークを拡張

無線LAN・システムの導入で、
快適なユビキタスオフィスを実現

IPカメラを利用して、
来客の様子を映像で確認

スモールオフィス

オフィス内のほぼすべてを無線LANサービスエリアとして構築すれば、社内のどこからでも無線IP電話の音声通信とパソコンデータ通信が可能なユビキタス

オフィスを実現。例えば無線IP携帯端末とパソコンをスタッフ各人の所持品として、机などを共通利用するフリーアドレス化も可能です。さらに、多機能な固定型

IP電話機もシステム内で運用できます。

PBXや高価なサーバなどの装置を必要とせ

ずにIP電話システムが構築できるため、初期

導入費用が低コストです。加えて、全国の拠点

や近隣の事業所を、VPNなどで結び、通話料無

料のIP電話システムを構築できます。

（1台の無線LANアクセスポイントに接続可能な無線端末は最大6台を推奨〈他のデータ通信量により異なります〉）

IP電話（内線／外線）、
ISDNも
ワイヤレス

モバイル仕様の無線IP電話なら
常に携帯できるから、

社内のどこにいてもスムーズに対応
アイコムの固定型IP電話機
（多機能タイプ）も
システム内で使用可能

営
業
所
A

営
業
所
B

営
業
所
C

営
業
所
D

営
業
所
E

営業所ネットワーク（基本構築例） 

■最大18台のIP電話端末で通話が可能 

VPN

固定型IP電話機
無線IP携帯端末

 PoE対応
（802、3af準拠）

Ｎ900iＬ

AP-5100VoIP

VP-501

VP-43

AP-50SＷ
PoEスイッチングハブ

ONU／モデム等

無線LANシステム

VPN
/インターネットアナログ電話を 

2台接続できます。 

IＳＤＮでの通話も
可能（別途、ＮＴＴ
加入電話の契約等
が必要） 

無線LANアクセ
スポイントの増
設で通信エリア
を拡張可能 

ISDN

有線LAN

IP電話システム
 最大18台の端末で通話可能 

（パーク保留/パーク応答/パークリコール機能にも対応）

ビジネスIP電話ソリューション
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  しかもFOMA /無線LANデュアル端末「N900iL」にも対応。
　NTTドコモ FOMA/無線LANデュアル端末「N900iL」なら、
　社内では無線IP電話、社外では携帯電話として使用可能
「N900iL」をアイコムIP電話システム内で運用すれば、社内では無線IP電話、社外では携帯電話として使用できます。さらに、社内なら無線LAN経由、外出先

ならiモードでイントラネットにアクセスして企業データベースを活用できるほか、連絡したい相手の状態が簡単に確認できるなどスピーディに情報を把握でき、

業務効率が飛躍的に向上します。

例えば、本社を中心に全国の営業所でIP電話システムを構築することにより、通話コストを大幅に削減できます。

外　出　先 

IP電話システムに移行すれば通話料を大幅に削減 

社内では無線IP電話、社外
では携帯電話と1台2役。
外出先でもiモード経由で
企業データベースにアク
セスできるから、必要な情
報が迅速に把握可能

IP電話サービス加入者

対応するIP電話サービス 
AP-5100VoIP／
SR-5200VoIP2使用時（ ） ・代表的なIP電話サービスを利用

NTTコミュニケーションズ

（Centrex バリューパック・モバイルタイプ他）
〈SR-5200VoIP2のみ対応〉

OCNドットフォン オフィス

NTT-ME

フュージョン・コミュニケーションズ

R

（LINEポート接続）

eo-IPフォン 

IPセントレックス（ゲートウェイタイプ）

ビジネスIP電話ソリューション
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FOMA /無線LANデュアル端末 
「N900iL」 

〈プレゼンス画面〉 

アイコムの無線IP電話システムなら、「N900iL」のWLAN機能

（WLANブラウザ／プレゼンス／インスタントメッセージ）を利用

可能。その他、多彩な機能に対応しています。 
●WLANブラウザ機能により、無線LAN経由でブラウジング
　（社内イントラネット上のWebページ〈CHTML形式〉表示など）
●プレゼンス機能により、登録メンバーの状況を表示
●インスタントメッセージ機能により、簡易メッセージの交換
●親機側に登録した社員録や電話帳の参照
　（WLANやiモードでのブラウジングを活用）
●iモードメール転送機能、通話保留・転送機能に対応
・AP-5100VoIPおよびSR-5200VoIP2に関して現在（2006年1月）N900iLに搭載して
いる一部の機能は未対応です。 
・WebページによってはWLANブラウザで表示できない場合があります。 

〈WLANブラウザ画面〉 

〈インスタントメッセージ画面〉 〈社員録の参照画面〉 

〈IPカメラ制御画面〉 
・別途当社指定のIPカメラ等が必要です。 



導入事例
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スモールオフィスで無線IP電話システムを低コストで実現

　海外ブランド雑貨や化粧品、フレグランスなど輸入品の卸

売り、また、直営店販売で成長を続けておられる株式会社アバ

ンス様。ルイ・ヴィトンやシャネルなど、一流ブランド製品を、安

全確実・スピーディにお取引

先や一般のお客様に提供さ

れています。 

　今回、アバンス様に導入い

ただいたのは、NTTドコモの

FOMA /無線LANデュアル

端末「N900iL」を使用した

アイコムIP電話システムです。

システム構築は、NTTドコモ

東海様が行われました。 

　システム全体の構築、運用

を担当されているラクシーリ・シャリフ様から、「輸入商品を扱

う会社は、小売店様や代理店様とだけ取引する卸売りか、自社

の直営店で販売するかのどちらかに限定されるのが一般的で

す。ところが当社はその両方を行っています。直営店を運営

することで、販売の実情を理解し、他の小売店様にも直営店と

同じスタンスで、スピーディかつ柔軟なサービスが提供できる

のです。ですから、情報伝達のスピードや正確性を、社内・社

外を問わず高めていくことを、常にシビアに考えています。」と、

同社のポジションについて最初に語っていただきました。 

　「ですから、販売管理や仕入れ管理、経理・財務のシステム

化には早くから取り組み、さらにシステムを効率化することが

販売力の向上や小売店様へのサービス向上につながるという

ことで注力してきたんです。」と業務の改善に力を入れてい

る企業なのだという点を強調されました。 

　例えば、本社内のデスクサイズはゆとりがある大型で、ディ

スプレイは全員が２画面を使ったワイド活用。各スタッフが効

率的に仕事ができる体制が整えられています。 

ラクシーリ・シャリフ氏 

　「当社は全国150～160社との取引を、十数名のスタッフ

できりもりしています。この商品提供業務や確認作業は業務

の根幹とも言える部分ですから、もともと電話の使用頻度が

非常に高いんです。それだけに電話の対応によるタイムロス

を最小限にしたかったんです。」と、システム導入前の課題を

説明されました。 

　「アイコムさんのシステムを導入する前から、IP電話そのも

のは使っていましたから、無線IP電話システム導入の一番の目

的は、仕事の効率アップ、その一点につきると言えます。スタッ

フが持つ携帯電話（N900iL）毎に個別の内線番号を持ってい

ます。例えば顧客からの電話を受けたスタッフは内線で担当者

の端末に転送します。仮に担当者が社外にいても外出先へ転

送されますから、担当者は携帯電話一台を持ち歩けば、その場

で顧客からの電話に対応できます。導入後は社内で電話をか

けるために自席に戻るなどの無駄な動きは一切なくなりました。

当社の社長は、こういう『ムダ』が大嫌いなんですよ。(笑)」と、

導入の経緯や導入効果をうかがうことができました。 

電話のシステムを変えると 
ビジネススタイルが変わる。 

R

「ムダ」を廃して、 
効率的な営業システムを追求。 

I P 電 話 シ ス テ ム 構 築 図  

▲無線IP電話ルータ

▲担当者へ転送

株式会社アバンス

NTTドコモ FOMA/無線LAN
デュアル端末「N900iL」

無線IP電話ルータ

最大18台の
端末で通話可能

インターネット

HUB

ONU

ISDN
［外出先へ転送］＜2回線（4チャンネル）＞



導入事例
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▲迅速な顧客への対応

・記載内容はすべて2005年12月現在のものです。 

　アバンス様のよう

に、時間のムダを省

くなど、業務の効率

化を追求するため

のシステム導入には

コストがハードルと

なるものですが、「従

来のビジネス用IP

電話システムは高コ

ストなので、大規模

オフィス以外では費

用対効果を感じにく

いと思います。しか

し、アイコムIP電話

システムは、性能的に当社などの中小規模オフィスに最適で、

PBX（構内電話交換装置）が不要となるなど、導入、運用とも

低コストなので、即、導入に踏み切れるというのが大きなポイ

ントでした。そして、実際に使い始めてみると、導入効果は非

常に大きい。手軽に導入できて、期待以上のパフォーマンス

に満足しています。」と、導入のしやすさを評価いただきました。 

　「席を離れている時でも外出中でも電話に対応できる。こ

れは、お客様からの心証を考えると、一旦電話を切って、折り

返しの電話を待たされるのとではまったく違うはずです。時

間のムダを省くとともに、お客様から安心して電話してもらえ

る、信頼してもらえるという点で大きなメリットがあります。こ

れこそシステムを効率化することで、ビジネスチャンスを広げ

るという当社の理念にかなった成果だと思います。」と、顧客

満足を向上させるビジネススタイルの優位性を実感され、さ

らに、「調べ物をする際など、席から移動する場合でも、お客

様との会話を中断することもなくなり、スタッフがデスクにし

ばられないので、フットワークがとても軽くなりました。そこは

特に良くなった点です。」と、社内の状況の変化もメリットの

ひとつとして紹介されました。 

 

スモールオフィスで実現する無線IP電話の 
コストメリット。 

　アバンス様の導入事例は、ビジネスシーンでワイヤレスの利

便性とフレキシブルなIP電話システムを実現しています。従来

の固定電話の安定性・経済性とモバイル端末の機動性を併せ

持つ電話コミュニケーションがここでは既に始まっています。 

　代表番号やダイヤルインなどの、お客様との一般的なアク

セス方法と、携帯電話に代表される手持ち端末の手軽さを統

合し、ビジネスチャンスを広げていく企業が増えていくと予

想されます。 

　「現状、多くのビジネスマンは、個人が所有する携帯電話を

仕事にも使用しているのではないでしょうか。それほど携帯

電話やモバイル端末はビジネスアイテムとしても欠かせない

ものになっています。だから、ビジネス用の電話端末は、特に

モバイルであるべきだと思い

ます。当社は、もう固定電話の

システムには戻れないと思い

ます。戻れないと言うのは進化

している証拠です。そして、ス

タッフからとても好評です。」

というラクシーリ・シャリフ様の

お話が、これからの「電話」の

あり方を指し示しているので

はないでしょうか。 

無線IP電話は、 
これからのビジネスフォンのスタンダード。 

▲NTTドコモ FOMA/無線LAN
　デュアル端末「N900iL」

今回ご紹介のシステムに導入した製品

■無線IP電話ルータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台
〈アイコム製品〉 

・・・17台■NTTドコモ FOMA /無線LANデュアル端末「N900iL」

株式会社アバンス
■所在地／名古屋市千種区今池5-1-5フルカワビル11F 
■設立／平成11年9月 
■事業内容／

●ホームページ／ http://www.e-avance.co.jp/

輸入ブランド雑貨の輸入及び販売　海外化粧品フレグランスの卸

売り業　直営店舗9店舗（関店・伊勢店・松坂店・北戸田店・姫路店・

名古屋栄店・名古屋名駅店・静岡店・神戸店）海外拠点4カ所（フラ

ンス・香港・イタリア・アメリカ）

・「FOMA」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

R

▲先進の環境で効率ビジネスを推進
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 電波法令改正後の対応 

 従来チャンネル（J52）と電波法令改正後の新チャンネル（W52/W53）との違い 

ア　イ　コ　ム お　客　様

新チャンネル対応
「802.11a（W52/W53）※1」
製品

従来の「802.11a（J52）」を
新しい「802.11a（W52）※2」へ
変更

新チャンネル対応
「802.11a（W52）※2」に
変更するファームウェアの
提供を開始しております。
（一部製品を除く） 

新チャンネル対応
「802.11a（W52/W53）※1」
製品を順次発売

従来の
「802.11a（J52）」製品

販売いたします。
・販売終了の時期は未定です。

引き続き、従来の
「802.11a（J52）」製品を
ご利用いただけます。

ファームウェアの更新により、
新チャンネル対応
「802.11a（W52）※2」を
ご利用いただけます。

新チャンネル対応
「802.11a（W52/W53）※1」
製品をご利用いただけます。

新チャンネル対応無線LAN（802.11a）は 
全8チャンネルを使用できます。 

親
機

子機（無線LANカード／無線LANユニット）

従来チャンネル
対応製品
（J52）

ファームウェア
更新後（W52）

ドライバ＆
ファームウェア
更新後
（W52/J52）

新チャンネル
対応製品
（W52/W53）

新チャンネル
対応製品
（W52/W53/J52）

従来チャンネル
対応製品
（J52）

◎
新チャンネル
（全8ch）

○
新チャンネル
（全4ch）

○
新チャンネル
（全4ch）

○
新チャンネル
（全4ch）

○
従来チャンネル
（全4ch）

○
従来チャンネル
（全4ch）

（
無
線
L
A
N
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
）

36ch
（5.18GHz）

40ch
（5.20GHz）

44ch
（5.22GHz）

48ch
（5.24GHz）

52ch
（5.26GHz）

56ch
（5.28GHz）

60ch
（5.30GHz）

64ch
（5.32GHz）

新チャンネル

34ch
（5.17GHz）

5.15GHz 5.35GHz5.25GHz

38ch
（5.19GHz）

42ch
（5.21GHz）

46ch
（5.23GHz）

従来
チャンネル

5.2GHz帯・チャンネルの変更 5.3GHz帯・チャンネルの追加

使用周波数の 
変更と追加 

 通信対応表 

×

×

○
従来チャンネル
（全4ch）

J52

W52 W53

◎…通信可能（全8ch対応）　○…通信可能（全4ch対応）　×…通信不可能 

電波法令改正により、さらに使いやすく、より効率的な無線LAN環境へ。 

新チャンネル対応製品は全8チャンネルに拡張。 
ビジネスシーンで、さらに無線LANをフレキシブルに活用できます。 
電波法令施行規則の一部改正等（2005年5月16日）により、利用可能なチャンネル数は現在の4チャンネルから8チャンネルへと拡張し、より無線

LANが使いやすくなります。 

従来の802.11a（J52）準拠製品は、そのまま継続してご利用いただけます。 

・802.11aの無線LANは電波法令により屋内使用に限定されます。 

従来の802.11a（J52）準拠製品を新チャンネル（W52）に 
対応させるためのファームウェアを提供いたします。※ 

アイコムでは、従来の802.11a（J52）準拠製品をお持ちのお客様が安心して新チャンネル対応の802.11a（W52）をご利用いただけるよう、ファーム

ウェアの提供を開始しています（一部製品を除く）。 

子機（無線LANカード／無線LANユニット）はドライバ＆ファームウェアの更新を行うことで、新チャンネル（W52）または従来チャンネル（J52）対応

の無線LANアクセスポイントとの通信が可能となります。 
※一部の製品を除きます。提供するファームウェアの情報はWAVEMASTER ホームページ〈http://wavemaster.icom.jp/〉でご案内いたします。 

※1 子機製品は（J52/W52/W53）　※2 子機製品は（J52/W52）

・親機、子機共に新チャンネル対応のファームウェアに更新した場合、再度、従来チャンネルにもどすことはできません。また新チャンネル対応ファームウェアの更新
可能期限は2011年5月31日です。 

・802.11a（W53）対応の親機製品（無線ＬＡＮアクセスポイントなど）には、気象レーダーとの干渉を避けるためにチャンネルを自動的に変更する「DFS」機能が
搭載されます。 

・新チャンネル（W52）と従来チャンネル（J52）は電波干渉を起こしますので同一エリアではいずれか片方をご使用ください。 

・新チャンネル5.3GHz帯（W53）は、子機製品（無線LANカードなど）のアドホックモード、およびアクセスポイント間無線通信では使用できません。 

・従来チャンネル（J52）対応の子機製品を新チャンネル対応のファームウェアで更新した場合、（J52）でのアドホックモードは使用できません。 

R
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セキュリティ機能を実行していない無線LANアクセスポイントでは…

INTERNET

有線LAN

不正侵入

攻撃 攻撃

盗聴

なりすまし

アイコムの無線LANではこんな心配は不要です!

『攻撃や不正アクセスを行う悪意の第三者が存在』 

●●●●〇　●●●
●〇　●●●●〇　
●●●●〇　●●●
●〇　●●●●〇 

暗号化データ

INTERNET

暗号化（OCB AES／WEP）

不正傍受

AP

共通暗号鍵 共通暗号鍵

Icom's wireless LAN 
products support 
the 128-bit OCB 
AES block cipher.

Icom's wireless LAN 
products support 
the 128-bit OCB 
AES block cipher.

●●●●〇　●●●
●〇　●●●●〇　
●●●●〇　●●●
●〇　●●●●〇 

解析

共通暗号鍵が

ないので、解読不能

暗号化データ

●●●●〇　●●●
●〇　●●●●〇　
●●●●〇　●●●
●〇　●●●●〇 

暗号化データ

■ 無線LANセキュリティには伝送データの暗号化が最も重要 

アクセス
ポイント

接続要求

ユーザIDの確認

パスワードの確認

接続許可

共通暗号鍵要求

共通暗号鍵配布

新しい共通暗号鍵要求

新しい共通暗号鍵配布

認証
サーバ

パソコン
（ユーザ）

通信実行

共通暗号鍵が
更新される。

通信実行

＜共通暗号鍵の更新＞

＜ 認証の流れ ＞
■暗号化認証方式で不正アクセスや不正傍受を防止 

？

強固な無線LANセキュリティ 
現在も、安易なシステムの導入や機能が不足している製品により、

セキュリティが脆弱な無線LANは存在します。しかし、ビジネス用

としては「安全性」を確立している必要があります。

アイコムの無線LANは、開発当初から悪意の第三者が存在すること

を考慮して、システムへの侵入や盗聴を防ぐ、複数の強固なセキュリ

ティ機能を搭載しています。また、常に最新機能の開発に努め、製品

化を行い、お客様から高い信頼をいただいております。信頼できる

無線LAN製品をお求めなら、確かな品質のアイコム製品を迷わず選

択してください。

万一、電波を不正受信されても、暗号化しているデータなら容易に見られることはありま
せん。さらに、共通暗号鍵を与えていない無線LAN端末からは、ネットワークに参加でき
ません。無線LANセキュリティの原則は、空間を飛ぶ電波（データ）が不正受信される可
能性があることを想定した、セキュリティ対策（データの暗号化）がもっとも重要です。
アイコムでは、米国政府の次世代標準暗号化方式AES（OCB AES）を業界に先駆けてい
ち早く採用しています。例えば、AES（OCB AES）の解析には、既存の米国暗号化方式
DESを１秒で解析できるシステムを使用しても、約149兆年必要といわれていますので、

事実上解読することは現状では不可能です。
WEP（RC4)は、一般的な無線LAN機器にも搭載されており、他社製品とも互換性があ
ります。しかし64bit暗号では、専用の解析ツールを使うと数時間で解読されることも
あります。そこで、アイコム製品では64bit暗号に加え、128bit、152bitまで搭載※し、
セキュリティ機能の強化を図っています。
※一部の製品を除きます。
・OCB AES（Offset Code Book Advanced Encryption Standard）

「WPA2」「WPA」「802.1X/EAP」のユーザ認証セキュリティでは、LAN上の
RADIUSサーバがアクセス要求のあった無線LAN端末のユーザIDとパスワードを
確認し、接続許可するなどの認証作業を行います。そして認証された端末のみ実デー
タの通信を開始できます。さらに共通暗号鍵を定期的に交換（更新期間は任意）す
ることで、万一データを不正受信されても実データが解析されることを防ぎます。
さらに当社該当製品では認証プロトコルEAPとしては「EAP-TLS」「EAP-TTLS」
「PEAP」に対応しています（一部製品を除く）※。WPA2、WPAは無線LANの業
界団体Wi-Fi Allianceが策定した無線LANの暗号化認証方式です。またRADIUS

サーバなどを用いずにパスフレーズ（パスワード）から生成する共通鍵（PSK）によっ
て無線LAN端末を認証する方式の「WPA2-PSK」「WPA-PSK」があります。
当社対応製品では使用する暗号化方式を「AES」「TKIP」から選択でき（802.1X
ではWEP）、共通暗号鍵を無線LAN端末ごと、あるいは定期的に更新してセキュ
リティを強化します。
※「WPA2」「WPA」「802.1X/EAP」のEAPは「EAP-TLS」「EAP-TTLS」「PEAP」の対応を順次行っていま
すが一部未対応の製品があります（2006年1月現在）。詳細は各製品ページでご確認ください。

・802.1X使用時の動的鍵変換はWEPのみ対応します。
・WPA2、WPA使用時は無線LAN端末もWPA2、WPA対応製品がそれぞれ必要です。

暗号化方式OCB AES(AES)、WEP

伝送データの暗号化で不正受信や解析を防止、ネットワークへの不正アクセスも排除 

暗号化認証方式WPA2、WPA、WPA2-PSK、WPA-PSK、802.1X/EAP

ユーザ認証と強力な暗号化方式の採用、共通暗号鍵の更新で高セキュリティを実現 

SSIDのANY接続拒否（ANYプローブ応答禁止）
ANY 接続拒否・SSID の秘匿により、第三者による 
不正アクセスを防止する機能を搭載 

MACアドレスフィルタリング
接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを 
アクセスポイント側に登録し、部外者の不正アクセスを防止します 

パソコン
（ユーザ）

認証
サーバ

アクセス
ポイント

RADIUS
（認証）サーバ

認証される
▼

共通暗号鍵をもらう
▼

アクセスできる

認証されない
▼

共通暗号鍵をもらえない
▼

アクセスできない

ユーザーID・パスワード
未登録ユーザ

ユーザーID・
パスワード
登録ユーザ

AP

INTERNET

？

××
STOPSTOPSTOP

WPA2-PSK、WPA-PSKは、RADIUS
サーバを使わず、共通鍵(PSK)によっ
てアクセスポイント～端末間で認証を
行い、実データの通信を開始します。

・アイコム製品のセキュリティ機能対応表は、P9～10に掲載しています。 ・一部の製品は上記の全ての機能に対応していません。

技術解説

技術解説
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各種機能対応表（2006年1月1日現在、最新ファームウェア更新時） ●…対応　ー…機能性において対象外、または未対応

802.11a（J52/W52/W53）、802.11g、802.11bの3規格

米国Atheros Communications社製無線LAN
チップセットに搭載されている無線LAN高速化技術

米国Atheros Communications社製無線LAN
チップセットに搭載されている無線LAN長距離化技術

無線LANのQoS機能、音声、ビデオ、ベストエフォート、
バックグラウンドの4種類の順位で優先制御を実行

無線LANアクセスポイント同士で無線通信を行います

無線LAN端末が移動しても最寄りの無線LAN
アクセスポイントに接続してシームレスに通信します

送信出力を調整することで他の無線LAN機器との
電波干渉を抑制します

無線LANアクセスポイントに接続できる無線LAN
端末の台数を制限して、トラフィックを分散します

802.11g、802.11b通信の混在時に、802.11g通信を
優先するなどして速度の低下を抑制します

無線LANアクセスポイントに接続している
端末間同士の通信を遮断します

隠れ端末の影響で起こる通信速度の低下を防止します

光ファイバー/ADSL/CATVに対応する高速ルーティング機能を
搭載（PPPoE/DHCPクライアント機能等に対応）

通信データ（IPパケット）を経路情報に基づいて
ルーティング（経路制御）します

特定のポートにおいて外部からの接続を指定の
パソコンに転送する機能、公開サーバ構築時に有効です

LAN内の任意の端末を組み合わせてグループ化し、
複数の仮想LANを構築します

ループ状に形成したネットワークにおいて、通常の
通信経路に障害が発生した場合、迂回経路を確保します

無線LANアクセスポイントが端末に対して
自動的にIPアドレスを付与します

PCのホスト名とIPアドレスを組み合わせて
登録すれば名前解決サービスに対応します

パソコンからのDNS要求をプロバイダー側の
DNSサーバへ転送します

パソコン（PPTPクライアント）からインターネット上の
VPNサーバへの通信パケットを転送（スルー）します

プロバイダの複数固定IPサービスに対応します

ネットワーク経由でパソコン等から監視できます

内部時計をネットワークを介して自動設定します

任意の条件を設定して内部/外部からの
通信パケットを通過あるいは阻止します

外部（WAN）からのPINGに応答しない設定ができます

WebブラウザやTELNETを使って、
本体の各種設定ができます

通信情報を保管し、任意のホストに
ログ情報等を出力できます

管理者のIDを設定できます

管理者のIPアドレスを設定できます

内蔵ファームウェアを更新できます

LANケーブルを介して電源供給の受電ができます

オプションアンテナが選択できます
（指定製品に限ります）

米国政府の次世代標準暗号化方式

無線LANにおける普及タイプの暗号化方式

RADIUSサーバを併用するユーザ認証方式

RADIUSサーバを併用する暗号化認証方式、
暗号化方式はAES/TKIPから選択できます

無線LANアクセスポイント側に接続を許可する
端末のMACアドレスを登録するセキュリティ機能

SSIDがANYや空白に設定されている端末の
アクセスを拒否する他、SSIDを秘匿します

システム構築が容易な暗号化認証方式
（RADIUSサーバは不要）、暗号化方式はAES/TKIPから選択できます

機能説明

AP-5100AWSE-50VoIPVP-43 VP-501

・上記の一部は、WAVEMASTERホームページから無償ダウンロードをしていただける最新ファームウェア/ドライバにより対応する機能です。 
・AP-5100VoIP、SR-5200VoIP2、AP-5100AW、AP-50SW、AP-50W、AP-50RW、SU-50WはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP(SU-50WはEAP-MSCHAPｖ2)に対応しています。・OCB AESとAESは互換性がありません。 
※1 対応する各製品はWi-Fi AllianceよりWMM認定されていません（2006年1月現在） ※2 端末側の対応OS（SL-5200Wは装着するパソコンのOS）はWindows   XP、Windows   2000 SP4以降です（一部製品を除く）。 

SR-5200VoIP2AP-5100VoIP

無線LAN対応規格

WMM※1

アクセスポイント間無線通信

ローミング

送信出力可変

負荷分散（接続台数制限）

11g保護機能

無線端末間通信禁止

RTS/CTSスレッシュホールド

ブロードバンドルータ機能

DMZ（DeMilitarized Zone）

タグVLAN

スパニングツリー

DHCPサーバ

簡易DNSサーバ

DNS代理応答

VPN（PPTP）パススルー

複数固定IP（Unnumbered）

SNMP

NTPクライアント

IPフィルタ（パケットフィルタリング）

ステルス（PING拒否）

UPnP

Webブラウザ/TELNETメンテナンス

SYSLOG

管理者ID設定

管理者IP登録

ファームウェア更新

イーサネット電源供給（PoE）

各種アンテナ対応

OCB AES

WEP

IEEE802.1X/EAP※2

WPA2/WPA※3

無線LAN高速化
Super AG/Super G
無線LAN長距離化
XR(eXtended Range)

IPルーティング
（動的<RIP、RIP2>/静的対応）

MACアドレス登録

SSIDのANY拒否/SSID

外形寸法（突起物、スタンド除く）

重量（本体のみ）

WPA2-PSK/WPA-PSK

その他の主な機能

Windows　Messengerを活用して
音声/ビデオチャットを実現します

●
（Super AG）

●
（PPPoE/DHCPクライアント）

PPPoE/DHCP
クライアント対応

●
（シリアルコンソールも対応）

●
（802.3af準拠）

●
（802.3af準拠）

●
64/128/152bit

 ●
 （オンライン対応）

・802.11a・gの
  2系統同時通信

・ブリッジモード/
  ルータモード

・6つのフレキシブルボタン
・共通電話帳機能

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

232（W）×168（D）×38（H）mm

約780g

●（Webブラウザ
メンテナンスに対応）

無線IP電話ルータ側から
基本設定が可能

802.11b

ー

ー

ー

ー

●

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

●

ー

ー

ー

ー

●

ー

●

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

SSID対応

46（W）×21（D）×127（H）mm

約110g

●
64/128/152bit

●
64/128bit

ー

ー

ー

ー

ー

●

ー

ー

ー

●

●

●

ー

ー

●

ー

●

●

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

ー

●

●

ー

ー

ー

ー

SSID対応

120（W）×103（D）×29（H）mm

約300g

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

●

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

170（W）×215（D）×115（H）mm 

約900g

・サイトサーベイ（アクセス
ポイント探索）機能・QoS
機能（TOS/Diffserv）

●（PPPoE/DHCPクライアント、
　　PPPoEマルチセッション）

●（PPPoE/DHCPクライアント、
　　PPPoEマルチセッション）

 ●
 （オンライン対応）

 ●
 （オンライン対応）

WPA-PSK対応
AES/TKIP

●
（Super AG）

●
（シリアルコンソールも対応）

●
64/128/152bit

WPA-PSK対応
AES/TKIP

WPA対応
AES/TKIP

WPA対応
AES/TKIP

ー

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

●

●

●

232（W）×168（D）×38（H）mm

約800g

●
64/128/152bit

ー

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

ー

●

●

●

●

40（W）×140（D）×150（H）mm

約430g

●
（Super AG）

・NTTドコモ FOMA  /無線LAN
デュアル端末「N900iL」を
無線端末として使用可能※4

●
AES/TKIP

●
AES/TKIP

P15P11 P12 P13 P13 P14

・NTTドコモ FOMA  /無線LAN
デュアル端末「N900iL」を
無線端末として使用可能※4

802.11a（W52/W53）・g
同時通信

802.11a（J52）・g
同時通信

802.11a（J52）/g
（切替方式）

802.11a（J52）/g
（自動切替方式）

SR-5200VoIP

●（PPPoE/DHCPクライアント、
PPPoEマルチセッション）

 ●
 （オンライン対応）

・簡易中継サーバ機能※4

●
64/128/152bit

ー

ー

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

ー

●

ー

ー

●

●

40（W）×140（D）×150（H）mm

約430g

WPA-PSK対応
AES/TKIP

P14

802.11a（J52）/g
（切替方式）
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SB-5100 
SB-5100PA

SB-510 
SB-510EA

AP-510SB-5500 
SB-5500PA

SE-3000 
SE-3000EA

AP-50WAP-50SW AP-50RW SL-5200W SE-50W SU-50W

搭載する機能や仕様は予告なく変更する場合がありますので最新情報はWAVEMASTERホームページでご確認ください。 

※3 端末側の対応OSはWindows   XP SP1以降及びWindows   XP Wireless Protected Accessサポート修正プログラムをご使用ください（一部製品を除く）。 
※4 簡易中継サーバ機能により最大18台のIP電話端末で通話が可能（別途、本体に有線で接続するアナログ電話機からの2系統を合わせて最大20系統が可能）。 

802.11g

ー

ー

●

●

●

ー

●

ー

●

●

●

ー

ー

ー

ー

●

●

ー

ー

ー

●

●

●

●
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●

●
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171（W）×71（D）×229（H）mm

802.11g
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●

●
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●
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ー
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140（W）×50（D）×120（H）mm

802.11g
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328（W）×116（D）×262（H）mm

●
（Super G）

●
（スマートローミング）

●
 （アクセスポイントモード時）

●
 （アクセスポイントモード時）

●
 （アクセスポイントモード時）

●
 （アクセスポイントモード時）

●
 （アクセスポイントモード時）

●
 （アクセスポイントモード時）

●
（スマートローミング）

●（PPPoE/DHCPクライアント、
PPPoEマルチセッション）

●
（802.3af準拠）

ドライバユーティリティの
バージョンアップ対応

ドライバユーティリティの
バージョンアップ対応

WPA対応
（Windows　XP使用時）

WPA-PSK対応
（Windows　XP使用時）

●
（SE-3000EA）

WPA-PSK対応
AES/TKIP

（アクセスポイントモード時） 

WPA-PSK対応
AES/TKIP

（アクセスポイントモード時） 

WPA-PSK対応
AES/TKIP

（アクセスポイントモード時） 

WPA-PSK対応
AES/TKIP

WPA対応
AES/TKIP

約1.8kg
（本体直付けケーブルを含む）

約7kg
（本体直付けケーブルを含む）

・802.11a・gの
  2系統同時通信

・マルチクライアント
  機能

・USB（2.0/1.1）
  インターフェイス
  対応

・無線LANルータモード/
  無線LANアダプターモード・自動チャンネル設定機能

・ブリッジモード/
  アクセスポイント
  モード対応

・802.11gの2系統同時通信・
 ブリッジモード/アクセスポイント
 モード対応・PoE出力機能

・802.11gの2系統同時通信・
 ブリッジモード/アクセスポイント
 モード対応

●
（Super AG）

●
（シリアルコンソールも対応）

●
（802.3af準拠）

●
（802.3af準拠）

●
64/128/152bit

●
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●
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●
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●
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●

120（W）×103（D）×29（H）mm

約280g

●
（Super AG）

●
（PPPoE/DHCPクライアント）

●
（802.3af準拠）

●
64/128/152bit

●
AES/TKIP

●

●

●
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●
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●

●

●

●
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120（W）×103（D）×29（H）mm

約280g

●
64/128/152bit

●
（Super AG）
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SSID対応

110（W）×54（D）×5（H）mm

約45g

●
（スマートローミング）

●
64/128/152bit

●
64/128/152bit

●
64/128/152bit

●
（Super AG）

●
（Super AG）

●

●
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SSID対応

120（W）×103（D）×29（H）mm  

約260g
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SSID対応

  70（W）×50（D）×21（H）mm

約55g

●
（Super G）

●
（Super G）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（802.3af準拠）

●
（SB-510EA）

●
（アクセスポイントモード時）

●
（アクセスポイントモード時）

約810g
（本体直付けケーブルを含む）

●
64/128/152bit

●
64/128/152bit
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静的のみ対応
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パスワードのみ対応
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140（W）×50（D）×120（H）mm
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SSID対応

140（W）×50（D）×120（H）mm

●
（Super AG）

●
（Super AG）

●
（802.3af準拠）

約960g
（本体直付けケーブルを含む）

●
64/128/152bit

約1kg
（本体直付けケーブルを含む）

●
64/128/152bit

WPA-PSK対応
AES/TKIP

WPA対応
AES/TKIP

●
AES/TKIP

●
AES/TKIP

●
（Super AG）

●
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●

●

●
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120（W）×103（D）×29（H）mm

約285g

●
AES/TKIP

WPA-PSK対応
AES/TKIP

P17P16 P18 P18 P19 P19 P20 P21P21 P22 P23

802.11a（W52/W53）・g
同時通信

802.11a（W52/W53）/g
（切替方式）

802.11a（W52/W53）/g
（切替方式）

802.11a（J52/W52/W53）/g
（自動切替方式）

802.11a（J52/W52/W53）/g
（自動切替方式）

802.11a（J52）/g
（切替方式）

802.11a（J52）/g
（自動切替方式）

802.11a（J52/W52/W53）/g
（自動切替方式）

〈受注生産品〉



ワイヤレスアクセスポイント（VoIP対応）

11

光ファイバー/ADSL(xDSL)/CATV対応 LED表示

IPフィルタ AP間無線通信 Super AG 送信出力可変

負荷分散 スバニングツリー

タグVLAN アクセスポイントモード ローミング対応 SNMP

IPルーティングRIP・RIP2 VPN(PPTP)パススルー

10/100BASE WAN 10/100BASE LAN

各種アンテナ対応複数固定IP DHCPサーバ

IEEE802.1X/EAP WPA WPA-PSK MACアドレス SSID（ANY接続拒否）

ステルス（PING拒否）

OCB AES WEP

IP電話（VoIP）UPnP対応

電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 

重量 

DC12V±10%（付属のACアダプターより供給） 
2.0A以下 
0℃～＋40℃（結露しないこと） 
232（W）×168（D）×38（H）mm（突起物を除く） 

約800g（本体のみ） 

●一般仕様 

●シリアルポート部（シリアルコンソール） 
サポート規格 
インターフェイス 

RS-232C準拠 
RJ-11型×1

ワイヤレスアクセスポイント（VoIP対応）

IEEE802.11a（Ｊ52対応）準拠（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
 5.2GHz帯（全4ch） 
 54Mbps（理論値） 
 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

サポート規格 

サポート規格 

インターフェイス 

●アナログ(電話 )部 

● ISDN部 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

ルーティング方式 
アドレス変換方式 
プロトコル 

インターフェイス 

●VoIP部 
呼制御プロトコル 
コーデック 

インターフェイス 

●PSTN(公衆交換電話網)部 

セキュリティ 

適用回線 

●WAN部 

最大伝送距離（見通し） 
 

最大伝送距離（見通し） 

●有線LAN部 

●無線LAN部（802.11g/b） 
室内約30m

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式  単信 
 
 
 
 

通信速度 （802.11g）54Mbps（理論値）（802.11b）11Mbps（理論値） 

動的（RIP、RIP2）／静的 
 NAT/IP マスカレード（動的／静的、DMZ対応） 
TCP/IP
IPフィルタ（パケットフィルタリング）、ステルス機能（PING拒否） 

SIP
G.711、G.729a

アナログポート（RJ-11型）×2

ISDN Uポート（RJ-11型）×1（極性反転スイッチ有り） 
ISDN S/Tポート（RJ-45型）×1（終点スイッチ有り） 

インターフェイス アナログポート(RJ-11型 )×1

（IEEE802.11g）室内・オープンスペース約30m 
（IEEE802.11b）室内約30m、オープンスペース約70m

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

光ファイバー／ADSL（xDSL）／CATV 
（ONU/モデムなどが別途必要） 

RJ-45型×1

インターフェイス RJ-45型×1

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

●無線LAN部共通仕様 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 
10mW/MHz以下 

WPA、WPA-PSK（使用する暗号化方式AES/TKIP）、 
IEEE802.1X/EAP、OCB AES（128bit）、WEP（64 /128/152bit）、 
MACアドレスフィルタリング（最大登録台数256台） 

■AP-5100VoIPのおもな定格

IP電話/ISDNの通話をワイヤレスで実現、FOMA /無線LANデュアル端末「N900iL」の無線IP電話機能に対応した無線LANアクセスポイント。 

NTTドコモFOMA/無線LANデュアル端末「N900iL」
の無線IP電話機能に対応した無線LANアクセスポイ
ントです。AP-5100VoIPによりIP電話システムを構
築すれば、N900iLを社内では無線IP電話の子機とし
て外線/内線通話用に、外出先では携帯電話として活
用できます。さらに、当社製品のVP-43、VP-501も
IP電話端末として使用可能です。 

「N900iL」の無線IP電話機能に対応

IP電話端末から、IP電話（050番号）通話の他、ISDN※

での通話も可能です。 
※DSU内蔵。ISDN回線でのインターネット接続には対応していません。 
・ISDNで通話するにはNTT加入電話回線の契約等が必要です。 
・本製品からアナログ回線で発信される場合、音声品質などの理由から予備
回線としてご使用になることをおすすめします。 

IP電話端末からISDNでも通話が可能

＜ルータ＞
○光ファイバー/ADSL/CATVに対応する高速ルーティン
グ機能 ○PPPoEクライアント機能（2セッション対応） 
○DHCPクライアント機能（WAN側） ○ステルス機能（PING
拒否） ○複数固定IPサービス対応（Unnumbered機能）　
○VPN（PPTP）パススルー ○UPnP対応 ○NAT/IPマス
カレード（動的/静的、DMZ対応） ○DNS代理応答 ○簡易
DNSサーバ ○動的（RIP、RIP2）/静的ルーティング  ○IP
フィルタ（パケットフィルタリング）  
＜無線LAN＞ 
○送信出力可変 ○負荷分散（接続台数制限） ○アクセス
ポイント間無線通信 ○11g保護機能 ○端末間無線通信
禁止機能 ○時間帯接続制限 ○ローミング機能 ○MAC
アドレスフィルタリング  ○SSID設定（ANY接続拒否） 
○RTS/CTSスレッシュホールド  
＜IP電話＞
○パーク保留/パーク応答/パークリコール  ○転送切り戻り
機能（「N900iL」からの転送に対応、転送切り戻り時間の設
定が可能） ○相手先電話番号（SIP URI）200件登録可能 
○IP電話のエコーを低減するエコーキャンセラ機能 ○セレ
クト着信（鳴り分け機能） 
＜その他＞ 
○デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ ○スパニン
グツリー機能 ○SNMP対応 ○DHCPサーバ（静的も可
能） ○SYSLOG ○NTPクライアント（内部時計自動設定）
○Webブラウザ/TELNETメンテナンス/シリアルコンソー
ル ○管理者ID設定 ○管理者IP登録 ○ナンバーディスプレ
イ/キャッチフォンディスプレイ対応 

アンテナ（2本）、イーサネットケーブル（ストレート3m）、モ
ジュラーケーブル（2本、約3m）、CD-ROM（ユーティリティ
ソフト）、ACアダプター、本体固定用金具 

○AH-104 平面アンテナ 
　¥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○MB-99A 壁面取付プレート 
　¥8,400（税込） JANコード 4909723904342

○OPC-1402 シリアルケーブル 
　¥6,300（税込） JANコード 4909723904090

任意の端末を組み合わせて仮想的なネットワークグ
ループを構築できるVLAN機能に対応。802.11a/ 
802.11g無線LANそれぞれにおいて最大17の仮想
LANグループが構築できます。例えば、音声通信デー
タ系とパソコンデータ系のネットワークグループをセグ
メント（区分）して、セキュリティの向上もはかれます。 
・IEEE802.1Q 準拠のスイッチングハブなどと併用してVLANを構築できま
すが対応製品などは事前にご確認ください。 

タグVLAN（Virtual LAN）機能に対応

■その他の機能群

■おもな付属品

■オプション

IEEE802.11a（J52）、IEEE802.11gのデュアル無
線LAN（同時通信）を実現します。 

802.11a・gデュアル無線LAN、
高速化技術「Super AG」対応

■各部名称

シリアルポート 

ISDN S/Tポート 

ISDN Uポート 

TELポート〈アナログ電話へ〉 

LINEポート〈電話コンセント（光ファイバー利用時）/ 
　　　　　　スプリッタ（ADSL/CATV利用時）へ〉 

DCジャック   
〈付属のACアダプターへ〉 

LAN側ポート 
〈有線LANへ〉 

WAN側ポート 
〈ONU/モデムへ〉 

アース端子 

暗号化認証方式WPA※1、IEEE802.1X/EAP※2に対応
していますので、RADIUSサーバを併用した高度なユ
ーザ認証セキュリティシステムが構築できます。また、
RADIUSサーバを用いない簡易な暗号化認証方式
WPA-PSK※1や、暗号化方式OCB AES（128bit）、
WEP（64/128/152bit）等も搭載しています。 
※1 端末側の対応OSはWindows XP SP1以降およびWindows XP 

Wireless Protected Accessサポート修正プログラムをご使用く
ださい。 

※2 端末側の対応OSはWindows  XP、Windows  2000 SP4以降です。  
・OCB AESとAESは互換性がありません。  
・EAPはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAPに対応。 

暗号化認証方式WPA、802.1X/EAP、
暗号化方式OCB AES搭載

N900iLに搭載しているWLAN機能（WLANブラウザ/プレゼンス/インスタ
ントメッセージ）が利用可能。その他、N900iLのWLANまたはiモード ブラ
ウザを活用した社員録/電話帳参照機能、iモード メール転送機能などを搭載。
また、IP電話サーバ機能は通話保留・転送などにも対応（現在のところ一部の
機能は未対応）。 

050番号IP電話サービス（上記）に対応していますの
で、本製品でIP電話システムを構築すれば、社内や拠
点間の通話は無料※で通話コストを大幅に削減できま
す。さらに、高価なSIPサーバなどは不要のため低コ
ストでシステムを導入できますのでスモールオフィス
に最適です。 
※同じプロバイダ契約者同士や提携プロバイダ契約者同士の通話料金が無料です。 

050番号IP電話で通話コストを低減
スモールオフィス向けの低コストなシステム

■AH-104

■MB-99A

安定した音声通話を実現するVoIP優先QoS機能を搭載。
音声データ(TOS＜Type Of Service＞付き)を優先し
て送信するため、それ以外のデータ通信量を制限し高
品質なIP電話通話を実現します。 

高品質な音声通信に貢献する
VoIP優先QoS機能

本体設定 Webブラウザ／TELNET／シリアルコンソール（専用ケーブルが必要） 

IP電話システムの親機となる本製品に搭載した簡易
中継サーバ機能の働きにより、最大18台※1の端末か
らIP電話の通話が可能となります。また、無線IP携帯
端末の導入台数に合わせて無線LANアクセスポイン
トを増設※2することで快適な通話環境を構築できます。
さらに、ダイヤルイン機能に対応していますのでIP電
話端末の鳴り分けも可能です。 
※1 簡易中継サーバ機能により最大18台のIP電話端末、および本体に有線

接続するアナログ電話機2台を加えて最大20系統の通話を実現。 
※2 1台の無線LANアクセスポイントに接続可能な無線子機は最大6台を推

奨（他のデータ通信量により異なります）。 
・IP電話の通話可能数は契約するプロバイダサービスや環境によって異なります。 

最大18系統のIP電話通話を実現

ＡＰ-5１00ＶｏＩＰ

VＰ-501

Ｎ900ｉＬ または VP-43

Ｎ900ｉＬ または VP-43

無線LAN
アクセスポイント

ＯＮＵ/モデム等

HUB

アナログ
電話機

VPN/ 
インターネット

ＩＳＤＮ

《基本構築例》

オープン価格 
JANコード 4909723904311
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本製品を使用しての内線/外線通話に関してはWAVEMASTERホームペー
ジ内の本製品紹介ページにある「各機能の制約について」をご覧ください。 

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

Webブラウザ設定画面からオンラインで、最新ファー
ムウェアの確認/更新作業を行うオンラインバージョン
アップが可能です。 

オンラインによるファームウェア更新

〈対応するIP電話サービス〉

eo-IPフォン 
IPセントレックス（ゲートウェイタイプ）

（LINEポート接続）

NTTコミュニケーションズ

NTT-ME

フュージョン・コミュニケーションズ

・ご使用されるIP電話サービスにより製品のタイプが
  異なりますのでご購入前にお問い合わせください。

ＡＰ-5１00ＶｏＩＰと
無線ＬＡＮでも
通信可能

OCNドットフォン オフィス
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光ファイバー/ADSL(xDSL)/CATV対応 LED表示

IPフィルタ AP間無線通信 Super AG 送信出力可変 負荷分散

アクセスポイントモード ローミング対応 SNMP

IPルーティング

RIP・RIP2

VPN(PPTP)バススルー

MACアドレス SSID（ANY接続拒否） ステルス（PING拒否） 10/100BASE WAN 10/100BASE LAN

IP電話（VoIP）UPnP対応複数固定IP DHCPサーバ IEEE802.1X/EAP OCB AES

スイッチングハブWEP

WPA/WPA-PSK

DC12V±5%（付属のACアダプターより供給） 
1.5A以下 
0℃～＋40℃（結露しないこと） 
40（W）×140（D）×150（H）mm（突起物、スタンドを除く） 
約430g（本体のみ） 

Webブラウザ／TELNET

ワイヤレスブロードバンドルータ（VoIP対応）

IEEE802.11a（Ｊ52対応）準拠（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
 5.2GHz帯（全4ch） 
 54Mbps（理論値） 
 室内約30m

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式  単信 
 
 
 
 

動的（RIP、RIP2）／静的 
 NAT/IP マスカレード（動的／静的、DMZ対応） 
TCP/IP
パスワード、IPフィルタ（パケットフィルタリング）、 
ステルス機能（PING拒否） 

SIP
G.711、G.729a

アナログポート（RJ-11型）×2

アナログポート(RJ-11型 )×1

（IEEE802.11g）室内・オープンスペース約30m 
（IEEE802.11b）室内約30m、オープンスペース約70m

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

光ファイバー／ADSL（xDSL）／CATV 
（ONU/モデムなどが別途必要） 

RJ-45型×3ポートスイッチングハブ（Auto MDI/MDI-X対応） 

RJ-45型×1

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 
10mW/MHz以下 

WPA、WPA-PSK（使用する暗号化方式AES/TKIP）、 
IEEE802.1X/EAP、OCB AES（128bit）、WEP（64 /128/152bit）、 
MACアドレスフィルタリング（最大登録台数256台） 

■SR-5200VoIP2のおもな定格

NTTドコモFOMA/無線LANデュアル端末「N900iL」
の無線IP電話機能に対応した無線LANルータです。
SR-5200VoIP2によりIP電話システムを構築すれば、
「N900iL」を社内では無線IP電話の子機として外線
/内線通話用に、外出先では携帯電話として活用でき
ます。さらに、当社製品のVP-43、VP-501もIP電話
端末として使用可能です。 

「N900iL」の無線IP電話機能に対応

IP電話システムの親機となる本製品に搭載した簡易
中継サーバ機能により、最大18台※1の端末からIP
電話の通話が可能となります。また、無線IP携帯端末
の導入台数に合わせて無線LANアクセスポイントを
増設※2することで快適な通話環境を構築できます。 
※1 簡易中継サーバ機能により最大18台のIP電話端末、および本体に有線

接続するアナログ電話機2台を加えて最大20系統の通話を実現。 
※2 1台の無線LANアクセスポイントに接続可能な無線子機は最大6台を推

奨（他のデータ通信量により異なります）。 
・IP電話の通話可能数は契約するプロバイダサービスや環境によって異な
ります。 
・本製品からアナログ回線で発信される場合、音声品質などの理由から予備
回線としてご使用になることをおすすめします。 

最大18系統のIP電話を実現

＜ルータ＞
○光ファイバー/ADSL/CATVに対応する高速ルーティ
ング機能 ○PPPoEクライアント機能（2セッション対応） 

　○DHCPクライアント機能（WAN側） ○ステルス機能（PING
拒否） ○複数固定IPサービス対応（Unnumbered機能） 
　○VPN（PPTP）パススルー ○UPnP対応 ○NAT/IP
マスカレード（動的/静的、DMZ対応） ○DHCPサーバ（静
的も可能） ○DNS代理応答 ○簡易DNSサーバ ○動的
（RIP、RIP2）/静的ルーティング  ○IPフィルタ（パケット
フィルタリング） ○URLフィルタ  
＜無線LAN＞ 
○11g保護機能 ○端末間無線通信禁止機能 ○時間帯接
続制限 ○ローミング機能 ○MACアドレスフィルタリング 
○SSID設定（ANY接続拒否） ○RTS/CTSスレッシュホ
ールド ○無線LAN停止機能  
＜IP電話＞
○パーク保留/パーク応答/パークリコール  ○転送切り戻り
機能（「N900iL）からの転送に対応、転送切り戻り時間の設
定が可能） ○相手先電話番号（SIP URI）200件登録可能 
○IP電話のエコーを低減するエコーキャンセラ機能 ○セレ
クト着信（鳴り分け機能） 
＜その他＞ 
○デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ ○SNMP対
応 ○DHCPサーバ（静的も可能） ○SYSLOG ○NTPクラ
イアント（内部時計自動設定） ○Webブラウザ/TELNETメ
ンテナンス ○管理者ID設定 ○管理者IP登録 

スタンド、アンテナ（1本）、イーサネットケーブル（ストレート
3m）、モジュラーケーブル（約3m）、CD-ROM（ユーティリ
ティソフト）、ACアダプター 

アクセスポイント間無線通信機能搭載

■その他の機能群

■おもな付属品

無線LANは802.11a/b/g（切替方式）、
高速化技術「Super AG」対応

暗号化認証方式WPA※1、IEEE802.1X/EAPに対
応※2していますので、RADIUSサーバを併用した高度
なユーザ認証セキュリティシステムが構築できます。ま
た、RADIUSサーバを用いない簡易な暗号化認証方
式WPA-PSK※1や、暗号化方式OCB AES（128bit）、
WEP（64/128/152bit）等も搭載しています。 
※1 端末側の対応OSはWindows XP SP1以降およびWindows XP 

Wireless Protected Accessサポート修正プログラムをご使用ください。 
※2  端末側の対応OSはWindows  XP、Windows  2000 SP4以降です。  
・ OCB AESとAESは互換性がありません。  
・EAPはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAPに対応。 

高度な暗号化認証セキュリティ搭載

低コストで無線IP電話システムを構築、無線子機としてFOMA /無線LANデュアル端末「N900iL」が使用できる無線LANルータ。 

■各部の名称

〈後面パネル〉

アンテナコネクタ、
アンテナ

アース端子
モードスイッチ

LAN側ポート
（３ポートスイッチングハブ） 
＜有線ＬＡＮ（１０BASE-T／ 
　１００BASE-TＸ）へ＞ 

ＤＣジャック 
＜付属のＡＣアダプターへ＞ 
 

TELポート 
＜アナログ電話へ＞ 
 

WAN側ポート 
＜ONU/モデムなどへ＞ 
 

LINEポート 
＜スプリッタ(ADSL/CATV利用時) 
　/電話コンセント 
　(光ファイバー利用時)へ＞ 
 

〈前面パネル〉

電源ランプ

メッセージランプ

IP電話通信ランプ

WAN側接続ランプ

有線ＬＡＮ接続ランプ

無線ＬＡＮ接続ランプ

SR－5200VoIP2

安定した音声通話を実現するVoIP優先QoS機能を搭載。
音声データ(TOS＜Type Of Service＞付き)を優先し
て送信するため、それ以外のデータ通信量を制限し高
品質なIP電話通話を実現します。 

高品質な音声通信に貢献する
VoIP優先QoS機能

（802.11g）54Mbps（理論値）（802.11b）11Mbps（理論値） 

オープン価格 
JANコード 4909723904281
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本製品を使用しての内線/外線通話に関してはWAVEMASTERホームペー
ジ内の本製品紹介ページにある「各機能の制約について」をご覧ください。 

050番号IP電話サービス（左記）に対応していますの
で、本製品でIP電話システムを構築すれば、社内や拠
点間の通話は無料※で通話コストを大幅に削減できま
す。さらに、高価なSIPサーバなどは不要のため低コ
ストでシステムを導入できますのでスモールオフィス
に最適です。 
※同じプロバイダ契約者同士や提携プロバイダ契約者同士の通話料金が
無料です。 

050番号IP電話で通話コストを低減
スモールオフィス向けの
低コストなシステム

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

Webブラウザ設定画面からオンラインで、最新ファー
ムウェアの確認/更新作業を行うオンラインバージョン
アップが可能です。 

オンラインによるファームウェア更新

送信出力可変機能は、無線LANアクセスポイント同士
の通信エリアの重複を最小に制御して、電波干渉を回
避します。また、不要なエリアへの漏れ電波を抑制し
てセキュリティの向上も図れます。負荷分散機能は、一
台のSR-5200VoIP2に接続できる無線LAN端末の
数を制限し、アクセス数の偏りを防ぎます。 

送信出力可変、負荷分散（接続台数制限）

電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

本体設定 
●一般仕様 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

サポート規格 

サポート規格 

インターフェイス 

●アナログ(電話 )部 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

ルーティング方式 
アドレス変換方式 
プロトコル 

インターフェイス 

●VoIP部 
呼制御プロトコル 
コーデック 

●PSTN(公衆交換電話網)部 

セキュリティ 

適用回線 

●WAN部 

最大伝送距離（見通し） 
 

最大伝送距離（見通し） 

●有線LAN部 

●無線LAN部（802.11g/b） 

インターフェイス 

インターフェイス 

セキュリティ 

グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

●無線LAN部共通仕様 

通信速度 

N900iLに搭載しているWLAN機能（WLANブラウザ/プレゼンス/インスタ
ントメッセージ）が利用可能。その他、N900iLのWLANまたはiモード ブラ
ウザを活用した社員録/電話帳参照機能、iモード メール転送機能などを搭載。
また、IP電話サーバ機能は通話保留・転送などにも対応（現在のところ一部の
機能は未対応）。 

《基本構築例》

eo-IPフォン 

〈対応するIP電話サービス〉

IPセントレックス（ゲートウェイタイプ）

ＳＲ-5200ＶｏＩＰ2

VＰ-501

Ｎ900ｉＬ または VP-43

Ｎ900ｉＬ または VP-43

無線LAN
アクセスポイント

ＯＮＵ/モデム等

HUB

アナログ
電話機

VPN/ 
インターネット

NTTコミュニケーションズ

NTT-ME

フュージョン・コミュニケーションズ

（LINEポート接続）

（Centrex バリューパック・モバイルタイプ他）

OCNドットフォン オフィス

・ご使用されるIP電話サービスにより製品のタイプが
  異なりますのでご購入前にお問い合わせください。

ＳＲ-5200ＶｏＩＰ2と
無線ＬＡＮでも
通信可能
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＜無線LAN＞ 
○グループ通信SSID  ○サイトサーベイ（アクセスポイント
探索）機能 
＜IP電話＞ 
○QoS機能（TOS/Diffserv） ○相手先電話番号（SIP URI）
を50件登録可能  ○不在/着信/発信の各履歴を最大30件
登録可能 
＜その他＞ 
○DHCPクライアント機能  ○NTPクライアント（内部時計
自動設定） ○ファームウェアのバージョンアップ機能  ○イ
ヤホンジャック装備  ○着信時のバイブレーションON/OFF
設定  ○着信時のメロディ音設定 ○管理者ID設定 

●一般仕様 

本体設定 
バッテリー 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

運用時間 

Webブラウザ 
KEY
LCD

0～9、＊、＃、9ファンクション、2ボリュームキー 
112×64（ドットグラフィック表示） 

リチウムイオン3.7V 1350mAh（付属のACアダプターで充電） 

スタンバイ約20時間、通話約3時間 
・運用時間に関してWAVEMASTERホームページで 
 記載している注釈をご覧ください。 

0℃～＋40℃(結露しないこと)
46（W）×21（D）×127（H） mm（突起物を除く） 
約110g

●VoIP部 
呼制御プロトコル 
コーデック 

SIP
G.711、G.729a

セキュリティ 
グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

 
WEP（64/128bit)
SSID
10mW/MHz以下 
モノポールアンテナ 

050番号IP電話システム内の無線子機として外線/内
線通話を実現します。親機となるワイヤレスアクセスポ
イント（VoIP対応）AP-5100VoIP等の簡易中継サー
バ機能の働きにより、最大18台※のVP-43からワイヤ
レスでIP電話の通話が可能となります。 
※簡易中継サーバ機能により最大18台のIP電話端末、および本体に有線接続するアナ
ログ電話機2台を加えて最大20系統の通話を実現。1台の無線LANアクセスポイン
トに接続可能な無線子機は最大6台を推奨（他のデータ通信量により異なります）。 

IP電話システム内で活用する
携帯型無線IP電話

無線LAN規格IEEE802.11bに準拠していますので、よ
り安定した通信による快適な音声通話を実現します。 

802.11b無線LAN

手のひらサイズの小型ボディにより、机上に置いても場
所を取らず、フレキシブルに設置できます。 

手のひらサイズの小型ボディ

音声通信を秘匿するために暗号化セキュリティWEP
（64/128bit）に対応しています。 

暗号化セキュリティWEP

VP-43本体の各種設定は、本体を直接操作する方法以
外に、パソコンからWebブラウザにて行うことができます。
設定画面は各機能を認識しやすく構成されています。 

Webブラウザから本体設定が可能

無線IP電話機能を搭載しながら、携帯性に優れた小型＜
46（W）×21（D）×127（H）mm（突起物を除く）＞、
軽量＜約105g＞ボディに仕上げています。 

小型・軽量ボディ

コンパクト設計 ローミング対応 IP電話（VoIP）液晶表示 WEP SSID

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  Me、Windows  2000

IEEE802.11/IEEE802.11b準拠 （国内標準規格） 
RCR STD-33/ARIB STD-T66

仕様 

直接スペクトラム拡散方式 単信 
2.4GHz帯（全14ch） 
最大11Mbps

サポート規格 

項目 

伝送方式 
使用周波数範囲 
通信速度 
最大伝送距離（見通し） 
 

室内約30m、オープンスペース約70m

■VP-43のおもな定格

ワイヤレスIPフォン（携帯型）

IP電話システム内で活用できる、モバイル仕様の無線IP電話。 

簡易中継サーバ機能に対応したワイヤレスアクセスポ
イントAP-5100VoIP等を親機、SE-50VoIP（アナロ
グ電話機を接続）を子機として、IP電話システムを構築
できます。例えば、スタッフの机上に本製品を設置し、
アナログ電話、パソコンを接続すれば、音声通信/デー
タ通信を無線化することができ、ケーブルレスを進め
たオフィス環境を構築できます。 

IP電話対応の無線LANアダプター

無線LANアクセスポイントとの通信形態は「ブリッジモ
ード（無線LAN側と有線LAN側は同じネットワークグル
ープ）」または「ルータモード（無線LAN側と有線LAN
側を異なるネットワークグループとして構成し、グルー
プ間をルーティング）」から選択できます。 
・ブリッジモード時の通信相手は、アクセスポイント間無線通信機能に対応し
た当社製品に限定されます。その場合、1台のアクセスポイントと無線で直
接接続できるSE-50VoIPは最大6台です。 

通信形態は「ブリッジモード」と
「ルータモード」から選択

送信出力可変 IP電話（VoIP）

LED表示 コンパクト設計 ブリッジモード

DHCPサーバ

ルータモード

IPフィルタIPルーティング

10/100BASE LAN

各種アンテナ対応

WEPOCB AES SSID

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

IEEE802.11a（Ｊ52対応）準拠（国内標準規格） ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM） 単信 
5.2GHz帯（全4ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

サポート規格 

●VoIP部 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

セキュリティ 
グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

通信速度 

呼制御プロトコル 
コーデック 
●アナログ（電話）部 
インターフェイス 

インターフェイス 
プロトコル 

●有線LAN部 

最大伝送距離（見通し） 
 

最大伝送距離（見通し） 

●無線LAN部共通仕様 

●無線LAN部（802.11g/b） 
室内約30m

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

SIP
G.711、G.729a

アナログポート（RJ-11型）×1
●一般仕様 

本体設定 
電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 

重量 

Webブラウザ/TELNET
DC12V±5%（付属品のACアダプターを使用） 

約300g（本体のみ） 

1.0A(最大)
0℃～＋50℃（結露しないこと） 
120（W）×103（D）×29（H）mm（突起物を除く） 

 

 

室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m

2.4GHz帯（全13ch） 

OCB AES（128bit）、WEP（64/128/152bit） 
SSID

IEEE802.3準拠（10ＢＡＳＥ-Ｔ）、 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 
RJ-45型×1
TCP/IP

10mW/MHz以下 
デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 

■SE－50VoIPのおもな定格

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式単信 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠（国内標準規格） 
ARIB STD-T66

ワイヤレスVoIPアダプター

IP電話の音声通話とデータ通信をワイヤレスで実現する無線LANアダプター。 

・記載のすべての機能に対応する無償ファームウェアはWAVEMASTER　ホームページからダウンロードしていただけます。

SNMP RIP・RIP2 VPN(PPTP)バススルー

ステルス（PING拒否）

UPnP対応

バッテリーパック（リチウムイオン電池）、CD-ROM（マニュ
アル）、ACアダプター（MiNi-USBケーブル、充電用） 

○HM-156 イヤホンマイク  
　¥1,890（税込） 
　JANコード 4909723904298

■オプション

強固な暗号化方式OCB AES搭載

＜ルータ＞ 
○NAT/IPマスカレード(動的/静的)  ○PPPoEクライアン
ト機能 ○DHCPクライアント機能 ○ステルス機能（PING拒
否） ○VPN（PPTP）パススルー機能  ○UPnP対応 ○動的
（RIP、RIP2）/静的ルーティング  ○IPフィルタ（パケットフィ
ルタリング） ○DMZ対応 
＜無線LAN＞ 
○送信出力可変 ○グループ通信SSID ○RTS/CTSスレッ
シュホールド 
＜IP電話＞ 
○相手先電話番号（SIP URI）を200件登録可能 ○IP電話
のエコーを低減するエコーキャンセラ機能 
＜その他＞ 
○デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ ○DHCPサ
ーバ（静的設定可能） ○SYSLOG ○NTPクライアント（内
部時計自動設定） ○ファームウェアのバージョンアップ機能
（オンライン/ダイヤリングによる更新も可能） ○Webブラ
ウザ/TELNETメンテナンス ○管理者ID設定 

■その他の機能群

アンテナ(2本)、イーサネットケーブル(ストレート約3m)、 
CD-ROM(ユーティリティソフト)、ACアダプター 

■おもな付属品

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○MB-102 壁面取付プレート（マグネット付き） 
　￥6,300（税込） JANコード 4909723904045

■オプション

■その他の機能群

■おもな付属品

■AH-104 ・MB-102の使用例 ■MB-102

■各部の名称

アース端子

DCジャック
（付属のACアダプターへ）

モードスイッチ

有線LANポート
（端末パソコンへ）

アンテナ

TELポート（アナログ電話へ）

無線LANは802.11a（Ｊ52）/b/g対応

VP-43に関して、日本語変換は、オムロンソ
フトウェア株式会社のミニWnnを使用してい
ます。ミニWnnは、オムロンソフトウェア株式
会社が著作権を保有しています。 

"MiniWnn" (c) OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 
2000-2002All Right Reserved 

●無線LAN部 

オープン価格 
JANコード 4909723904021

�����������	
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オープン価格 
JANコード 4909723904212 �����������
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当社の無線IP電話ルータ（AP-５１００VoIPまたはSR-
５２００VoIP２）を核とするIP電話システムで、本製品を
固定型IP電話機としてLANに接続して使用可能です。
また、無線IP携帯端末（当社指定品）をシステム内で
併用できます。 

アイコムIP電話システム内で使用可能

主要な機能として、パーク保留/応答、ワンタッチ発信、
ハンズフリー通話、着信拒否、送話ミュートなどに対応
しています。パーク保留/応答機能は他の無線携帯端
末（当社指定製品）との間でも使用できます。 

多彩な機能を搭載

多用する機能を任意で選択して、６つのフレキシブ
ルボタンに割り当てワンタッチで動作させることが
できます。 

6つのフレキシブルボタン

無線ＩＰ電話ルータ側に記憶させたVoIP電話帳データ
を本製品から呼び出して発信することができます。増
設時も各端末毎に電話番号登録をする手間が省けます。 

共通電話帳機能

IP電話（VoIP） イーサーネット電源供給 10/100BASE LAN液晶表示

○個別転送機能  ○NTPクライアント（内部時計自動設定） 
○自己保留機能  ○発着信履歴  
○パソコン接続用イーサネットポートを装備  ○壁掛け対応 

LANケーブルで電源供給を行うPoE（Power over 
Ethernet）に対応していますので、PoE対応のスイッ
チングハブ（当社指定製品）などに接続して受電する
ことができます。電源の確保が困難な場所にも設置し
やすくなり、配線もすっきりまとめることができます。
また、当社のイーサネット電源供給ユニットSA-３（オプ
ション）を使用することもできます。 
・ＡＣアダプター（オプション）を使用しての電源供給も可能です。 

PoE対応(802.3af準拠)

本製品の基本設定は、無線ＩＰ電話ルータ側から登録
できます。増設時に複数台の設定が必要な場合も管
理者が一括して実行できます。 

各種設定を無線IP電話ルータ側から実行

■その他の機能群

IPフォン（固定型）

多彩な機能を搭載した固定型のビジネス用IP電話機。 

ワイヤレスブロードバンドルータ（VoIP対応）

電話コストを低減する050番号IP電話システムを構築。IP電話最大18系統の同時通話を実現。 

オープン価格 
JANコード 4909723903796

�����������	
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オープン価格 
JANコード 4909723904601

●一般仕様 

本体設定 
電源 

消費電流            

使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

ボタンによる設定/無線ＩＰ電話ルータから一括登録 

LED

LCD

フレキシブルボタン（6個）、 
ファンクションボタン（4個）、 
機能、電話帳、スピーカ、保留、着信/メッセージ、 
LAN状態表示 

ボタン 
ダイヤル（12個）、フレキシブルボタン（6個）、 
ファンクションボタン（4個）、機能、電話帳、スピーカ、 
保留、着信音量、受話音量、スピーカ音量（2個） 

通話装置 ハンドセット  

16桁（半角）×2行（半角英数カタカナ表示） 

＜ACアダプター＞ DC14V  ＜PoE＞ DC48V

約900g（本体のみ） 

＜ACアダプター＞ 700mA（最大）   
＜PoE＞ 150mA（最大） 

0℃～＋40℃(結露しないこと)
170（W）×215（D）×115（H） mm（突起物を除く） 

●VoIP部 
呼制御プロトコル 
コーデック 

SIP
G.711

無音圧縮 なし 
エコーキャンセラ 独自方式 

ジッタバッファ 自動適応（ジッタのない場合約40ms）、 
最大長40～300ms（初期値150ms） 

パケット送出周期 20～40ms（初期値：20ms） 

QoS IEEE802.1p/Q対応（Tag値設定可能）、 
TOS/DiffServ対応（TOS/DSCP値設定可能） 

 

IEEE802.3準拠（10BASE-T）/ 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX）＜自動切替＞ 
 

仕様 

RJ-45型×2（Auto-MDI/MDIX対応） 

サポート規格 

項目 

インターフェイス 

■VP-501のおもな定格

○BC-１７０  ACアダプター 　 
オープン価格 JANコード 4909723000129 
○SA-３  イーサネット電源供給ユニット　 
¥10,500（税込） JANコード 4909723904076

■オプション

●無線LAN部 

eo-netフォン 

〈対応するIP電話サービス〉

（IP電話1系統タイプ）
オープン価格 
JANコード 4909723903789

ワイヤレスブロードバンドルータ（VoIP対応）

�����������	
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ＡＰ-5１00ＶｏＩＰ
ＯＮＵ/モデム等

VP-501

VP-501

VP-501

PoE
スイッチング
ハブ

VPN/ 
インターネット

ＩＳＤＮ

《基本構築例》

050番号IP電話対応、しかもワイヤレス
スモールオフィス向けの低コストなシステム

最大18系統の通話を実現する
ワイヤレスIPフォンシステム

無線LANサービスエリアの拡張や
無線子機の増設も可能

高品質な音声通信に貢献する
VoIP優先QoS機能

SIPによる高品質通話を実現

無線LANは802.11a（J52）/b/g対応(切替方式)

暗号化セキュリティOCB AES等の
強固なセキュリティ機能

3ポートスイッチングハブ搭載

オンラインによるファームウェア更新

フュージョン・コミュニケーションズ

フュージョン・コミュニケーションズ

電源供給先へ 
電源へ 

有線LANへ 

イーサネット 
電源供給ユニット 

・SA-3は802.3af準拠ではありません。 

NTTドコモ FOMA /
無線LANデュアル端末 Ｎ900ｉＬ
または
VP-43

〈対応するIP電話サービス〉

eo-netフォン 

コミュファ はなしてフォン 
中部テレコミュニケーション

コミュファ はなしてフォン 
中部テレコミュニケーションアイエフネットIP-Phone

アイエフネット

新 製 品
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光ファイバー/ADSL(xDSL)/CATV対応 LED表示

IPフィルタ AP間無線通信 Super AG XR

WMM イーサネット電源供給

タグVLAN アクセスポイントモード ローミング対応 SNMP

IPルーティングRIP・RIP2 VPN(PPTP)パススルー

WPA-PSK OCB AES

WEP MACアドレス SSID（ANY接続拒否） ステルス（PING拒否） 10/100BASE WAN 10/100BASE LAN

スバニングツリー送信出力可変 負荷分散 複数固定IP DHCPサーバ

WPA WPA2-PSK各種アンテナ対応 WPA2

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

IEEE802.1X/EAP

デュアルバンド対応ワイヤレスアクセスポイント

オープン価格 
JANコード 4909723904397

IEEE802.11a準拠（W52/W53対応）（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯、5.3GHz帯（全8ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

サポート規格 

サポート規格 

インターフェイス 

●一般仕様 

伝送方式 

使用周波数範囲 

通信速度 

ルーティング方式 
アドレス変換方式 
プロトコル 

本体設定 

●シリアルポート部（シリアルコンソール） 
サポート規格 
インターフェイス 

電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

セキュリティ 

適用回線 

●WAN部 

最大伝送距離（見通し） 

●有線LAN部 

室内約30m

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式  単信 
 
 
 
 

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 
 
 

動的（RIP、RIP2）／静的 
 NAT/IP マスカレード（動的／静的、DMZ対応） 
TCP/IP
IPフィルタ、ステルス機能（PING拒否） 

RS-232C準拠 
RJ-11型×1

Webブラウザ/TELNET/シリアルコンソール（専用ケーブルが必要） 
DC7.5V±5%（付属のACアダプターより供給） 
〈ACアダプター〉1.2A（最大）、〈PoE〉230mA（最大） 
0℃～＋55℃（結露しないこと） 
232（W）×168（D）×38（H）mm（突起物を除く） 
約780g（本体のみ） 

室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m 
 

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

光ファイバー、ADSL（xDSL）、CATV 
（ONU/モデムなどが別途必要） 

RJ-45型×1

インターフェイス RJ-45型×1

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

●無線LAN部共通仕様 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 
10mW/MHz以下 

WPA2、WPA、WPA2-PSK、WPA-PSK、 
IEEE802.1X/EAP、OCB AES（128bit）、 
WEP（64/128/152bit）、MACアドレスフィルタリング 

■AP-5100AWのおもな定格 

新チャンネル対応802.11a（W52/W53）・802.11g同時通信を実現する 無線LANアクセスポイント。 

新チャンネル対応802.11a（W52/W53）および
802.11g（802.11b互換）のデュアル無線LAN（同時
通信）を実現します。 さらに、高速ルーティングに対応し
たブロードバンドルータとして、光ファイバー
/ADSL/CATV回線の環境下で使用できます。 

802.11a（W52/W53）・802.11g同時通信対応

無線LAN/有線LANを含めたネットワークにおいて、
見かけ上の接続形態に依存せずに、任意の端末を組
み合わせて仮想的なネットワークグループを構築で
きるVLAN（Virtual LAN）機能に対応。802.11a/　
802.11g無線LANそれぞれにおいて最大１７の
VLANグループを構成できます。本体に、無線LANの
グループ通信機能SSIDとVLAN IDを組み合わせて
設定すれば、パケットに挿入されるVLAN IDなどの情

報を含むタグを基に通信を制御します。 
・IEEE802.1Q 準拠のスイッチングハブなどと併用してVLANを構築でき
ますが、対応製品などは事前にご確認ください。 

タグVLAN（Virtual LAN）対応

無線LAN通信のQoS（Quality of Service）として、
WMM（Wi-Fi Multimedia）機能に対応。Wi-Fi Alliance
が規定する本機能は、音声、ビデオ、ベストエフォート、バッ
クグラウンドの4種類の順位に応じた優先制御により、マ

ルチメディアネットワークの性能が向上します。 
・WMM機能はSuper AG機能と併用できません。 
・本製品はWi-Fi AllianceよりWMM認定されていません（2006年1月現在） 

WMM機能対応

「Super AG」では非圧縮データを圧縮して送信する
などして高速化をはかります。また「XR（eXtended 
Range）」機能により通信可能エリアを拡大できます。
導入環境に合わせて使用すればより快適なデータ通

信を実現します。 
・本機能は製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LAN
チップセットに搭載されている無線LAN高速化技術および長距離化技術です。 
・本機能の使用には、通信相手の無線LAN機器も「Super AG」または「XR」
に対応する必要があります。 
・Super AG機能とXR機能は併用できません。 

高速化技術「Super AG」、
長距離化技術「XR」対応

＜ルータ＞

○PPPoEクライアント機能（2セッション対応） ○DHCPクライ

アント機能（WAN側） ○ステルス機能（PING拒否） ○複数固定

IPサービス対応  ○VPN（PPTP）パススルー  ○NAT/IPマス

カレード（動的/静的、DMZ対応） ○DNS代理応答 ○動的（RIP、

RIP2）/静的ルーティング ○IPフィルタ（パケットフィルタリング） 

＜無線LAN＞

○11g保護機能  ○無線端末間通信禁止機能 ○時間帯接続

制限設定 ○ローミング機能 ○MACアドレスフィルタリング 

○SSID（ANY接続拒否） ○RTS/CTSスレッシュホールド 

＜その他＞

○デュアルバンド対応アンテナ ○SNMP対応（MIB2） 

○DHCPサーバ（静的も可能） ○SYSLOG ○NTPクライ

アント（内部時計自動設定） ○ファームウェアのバージョン

アップ機能 ○Webブラウザ/TELNETメンテナンス/シリア

ルコンソール（専用のシリアルケーブルOPC-1402<オプ

ション>が必要） ○管理者ID設定 ○管理者IP登録 

アンテナ（2本）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、

CD-ROM（ユーティリティソフト）、ACアダプター、本体固定

用金具 

○SA-3 イーサネット電源供給ユニット 
　￥10,500（税込）JANコード 4909723904076 

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込）JANコード 4909723903451

○AH-156 卓上型無指向性アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904519

○AH-157 卓上型平面アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904526

○MB-99A 壁面取付プレート 
　￥8,400（税込）JANコード 4909723904342

○OPC-1402 シリアルケーブル 
　￥6,300（税込）JANコード 4909723904090

○RS-AP1 アクセスポイント集中管理ソフトウェア 
　オープン価格　JANコード 4909723903925

LANケーブルを介して電源供給を行うPoE（Power 
over Ethernet）に対応しています。これにより、PoE
対応のHubなどに接続して受電することができ、スマ
ートな設置が可能です。また、当社のイーサネット電源
供給ユニットSA-3(オプション)を使用することもでき
ます。 

LANケーブルを介して給電
（802.3af準拠）

無線LANアクセスポイントとして機能しながら、アク
セスポイント間無線通信（接続は最大6台）を実現しま
すので、拡張時にアクセスポイント同士をつなぐため
のLANケーブルの敷設は不要で、フレキシブルな設

置が可能です。 
・本機能は802.11a（W53）通信では使用できません。 
・アクセスポイント間無線通信時は一部の認証セキュリティ機能は使用できません。 

アクセスポイント間無線通信

通常の経路に障害が発生した場合、迂回経路を確保できる
など信頼性の高いネットワーク構築を実現するスパニング
ツリー機能を搭載。ループ状に形成されたネットワークにお
いて、ブロードキャストが無限ループに陥ることのない論理
的なツリー構造を自動的に構成します。 

スパニングツリー機能

送信出力可変機能は、無線LANアクセスポイント同士
の通信エリアの重複を最小に制御して、電波干渉を回
避します。また、不要なエリアへの電波漏れを抑制し
てセキュリティの向上も図れます。負荷分散機能は、
一台のAP-5100AWに接続できる無線LAN端末の
数を制限しアクセス数の偏りを防ぎます。 

送信出力可変、負荷分散
（接続台数制限）

■その他の機能群

■おもな付属品

■オプション

■各部名称

シリアルポート 
ＨＵＢ/ＰＣ切り替えスイッチ 

リセットスイッチ 
モードスイッチ DCジャック 

〈付属のACアダプターへ 
（オプションのSA-3使用時は不要）〉 

WAN側ポート 
〈ONU/モデムなどへ〉 

LAN側ポート 
〈有線LAN（10BASE-T/ 

100BASE-TX）へ〉 

アース端子 

インターネット

ONU 
/モデム 

RADIUSサーバ 
HUB

無線LANカード 無線LANカード 

AP-５１００ＡW

ワイヤレスLANユニット 

《構築例》

無線LAN 
カード 

ワイヤレス 
LANユニット 

無線LAN 
カード 

ワイヤレス 
LANユニット 

無線LAN 
カード 

ワイヤレス 
LANユニット 

電源 
供給 

電源 
供給 電源供給 

PoE対応ハブ 

アクセスポイント間 
無線通信 

SA-３
イーサネット 

電源供給ユニット 
（オプション） 

AP-５１００ＡW AP-５１００ＡW AP-５１００ＡW

インターネット

ルータ、 
ONUなど 

ゲスト 

HUBHUB

AP-５１００ＡWAP-５１００ＡW

ゲストはインターネット 
接続のみ可能 

AグループLAN BグループLAN

《VLAN構築例》

スイッチングハブ 

（タグＶＬＡＮ対応） 

スイッチングハブ 

（タグＶＬＡＮ対応） 

デュアルバンド対応ワイヤレスアクセスポイント（ルータ機能付き）

オープン価格   JANコード 4909723904052

・ファームウェアの更新によって5.2GHz帯（4ch）
 のみ新チャンネル（W52）に対応

WPA2※1、WPA※1、IEEE802.1X/EAP※2に対応
していますのでRADIUSサーバを併用した高度なユ
ーザ認証セキュリティシステムが構築できます（使用
する暗号化方式はAES/TKIPから選択可能〈802.1X
ではWEP〉）。またRADIUSサーバを用いない暗号
化認証方式WPA2-PSK※1、WPA-PSK※1も搭載し
ています。さらに暗号化セキュリティ機能として強固

なOCB AES、普及タイプのWEPが使用できます。 
※1 端末側の対応OSはWindows  XP SP1以降および 
　　Windows  XP Wireless Protected Accessサポート修正プログラムを
　　ご使用ください。 
※2 端末側の対応OSはWindows  XP、Windows  2000 SP4以降です。 
・OCB AESとAESは互換性がありません。 
・EAPはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAPに対応。 
・WPA2、WPAの同時使用モードに対応。 

高度なセキュリティ機能 WPA2、
802.1X/EAP、OCB AES

�����������	
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サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

伝送方式 
使用周波数範囲 
通信速度 
最大伝送距離（見通し） 
 ●無線LAN部（802.11g/b） 

�����������	
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［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 
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SNMP AP間無線通信 Super AG

WMM

ローミング対応LED表示 アクセスポイントモード

IEEE802.1X/EAP WEP

SSID(ANY接続拒否) 10/100BASE LAN

負荷分散イーサネット電源供給 送信出力可変 DHCPサーバ 各種アンテナ対応

WPA2-PSK WPA-PSK

XR

MACアドレス

WPA2

WPA

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

OCB AES

・本製品のアクセスポイント間無線通信機能で無線IP電話の通信エリアを拡
張される場合、通話品質を確保するため本製品で通信するのは音声データ
のみとしてください。 

オープン価格 
JANコード 4909723904625

無線通信エリアの拡張に最適なデュアルバンド対応無線LANアクセスポイント。 

本製品を増設して無線IP電話/無線LANシステムを自
在に拡張できます。また、手のひらサイズの小型ボディに
より省スペース設置が可能です。 

通信エリアを自在に拡張

８０２．１１a（W５２/W５３）および８０２．１１g（８０２．１１b互換）
のデュアル無線LAN(同時通信)を実現します。通信
エリアを拡張する場合、アクセスポイント間無線通信
に８０２．１１aを、無線IP携帯端末との通信に８０２．１１
g/bを使うことができます。 
・アクセスポイント間無線通信機能は８０２．１１a（W５３）通信で使用できません。 
・アクセスポイント間無線通信時は一部の認証セキュリティ機能は使用できま
せん。 
・無線IP電話を使用される場合は通話品質を確保するため同一の無線LAN
規格上でパソコンデータ通信を行わないでください。 

８０２．１１a（W５２/W５３）・８０２．１１g同時通信対応

無線LAN通信のQoS（Quality of Service）として、
WMM(Wi-Fi Multimedia)機能に対応。Wi-Fi Alliance
が規定する本機能は、音声、ビデオ、ベストエフォート、バ
ックグラウンドの４種類の順位に応じた優先制御により、
マルチメディアネットワークの性能が向上します。 
・WMM機能はSuper AG機能と併用できません。 
・本機能の使用には通信相手の無線LAN機器も「WMM」に対応する必要が
あります。 
・本製品はWi-Fi AllianceよりWMM認定されていません（２００６年１月現在）。 

WMM機能対応

送信出力可変機能は、無線LANアクセスポイント同士
の通信エリアの重複を最小に制御して、電波干渉を回
避します。また、不要なエリアへの電波漏れを抑制し
てセキュリティの向上も図れます。負荷分散機能は、
一台のAP-５０SWに接続できる無線LAN端末の数を
制限しアクセス数の偏りを防ぎます。

送信出力可変、負荷分散(接続台数制限)

LANケーブルを介して電源供給を行うPoE(Power 
over Ethernet)に対応していますので、PoE対応の
Hubなどに接続して受電することができます。また、
当社のイーサネット電源供給ユニットSA-３(オプション)
を使用することもできます。 

 LANケーブルを介して給電（８０２．３af準拠）

■その他の機能群
＜無線LAN＞

○サイトサーベイ機能（本製品の無線通信エリア内で稼働す

る無線LANアクセスポイント/アドホック通信の無線LAN端

末を自動検出し、通信チャンネル/電波強度/暗号化方式など

の情報を最大６４件分表示します） ○11g保護機能 ○無線

端末間通信禁止機能 ○ローミング機能 ○MACアドレスフ

ィルタリング ○SSID設定（ANY接続拒否） ○RTS/CTSス

レッシュホールド 

＜その他＞

○デュアルバンド対応アンテナ ○SNMP対応（MIB2） 

○DHCPサーバ（静的も可能） ○SYSLOG ○NTPクライ

アント（内部時計自動設定） ○ファームウェアのバージョン

アップ機能 ○Webブラウザ/TELNETメンテナンス ○管理

者IP登録 

デュアルバンド対応ワイヤレスアクセスポイント

WPA2※1、WPA※1、IEEE802.1X/EAP※2に対応
していますのでRADIUSサーバを併用した高度なユ
ーザ認証セキュリティシステムが構築できます（使用
する暗号化方式はAES/TKIPから選択可能〈802.1X
はWEP〉）。またRADIUSサーバを用いない暗号化
認証方式WPA2-PSK※1、WPA-PSK※1も搭載して
います。さらに暗号化セキュリティ機能として強固な

OCB AES、普及タイプのWEPが使用できます。 
※1 端末側の対応OSはWindows  XP SP1以降および 
　　Windows  XP Wireless Protected Accessサポート修正プログラムを
　　ご使用ください。 
※2 端末側の対応OSはWindows  XP、Windows  2000 SP4以降です。 
・OCB AESとAESは互換性がありません。 
・EAPはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAPに対応。 
・WPA2、WPAの同時使用モードに対応。 

高度なセキュリティ機能 WPA2、
802.1X/EAP、OCB AES

無線LANを高速化する「Super AG」および通信可能エ
リアを拡大する「XR（eXtended Range）」機能を搭載。
導入環境に合わせて使用すればより快適なデータ通信
を実現します。 
・本製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LANチッ
プセットに搭載されている無線LAN高速化技術および長距離化技術です。 
・本機能の使用には、通信相手の無線LAN機器も「Super AG」または「XR」
に対応する必要があります。 
・Super AG機能とXR機能は併用できません。 

高速化技術「Super AG」、
長距離化技術「XR」対応

IEEE802.11a準拠（W52/W53対応）（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯、5.3GHz帯（全8ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

サポート規格 

インターフェイス 
●一般仕様 

伝送方式 

使用周波数範囲 

通信速度 

本体設定 
電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

最大伝送距離（見通し） 

●有線LAN部 

室内約30m

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式  単信 
 
 
 
 

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 
 
 

Webブラウザ/TELNET
DC１２V±５%（付属品のACアダプター使用時） 
〈ACアダプター〉７００ｍA（最大）、〈ＰｏＥ〉２２０ｍＡ（最大） 
0℃～＋50℃（結露しないこと） 
120（W）×103（D）×29（H）mm（突起物を除く） 
約285g（本体のみ） 

室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m 
 

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 
RJ-45型×1（Auto-MDI/MDI-X対応） 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

●無線LAN部共通仕様 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

デュアルバンドダイバーシティアンテナ 
10mW/MHz以下 

WPA2、WPA、WPA2-PSK、WPA-PSK、 
IEEE802.1X/EAP、OCB AES（128bit）、 
WEP（64/128/152bit）、MACアドレスフィルタリング 

■AP-50SWのおもな定格 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

伝送方式 
使用周波数範囲 
通信速度 
最大伝送距離（見通し） 
 ●無線LAN部（802.11g/b） 

�����������	
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［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 

新 製 品

《基本構築例》

ＡＰ-5１00ＶｏＩＰ

VＰ-501

NTTドコモ FOMA /
無線LANデュアル端末 Ｎ900ｉＬ

または
VP-43

ワイヤレス
アクセスポイント
ＡＰ-50SW

ＯＮＵ

HUB

インターネット

電源 
供給 

電源 
供給 電源供給 

PoE対応ハブ 

アクセスポイント間 
無線通信 

SA-３
イーサネット 

電源供給ユニット 
（オプション） 

AP-５０SW AP-５０SW AP-５０SW

アンテナ（2本）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、

CD-ROM（ユーティリティソフト）、ACアダプター 

■おもな付属品

■オプション
○SA-3 イーサネット電源供給ユニット 

　￥10,500（税込） JANコード 4909723904076 

○AH-104 平面アンテナ 

　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○AH-156 卓上型無指向性アンテナ 

　￥10,290（税込）JANコード 4909723904519

○AH-157 卓上型平面アンテナ 

　￥10,290（税込）JANコード 4909723904526

○MB-102 壁面取付プレート（マグネット付き） 

　￥6,300（税込） JANコード 4909723904045

■AH-104

■MB-102■AH-157

■AH-156

■各部名称
アンテナ 

DCジャック 
〈付属のACアダプターへ〉 

モードスイッチ アース端子 

壁面取付例 

有線LANポート 
〈有線LAN（10BASE-T/ 

100BASE-TX）へ〉 
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LED表示 コンパクト設計 タグVLAN アクセスポイントモード ローミング対応 SNMP

Super AG イーサネット電源供給WMMXR 送信出力可変 負荷分散

DHCPサーバ

OCB AES WEP MACアドレス SSID（ANY接続拒否） 10/100BASE LAN

各種アンテナ対応 WPA2-PSKWPAWPA2

AP間無線通信

IEEE802.1X/EAP

スパニングツリー

WPA-PSK

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000
・記載のすべての機能に対応する無償ファームウェアはWAVEMASTER　ホームページからダウンロードしていただけます。

IEEE802.11a準拠（W52/W53対応）（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯、5.3GHz帯（全8ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

サポート規格 

インターフェイス 

●一般仕様 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

通信速度 

本体設定 

●シリアルポート部 
サポート規格 
インターフェイス 

電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

最大伝送距離（見通し） 

最大伝送距離（見通し） 

●有線LAN部 

●無線LAN部（802.11g/b） 
室内約30m

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式  単信 
 
 
 
 

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

RS-232C準拠 
RJ-11型×1

Webブラウザ/TELNET/シリアルコンソール（専用ケーブルが必要） 
DC12V±5%（付属品のACアダプター使用時） 
〈ACアダプター〉1.0A（最大）、〈PoE〉200mA（最大） 
0℃～＋50℃（結露しないこと） 
120（W）×103（D）×29（H）mm（突起物を除く） 
約280g（本体のみ） 

室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 
RJ-45型×1

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 
送信出力 
アンテナ 

●無線LAN部共通仕様 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 
10mW/MHz以下 

WPA2、WPA、WPA2-PSK、WPA-PSK、 
IEEE802.1X/EAP、 OCB AES（128bit）、 
WEP（64/128/152bit）、MACアドレスフィルタリング 

■AP-50Wのおもな定格 

多彩な機能を搭載した、小型ボディの無線LANアクセスポイント。 

無線LANの先進機能を搭載しながら、手のひらサイズ
の小型ボディ〈120（W）×103（D）×29（H）mm〉に
仕上げています。オフィスネットワークの構築時に、省ス
ペース設置の対応と優れたパフォーマンスで応えます。 

省スペース設置対応の小型ボディ

LANケーブルを介して電源供給を行うPoE（Power 
over Ethernet）に対応していますので、 PoE対応の
Hubなどに接続して受電することができます。また、
当社のイーサネット電源供給ユニットSA-3（オプション）
を使用することもできます。 

LANケーブルを介して給電（802.3af準拠）

送信出力可変機能は、無線LANアクセスポイント同士
の通信エリアの重複を最小に制御して、電波干渉を回
避します。また、不要なエリアへの漏れ電波を抑制し
てセキュリティの向上も図れます。負荷分散機能は、
一台のAP-50Ｗに接続できる無線LAN端末の数を
制限し、アクセス数の偏りを防ぎます。 

送信出力可変、負荷分散(接続台数制限)

通常の経路に障害が発生した場合にも、迂回経路を確
保できるなど信頼性の高いネットワーク構築を実現す
るスパニングツリー機能を搭載。ループ状に形成し、
ブロードキャストが無限ループに陥ることのない論理
的なツリー構造を自動的に構成します。 

スパニングツリー機能

802.11gと802.11bの無線LANが混在する環境
では、電波干渉により通信速度の低下を引き起こします。 
そこで、11g保護機能を働かせれば、802.11g通信
を優先して通信速度の低下を抑制できます。 

11g保護機能

2本の各アンテナはそれぞれ、デュアルバンド（5GHz
帯・2.4GHz帯）に対応しています。 さらにアンテナ
をオプションの外部アンテナに取り替えて、電波が届
きにくい場所に設置すれば、 無線LANサービスエリ
アをより広い範囲で提供できます。 

デュアルバンド対応アンテナ

アンテナ（2本）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、
CD-ROM（ユーティリティソフト）、ACアダプター 

■おもな付属品

＜無線LAN＞

○無線端末間通信禁止機能 ○時間帯接続制限設定 ○ロー

ミング機能 ○SSID設定（ANY接続拒否） ○MACアドレス

フィルタリング ○RTS/CTSスレッシュホールド 

＜その他＞

○SNMP対応（MIB/MIB2/PrivateMIB） ○DHCPサー

バ（静的も可能） ○SYSLOG ○NTPクライアント（内部

時計自動設定） ○ファームウェアのバージョンアップ機能 

○Webブラウザ/TELNETメンテナンス/シリアルコンソー

ル（専用のシリアルケーブルOPC-1402〈オプション〉が

必要） ○管理者ID設定 ○管理者IP登録 

■その他の機能群

■オプション

■各部名称

ワイヤレスアクセスポイント

アンテナ 

シリアルポート 

有線LANポート 
〈有線LAN（10BASE-T/ 

100BASE-TX）へ〉 

DCジャック 
〈付属のACアダプターへ〉 

モードスイッチ アース端子 

○SA-3 イーサネット電源供給ユニット 
　￥10,500（税込） JANコード 4909723904076 

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○AH-156 卓上型無指向性アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904519

○AH-157 卓上型平面アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904526

○MB-102 壁面取付プレート（マグネット付き） 
　￥6,300（税込） JANコード 4909723904045

○OPC-1402 シリアルケーブル 
　￥6,300（税込） JANコード 4909723904090

○RS-AP1 アクセスポイント集中管理ソフトウェア 
　オープン価格　JANコード 4909723903925

■AH-104 ■AH-157■AH-156

無線LAN端末と通信しながらアクセスポイント間で無
線通信を行います（接続は最大6台）。無線LANサー
ビスエリアの拡張時にアクセスポイント設置場所の自
由度が向上します。 
・本機能は802.11a（W53）通信では使用できません。 
・アクセスポイント間無線通信時は一部の認証セキュリティ機能は使用できません。 

アクセスポイント間無線通信

無線LAN/有線LANを含めたネットワークにおいて、
見かけ上の接続形態に依存せずに、任意の端末を組
み合わせて仮想的なネットワークグループを構築でき
るVLAN（Virtual LAN）機能に対応。無線LANにお
いて最大17のVLANグループを構成できます。 
・本製品はIEEE802.1Q準拠のスイッチングハブなどと併用してVLANを構
築できますが、 対応製品などは事前にご確認ください。 

タグVLAN（Virtual LAN）対応

スイッチングハブ
（タグVLAN対応）

SSID:EIGYOは
VLAN ID:10で設定

SSID:KEIRIは
VLAN ID:20で設定 AP-５０W

営業部

VLAN ID:10

SSID:EIGYO SSID:KEIRI

経理部

VLAN ID:20

AP-５０W

SSID:EIGYO SSID:KEIRI

ワイヤレスアクセスポイント

オープン価格   JANコード 4909723904038

・ファームウェアの更新によって5.2GHz帯（4ch）
 のみ新チャンネル（W52）に対応

オープン価格 
JANコード 4909723904373

�����������	
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［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 

無線LAN通信のQoS（Quality of Service）として、
WMM(Wi-Fi Multimedia)機能に対応。Wi-Fi Alliance
が規定する本機能は、音声、ビデオ、ベストエフォート、バッ
クグラウンドの4種類の順位に応じた優先制御により、マ

ルチメディアネットワークの性能が向上します。 
・WMM機能はSuper AG機能と併用できません。 
・本製品はWi-Fi AllianceよりWMM認定されていません（2006年1月現在） 

WMM機能対応

無線LAN 
カード 

ワイヤレス 
LANユニット 

無線LAN 
カード 

ワイヤレス 
LANユニット 

無線LAN 
カード 

ワイヤレス 
LANユニット 

電源 
供給 

電源 
供給 電源供給 

PoE対応ハブ 

アクセスポイント間 
無線通信 

SA-３
イーサネット 

電源供給ユニット 
（オプション） 

AP-５０W

AP-５０W

AP-５０W AP-５０W

AP-５０W AP-５０W

優先経路

AP-５０W

AP-５０W AP-５０W

ループ状に形成
しても、優先経路
が設定されている
ので、データは無
限ループに陥るこ
とはない。

障害発生時は
迂回経路を使
用する。

障害発生

障害発生
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WPA2※1、WPA※1、IEEE802.1X/EAP※2に対応
していますのでRADIUSサーバを併用した高度なユ
ーザ認証セキュリティシステムが構築できます（使用
する暗号化方式はAES/TKIPから選択可能〈802.1X
ではWEP〉）。またRADIUSサーバを用いない暗号
化認証方式WPA2-PSK※1、WPA-PSK※1も搭載し
ています。さらに暗号化セキュリティ機能として強固

なOCB AES、普及タイプのWEPが使用できます。 
※1 端末側の対応OSはWindows  XP SP1以降および 
　　Windows  XP Wireless Protected Accessサポート修正プログラムを
　　ご使用ください。 
※2 端末側の対応OSはWindows  XP、Windows  2000 SP4以降です。 
・EAPはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAPに対応。 
・WPA2、WPAの同時使用モードに対応。 
・OCB AESとAESは互換性がありません。 

高度なセキュリティ機能 WPA2、
802.1X/EAP、OCB AES

「Super AG」では非圧縮データを圧縮して送信する
などして高速化をはかります。また「XR（eXtended 
Range）」機能により通信可能エリアを拡大できます。
導入環境に合わせて使用すればより快適なデータ通

信を実現します。 
・本機能は製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LAN
チップセットに搭載されている無線LAN高速化技術および長距離化技術です。 
・本機能の使用には、通信相手の無線LAN機器も「Super AG」または「XR」
に対応する必要があります。 
・Super AG機能とXR機能は併用できません。 

高速化技術「Super AG」、
長距離化技術「XR」対応
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LED表示 OCB AESWPA-PSKWPA送信出力可変スマートローミング対応 Super AG

WEP SSID

高度なセキュリティ機能に対応した802.11a/b/g準拠の無線LANカード。 

IEEE802．11a準拠（J52/W52/W53対応） 
（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
 5．2GHz帯、5．3GHz帯（全12ch） 
 54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

●一般仕様 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

通信速度 

インターフェイス 
電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

最大伝送距離（見通し） 
 

最大伝送距離（見通し） 

●無線LAN部（802.11g/b） 
室内30m

（802．11g）直交周波数分割多重方式（OFDM） 単信 
（802．11b）直接スペクトラム拡散方式単信 
 
 
 
 

（802．11g）54Mbps（理論値） 
（802．11b）11Mbps（理論値） 

CardBus TypeⅡ 
DC3．3V±10%
500mA（TYP） 
0℃～＋55℃（結露しないこと） 
110（W）×54（D）×5（H）mm（突起物を除く） 
約45g（本体のみ） 

室内 約30m 
オープンスペース （802．11g）約30m、（802．11ｂ）約70m

2．4ＧHz（全13ch） 

IEEE802．11g/IEEE802．11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 

●無線LAN部共通仕様 

SSID
送信出力 10mW/MHz以下 
アンテナ ダイバーシティアンテナ 

WPA、WPA-PSK（使用する暗号化方式はAES/TKIP）、 
IEEE802.1X/EAP、OCB AES（128bit）、WEP（64/128/152bit） 

■SL-5200Wのおもな定格 

＜無線LAN＞ 
○高度な暗号化セキュリティOCB AES ○無線ネット表
示機能 ○スマートローミング機能 ○グループ通信SSID 
○RTS/CTSスレッシュホールド ○インフラストラクチャ
モード/アドホックモード（802.11aはW52のみ） 

■その他の機能群

高速化技術「Super AG」、
長距離化技術「XR」対応

無線LANは、802．11aの従来チャンネル（J52）およ
び新チャンネル（W52/W53）に加え、802．11g/b
にも対応しています。また通信チャンネルは接続先の
無線LANアクセスポイントに合わせて自動切替します。 
・802.11aでのアドホックモードはW52のみ対応します。 

・Super AG機能とXR機能は併用できません。 

802．11a（J52/W52/W53）、
802．11g/b対応

CardBus TypeII

〈対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

■ＷＰＡ認証セキュリティ構築例

無線ＬＡＮカード
SL-5200W

インターネット

ONU/モデムHUB

WPA対応
無線LANアクセスポイント
AP-5100AW/AP-50Wなど

RADIUSサーバ
（認証サーバとして利用）

ブロードバンドルータ機能を搭載した、小型ボディの無線LANアクセスポイント。 

光ファイバー／ADSL（xDSL）/CATV対応 LED表示 コンパクト設計 アクセスポイントモード ローミング対応 SNMP

複数固定IP負荷分散 スパニングツリー DHCPサーバ

UPnP対応 各種アンテナ対応 IEEE802.1X/EAP WPA-PSKWPA2-PSKWPAWPA2

IPルーティング IPフィルタVPN（PPTP）パススルーRIP・RIP2

OCB AES

イーサネット電源供給WMM 送信出力可変

Super AGAP間無線通信 XR

WEP MACアドレス ステルス（PING拒否）SSID（ANY接続拒否） 10/100BASE WAN 10/100BASE LAN

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

手のひらサイズのコンパクトボディに、802．11a
（W52/W53）／802．11b/g（切替方式）の無線
LAN機能を搭載。また光ファイバ/ADSL/CATV回線
対応のブロードバンドルータとしても利用できます。 

無線LAN＋ルータ機能

IEEE802.11a準拠（W52/W53対応） 
（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM） 単信 
5.2GHz帯、5.3GHz帯（全8ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

サポート規格 

インターフェイス 

●一般仕様 

伝送方式 
使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

通信速度 

ルーティング方式 
アドレス変換方式 

本体設定 
電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

セキュリティ 

適用回線 

●WAN部 

最大伝送距離（見通し） 

最大伝送距離（見通し） 

セキュリティ 

グループ通信 

●有線LAN部 
アンテナ 

●無線LAN部（802.11g/b） 

●無線LAN部共通仕様 

室内約30m

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 
 
 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 
送信出力 10mW/MHz以下 

デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 

動的（RIP、RIP2）／静的 
NAT/IP マスカレード（動的／静的、DMZ対応） 

IPフィルタ、ステルス機能（PING拒否） 
プロトコル TCP/IP

Webブラウザ/TELNET
DC12V±5%（付属品のACアダプター使用時） 
〈ACアダプター〉1．0A（最大）、〈ＰｏＥ〉200ｍＡ（最大） 
0℃～＋50℃（結露しないこと） 
120（W）×103（D）×29（H）mm（突起物を除く） 
約280g（本体のみ） 

室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m 
 

2.4GHz帯（全13ch） 
 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 

インターフェイス RJ-45型×1
光ファイバー、ADSL（xDSL）、CATV 
（ONU／モデムなどが別途必要） 

RJ-45型×1

WPA2、WPA、WPA2-PSK、WPA-PSK、 
IEEE802．1X/EAP、OCB AES（128bit）、 
WEP（64/128/152bit）、MACアドレスフィルタリング 

■AP-50RWのおもな定格

サポート規格 

伝送方式 （802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式  単信 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

ワイヤレスアクセスポイント（ルータ機能付き）

ワイヤレスアクセスポイント（ルータ機能付き）

オープン価格   JANコード 4909723904120

・ファームウェアの更新によって5.2GHz帯（4ch）
 のみ新チャンネル（W52）に対応

�����������	


�����������

��� ������

無線LANカード

暗号化認証方式WPA※1、WPA-PSK※1、
802.1X/EAP※2 対応

無線LANカード

オープン価格   JANコード 4909723903901

・ファームウェア・ドライバの更新によって5.2GHz帯の
新チャンネル（W52）および従来チャンネル（J52）に対応

�����������	
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非圧縮データを圧縮して送信するなどして高速通
信を実現する「Super AG」機能を搭載。また「XR
（eXtended Range）」機能を使えば通信可能エリ
アを拡大できます。ワイヤレス通信の高速化、長距離
化を実現して快適なネットワーク環境を構築できます。 
・本機能は製品に採用している米国Atheros Communications社製 
 無線LANチップセットに搭載されている無線LAN高速化技術および長 
 距離化技術です。 
・本機能の使用には、通信相手の無線LAN機器も「Super AG」また 
 は「XR」に対応する必要があります。 

※1 パソコンのOSはWindows  XP SP1以降でWindows  XP Wireless 
　　Protected Accessサポート修正プログラムをご使用ください。 
※2 パソコンのOSは Windows  XP、Windows  2000 SP4以降をご使
　　用ください。 
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［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 
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［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 

■その他の機能群
＜ルータ＞
○スパニングツリー機能 ○PPPoEクライアント機能（2セッショ
ン対応） ○DHCPクライアント機能（WAN側） ○ステルス機
能（PING拒否） ○複数固定IPサービス対応 ○VPN（PPTP）
パススルー ○UPnP対応　○NAT/IPマスカレード（動的/静
的、DMZ対応） ○DNS代理応答 ○動的（RIP、RIP2）/静的
ルーティング ○IPフィルタ（パケットフィルタリング）  
＜無線LAN＞
○WMM機能対応※ ○アクセスポイント間無線通信 ○送信出力
可変 ○負荷分散（接続台数制限） ○11g保護機能 ○無線端末間
通信禁止機能 ○ローミング機能 ○MACアドレスフィルタリング 
○SSID設定（ANY接続拒否） ○RTS/CTSスレッシュホールド  
＜その他＞
○デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ ○イーサネッ
ト電源供給（802．3af準拠） ○SNMP対応（MIB/MIB2/　
PrivateMIB） ○DHCPサーバ（静的も可能） ○SYSLOG 
○NTPクライアント（内部時計自動設定） ○ファームウェア
のバージョンアップ機能 ○Webブラウザ/TELNETメンテ
ナンス ○管理者ID設定 ○管理者IP登録 

無線LANの高速化技術「Super AG」、
長距離化技術「XR」対応

高度なセキュリティ機能 WPA2、
802．1X/EAP、OCB AESなど対応

○AH-104  平面アンテナ 
　￥31,500（税込）  JANコード 4909723903451

○AH-156  卓上型無指向性アンテナ 
　￥10,290（税込）  JANコード 4909723904519

○AH-157 卓上型平面アンテナ 
　￥10,290（税込）  JANコード 4909723904526

○ＭＢ-102壁面取付プレート（マグネット付き） 
　￥6,300（税込）  JANコード 4909723904045

○RS-AP1 アクセスポイント集中管理ソフトウェア 
　オープン価格 JANコード 4909723903925

■オプション

オープン価格 
JANコード 4909723904366

アンテナ

WAN側ポート
〈ONU/モデムなどへ〉

有線LANポート
〈有線LAN（100BASE-T/
100BASE-TX）〉

DCジャック
〈付属のACアダプターへ〉

アース端子

モードスイッチ

■各部の名称

インターネット
ONU 
/モデム 

RADIUSサーバ 
HUB

無線LANカード 無線LANカード 

AP-50RW

ワイヤレスLANユニット 

《AP-50RＷ無線LAN構築図》

■AH-157

■AH-156

オープン価格 
JANコード 4909723904380

アンテナ（2本）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、
CD-ROM（ユーティリティソフト）、ACアダプター 

■おもな付属品

CD-ROM（ユーティリティソフト） 
■おもな付属品

※本製品はWi-Fi AllianceよりWMM認定されていません（2006年1月現在） 
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○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○AH-156 卓上型無指向性アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904519

○AH-157 卓上型平面アンテナ  
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904526

○MB-102 壁面取付プレート 
　（マグネット付き） 
　￥6,300（税込） JANコード 4909723904045

■オプション

マルチクライアント機能に対応 
本製品に、複数のパソコンやネットワーク周辺機器※

を接続（スイッチングハブが必要）して、無線データ通信
を実現するマルチクライアント機能に対応。また、容易
な接続設定ができるウィザードソフトを付属しています。 

強固な暗号化方式OCB AES、
暗号化認証方式WPA-PSK対応

■おもな付属品
アンテナ（2本）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、
CD-ROM（ユーティリティソフト）、ACアダプター 

■おもな付属品
アンテナ（1本）、USBケーブル（約1.5m）、 
CD-ROM（ユーティリティソフト） 

LED表示 Super AG

OCB AES各種アンテナ対応

WMM 送信出力可変スマートローミング対応コンパクト設計

WPA-PSK

ワイヤレスLANユニット

パソコンの有線LANポートに接続して、ワイヤレス通信を実現する無線LANユニット。 

IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53対応） 
（国内標準規格）ARIB STD-T71

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯、5.3GHz帯（全12ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

●一般仕様 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

通信速度 

本体設定 

電源 
消費電流（参考値） 
使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

最大伝送距離（見通し） 
 

最大伝送距離（見通し） 

●無線LAN部（802.11g/b） 
室内約30m

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式単信 

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

専用ユーティリティ（Windows　対応）/ 
Webブラウザ/TELNET

●有線LAN部 

サポート規格 IEEE802.3準拠（10BASE-T）、 
IEEE802.3u準拠（100BASE-T） 

インターフェイス RJ-45型×１ 
プロトコル TCP/IP

DC12V±5%（付属品のACアダプターを使用)
1.0A（最大） 
0℃～＋50℃（結露しないこと） 
120（W）×103（D）×29（H）mm（突起物を除く） 
約260g（本体のみ） 

室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠（国内標準規格） 
ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 

●無線LAN部共通仕様 

SSID
送信出力 10mW/MHz以下 
アンテナ デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ 

OCB AES（128bit）、WEP（64/128/152bit）、 
WPA-PSK（使用する暗号化方式はAES/TKIP） 

■SE-50Wのおもな定格 

SSIDWEP 10/100BASE LAN

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

有線LANインターフェイスを装備しているパソコンなら、
Windows 搭載製品に限らず、MacintoshやLinux
でも、本製品と接続することでワイヤレス通信を実現
します。また、ネットワークプリンタ、IPカメラなどの周
辺機器のデータ通信を無線化することができます。 
・有線LANポートを装備する周辺機器の全てに対応することを保証するもの
ではありません。 
・無線LANは802.11a（J52/W52/W53）および802.11g/bに対応し
ています。 
・通信チャンネルは接続先の無線LANアクセスポイントに合わせて自動切替します。 

有線LANインターフェイス搭載

＜無線LAN＞ 
○WMM機能 ○送信出力可変 ○スマートローミング機能 
○グループ通信SSID ○RTS/CTS スレッシュホールド 
＜その他＞ 
○デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ ○ファームウ
ェアのバージョンアップ機能 ○Webブラウザ設定/TELNETメ
ンテナンス（Windows ） ○管理者ID設定 

■その他の機能群

〈構築例〉

■各部の名称

アンテナ
モードスイッチ

有線LANポート
〈端末パソコンなどへ〉

DCジャック
〈付属のACアダプターへ〉

アース端子

■AH-104

インターネット
SE-50W

IPカメラ

ネットワーク
プリンタ

ONU/
モデム

無線LAN
アクセスポイント
（ルータ機能付き）

デスクトップPC
（Macintosh/Linux）

SE-50W

SE-50W

ノートPC
（Windows  ）

HUB

高速化技術「Super AG」、
長距離化技術「XR」対応

高速化技術「Super AG」対応
ワイヤレス通信の高速化を実現して快適なネットワ
ーク環境を構築できる「Super AG」機能搭載して
います。 
・本機能は製品に採用している米国Atheros Communications社製無線
LANチップセットに搭載されている無線LAN高速化技術です。 
・本機能の使用には、通信相手の無線LAN機器も「Super AG」に対応する
必要があります。 

ワイヤレスLANユニット（USB対応）

〈対応OS〉Windows  XP（SP2以降）、Windows  2000（SP4以降）

USBインターフェイスに対応した無線LANユニット 

IEEE802.1１a準拠（J52/W52/W53対応） 
（国内標準規格）ARIB STD-T7１ 

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯、5.3GHz帯（全１2ch） 
 54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

サポート規格 

●一般仕様 

伝送方式 

伝送方式 

使用周波数範囲 

使用周波数範囲 

通信速度 

通信速度 

最大伝送距離（見通し） 
 

最大伝送距離（見通し） 

●無線LAN部（802.11g/b） 
室内約30m

USB（2.0/１.１） 
DC5V±5%電源 

0℃～＋50℃（結露しないこと） 
70（W）×50（D）×2１（H）mm（突起物を除く） 
 

外形寸法 

インターフェイス 

使用温度範囲 

重量 約55g（付属のUSBケーブルを除く） 

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式単信 

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 
室内 約30m 
オープンスペース：（802.11g）約30m、（802.11b）約70m

2.4GHz帯（全13ch） 

IEEE802.１１g/IEEE802.１１b準拠（国内標準規格） 
ARIB STD-T66

セキュリティ 

グループ通信 

●無線LAN部共通仕様 

SSID
送信出力 10mW/MHz以下 
アンテナ デュアルバンド対応アンテナ 

WPA、WPA-PSK（使用する暗号化方式はAES/TKIP）、 
IEEE802.1X/EAP、WEP（64/１28/１52bit） 

■SU-50Wのおもな定格 

＜無線LAN＞ 
○ローミング機能 ○グループ通信SSID

■その他の機能群

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○AH-156 卓上型無指向性アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904519

○AH-157 卓上型平面アンテナ 
　￥10,290（税込）JANコード 4909723904526

■オプション

XR

LED表示 Super AG

WPA-PSK

WPAIEEE802.1X/EAPローミング対応コンパクト設計

SSIDWEP USB（2.0/1.1）

各種アンテナ対応

�����������	


�����������
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［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 

外部アンテナ対応
本体はコンパクトボディながら、外部アンテナ端子を
装備していますので、オプションアンテナを使用する
ことで、通信距離を延長できます。 

802.11a（J52/W52/W53）、
802.11g/b無線LAN対応

無線LANは通信チャンネル数を拡張した802.11a
（J52/W52/W53）、および802.11g/bに対応。
通信チャンネルは接続先の無線LANアクセスポイン
トに合わせて自動切替します。 
・802.11aでのアドホックモードはW52のみ対応します。 

USB接続で無線伝送
USB（2.0または1．1）ポートを搭載したパソコンに
接続してデータ通信を無線化。電源は、接続先のパ
ソコンから供給されますので外部電源は不要です。 
・USB（1.1）使用時は通信速度が低下します。 

SU-５０Ｗ

SU-５０Ｗ

インターネット

HUB ONU/モデム

WPA対応
無線LANアクセスポイント
AP-５１００AＷ/AP-５０Ｗなど

RADIUSサーバ
（認証サーバとして利用）

ワイヤレスLANユニット

オープン価格   JANコード 4909723904007

・ファームウェア・ドライバの更新によって5.2GHz帯の
新チャンネル（W52）および従来チャンネル（J52）に対応

�����������	
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オープン価格 
JANコード 4909723904472

�����������	


�����������

��� ������

［新チャンネル８０２．１１ａ対応］ 

オープン価格 
JANコード 4909723904595

認証セキュリティ機能WPA、
WPA-PSK、802.１X/EAP対応

・EAPはEAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP（EAP-MSCHAPv2）に対応。 

■AH-157

500mA（最大） 消費電流（参考値） 
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802.11g無線LANの2系統同時通信を実現、VLAN機能にも対応したビル間通信ユニット。 

ビル間通信ユニット

オープン価格 JANコード 4909723904168

送信出力可変機能は、無線LAN機器同士の通信エリ
アの重複を最小に制御して、電波干渉を回避します。
また、不要なエリアへの漏れ電波を抑制してセキュリ
ティの向上も図れます。負荷分散機能は、一台の無線
LANアクセスポイントに接続できる無線LAN端末の
数を制限し、アクセス数の偏りを防ぎます。 

送信出力可変、負荷分散(端末接続台数制限)

通常の経路に障害が発生した場合にも、迂回経路を確保
できるなど冗長性に優れたネットワーク構築を実現する
スパニングツリー機能を搭載しています。 

スパニングツリー機能

ネットワークの見かけ上の接続形態に依存せずに、任
意の端末を組み合わせて最大17グループ※（無線
LAN端末を含む）を構築できるVLAN（Virtual LAN）
機能に対応しています。 
※既存の1つと仮想LAN１６グループの合計１７グループ。 
・IEEE802.1Q準拠のスイッチングハブなどと併用してVLANを構築できま 
 すが、対応製品などは事前にご確認ください。 

タグVLAN（バーチャルLAN）対応

SB-5100PAパラボラアンテナ同士では、最大約
10km（802.11gモード〈12Mbps〉通信時）の長距
離通信を実現しますので、大規模な地域イントラネット
を構築することもできます。 

最大約１０kmの通信距離を実現

LED表示 タグVLAN

IPルーティング AP間無線通信 Super G各種アンテナ対応 送信出力可変イーサネット電源供給

ブリッジモード 長距離通信モード アクセスポイントモード SNMPローミング対応

RIP・RIP2

負荷分散 スパニングツリー 屋外設置対応 IEEE802.1X/EAPDHCPサーバ WPA-PSK OCB AES

WEP MACアドレス SSID（ANY接続拒否） 10/100BASE LAN

○AH-150 指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903550

○AH-150S 指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903567

○AH-152 指向性ロングアンテナ 
　￥84,000（税込） JANコード 4909723903581

○AH-151VR 無指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903949

○AH-153 無指向性ショートアンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723904182

○AH-154 カージオイドアンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723904199

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○FL-332S 同軸避雷器(防雨型)　 
　￥18,900（税込） JANコード 4909723903895

■オプション

強固な暗号化方式を用いたOCB AESと普及タイプの
WEPを搭載。さらに、アクセスポイントモードでは、ユー
ザ認証方式802.1X/EAP※1及び暗号化認証方式
WPA-PSK※2（暗号方式AES/TKIP）に対応しています。 
※1 端末側の対応OSはWindows　XP、Windows　２０００ SP４以降です。 
※2 端末側の対応OSはWindows　XP SP１以降およびWindows　XP  
　　Wireless Protected Accessサポート修正プログラムをご使用ください。 
・OCB AESとAESは互換性がありません。 
・EAPはTLS/TTLS/PEAPに対応予定です。 

強固なセキュリティ機能

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

ビル間通信ユニット

オープン価格 
・パラボラアンテナの通信は802.11gモードのみです。

JANコード 4909723904205

パラボラアンテナタイプ

・アンテナは別売ですので、用途に合わせてお選びください。SB-5100PAはパラボラアンテナが付属します。
・本製品の最大伝送距離は環境により異なりますので、長距離通信を構築されるお客様は事前にご相談下さい。

イーサネット電源供給ユニット、イーサネットケーブル（20m、
本体直付け）、イーサネットケーブル（ストレート3m）、アー
ス線（約3m）、ACアダプター(SA-3用)、各種取付用金具、
CD-ROM（ユーティリティソフト）、パラボラアンテナ（SB-
5100PAのみ） 

■おもな付属品＜ルータ＞ 
○動的（RIP/RIP2）/静的ルーティング 
＜無線LAN＞ 
○アクセスポイント間無線通信 ○11g保護機能 ○無線端末間通
信禁止機能 ○時間帯接続利用制限（アクセスポイントモード時） 
○ローミング機能 ○MACアドレスフィルタリング ○SSID設定
（ANY接続拒否） ○RTS/CTSスレッシュホールド 
＜その他＞ 
○SNMP ○DHCPサーバ（静的も可能） ○SYSLOG ○NTPク
ライアント（内部時計自動設定） ○ファームウェアのバージョンアッ
プ機能 ○Webブラウザ/TELNETメンテナンス ○管理者ID設定 
○管理者IP登録　 

■その他の機能群

仕様 

2.4GHz帯（全13ch） 
（802.11g）54Mbps（理論値） 
 ・長距離通信モード時は36Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部 

伝送方式 

使用周波数範囲 

通信速度 

最大伝送距離（見通し） 
 

送信出力 

セキュリティ 

グループ通信 

10mW/MHz以下 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

OCB AES（128bit）、WEP（64bit/128bit/152bit） 
〈アクセスポイントモード時〉MACアドレスフィルタリング 
（2つの無線LAN部それぞれにおいて最大登録台数256台） 

■SB-5100/SB-5100PAのおもな定格 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠  
（国内標準規格）ARIB STD-T66

 【IEEE802.11g】 
  パラボラアンテナ～パラボラアンテナ（802.11gモード〈12Mbps〉通信時） 
  指向性ロングアンテナ（AH-152）～指向性ロングアンテナ（AH-152） 
  指向性アンテナ（AH-150/150S）～指向性アンテナ（AH-150/150S） 
  指向性アンテナ（AH-150/150S）～無指向性アンテナ（AH-151VR） 
  指向性アンテナ（AH-150/150S）～無指向性ショートアンテナ（AH-153） 
  カージオイドアンテナ（AH-154）～カージオイドアンテナ（AH-154） 
  平面アンテナ（AH-104）～平面アンテナ（AH-104） 
  アクセスポイントモード時（802.11g）約30m、（802.11b）約70m

 
・・・約10km 

・・・・・・・・・・約4km 
・・・・・・・約1km 

・・・・・・・約0.5km 
・・・約0.3km 

・・・・・・・・・約0.2km 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約0.4km

サポート規格 

インターフェイス 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 
RJ-45型×1

●一般仕様 

●有線LAN部 

本体接続台数 

端末台数（PC） 

最大256台〈ブリッジモード時〉・10台以下を推奨 

本体設定 Webブラウザによる設定/TELNET

電源 
DC48V±10% 
（付属品のイーサネット電源供給ユニットおよびACアダプターを使用） 

消費電流（参考値） 
最大220mA（100Ω以下/1kmの直流抵抗の 
　　　　　　　LANケーブル〈100m以内〉使用時） 

防水レベル JIS保護等級4（防まつ形）相当 
使用温度範囲 0℃～＋50℃（結露しないこと） 

外形寸法 171（W）×71（D）×229（H）mm（突起物を含まず） 
重量 約1.8kg（本体直付けケーブルを含む） 

アンテナコネクタ SMA-J型（SB-5100PAのパラボラアンテナ装着コネクタはN-J型） 
ケーブル長 約20m
適合マスト径 φ40～60mm

〈ブリッジモード時〉最大1024台（本体接続台数を含む） 
〈アクセスポイントモード時〉最大256台・10台以下を推奨 

 

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式 単信 

●SB-5100/SB-5100PAは、当社従来品のSB-150、SB-120
とは通信できません。
●指向性ロングアンテナタイプを複数台導入する場合、ARIB STD-
T66の規定により40m以上の距離を離して設置する必要があり
ます。また、1台のSB-5100に複数の指向性ロングアンテナを取
り付けることはできません。
●パラボラアンテナタイプのSB-5100PAは、40m以内に2台まで
設置することができます。
●SB-5100PAには付属のパラボラアンテナと、1つのオプション
アンテナを取り付けて使用することができます。ただし、指向性ロ
ングアンテナを取り付けた場合は、別の指向性ロングアンテナを
取り付けたSB-5100/SB-5100PAと40m以上の距離を離し
て設置する必要があります。

・その他の詳細に関してはお問い合わせ願います。

最大約10km

■パラボラアンテナ＋指向性アンテナの構築例■指向性アンテナの構築例

1台に2本のアンテナを接続する場合は、アンテナ間はなるべく離して設置することをお奨めします。 

■指向性アンテナ＋無指向性アンテナの構築例

■SB-5100/SB-5100PA構築例

ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
間

無
線
通
信

■指向性アンテナ＋平面アンテナ（アクセスポイントモード）の構築例

アンテナタイプは、指向性/指向性ロング/無指向性/
無指向性ショート/カージオイド/平面アンテナをオプ
ションでラインナップ。導入環境に合わせて選択して
いただけます。パラボラアンテナのみSB-5100PA
の付属品となります。 

7種類のアンテナタイプ

付属のイーサネット電源供給ユニットを使いLANケー
ブルで電源供給を行うことができます。また、IEEE 
802.3afに準拠したPoE(Power over Ethernet)
に対応しており、PoE対応のHubなどに接続して受電
することもできます。 

LANケーブルで給電(802.3af準拠)

SB-5100と
指向性アンテナ
（AH-150、オプション）
2本の設置例

パラボラアンテナタイプ
SB-5100PA

本体下部のLED
ランプで下から
の動作確認が可
能です。 

イーサネット電源供給ユニット 
（付属品） 

イーサネット電源供給ユニット 
（付属品） 
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屋外設置に対応防水・防塵構造（JIS保護等級4防まつ形相当）

屋外で高速無線LAN（802.11g準拠）の2系統同時
通信を実現します。複数の拠点間ネットワークには、1
台で中継局を構築できコストダウンにも有効です。 
※本製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LANチ   
　ップセットに搭載されている無線LAN高速化技術です。 

無線LANの2系統同時通信
高速化技術「Super G※」対応　　

本体設定画面において、BSSID検出一覧表※から接続を
希望するビル間通信ユニットのBSSIDを選択・設定する
ことで簡単に通信相手やグループの設定が完了します。 
※通信チャンネルとSSIDが一致したビル間通信ユニットを検出します。 

無線LANブリッジ簡易設定機能

2系統の無線LAN部において、建物間通信を行うブリ
ッジモードと無線スポット等を構築できるアクセスポイ
ントモードのいずれかを設定できます※。ブリッジモー
ドではレイヤー2に加えIPルーティングが可能なレイ
ヤー3にも対応しています（無線～有線間）。 
※SB-5100PAのWIRELESS１はパラボラアンテナ装着専用（ブリッジモード）です。 
・IPルーティング機能（レイヤー3）を使用した１つの無線通信部での中継（無
線と無線の中継）は、 本来の通信品質が得られない場合があります。       

ブリッジモード、アクセスポイントモード

・オプションアンテナの仕様はP.24に記載しています。 
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建物間を高速無線LANで接続するアンテナ内蔵/外付けタイプのビル間通信ユニット 

ビル間通信ユニット

ブリッジモード

￥129,150
（本体価格￥123,000、消費税等￥6,150）

JANコード 4909723904106

LED表示 コンパクト設計 アクセスポイントモード ローミング対応 SNMP

IPフィルタ（ルーティングモード時のみ）IPルーティング

RIP・RIP2

各種アンテナ対応（SB-510EAのみ） AP間無線通信 Super G 送信出力可変イーサネット電源供給

負荷分散 スパニングツリー 屋外設置対応 WPA-PSKDHCPサーバ OCB AES WEP

MACアドレス SSID（ANY接続拒否） 10/100BASE LAN

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

ビル間通信ユニット
￥129,150
（本体価格￥123,000、消費税等￥6,150）
JANコード 4909723904113

イーサネット電源供給ユニット（SA-3）、イーサネットケーブル（約5m、本体
直付け）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、アース線（約3m）AC
アダプター（SA-3用）、各種取付用金具、CD-ROM（ユーティリティソフト） 

仕様 

2.4GMHz帯（全13ch） 
（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部 

伝送方式 

使用周波数範囲 

通信速度 

最大伝送距離（見通し） 
 

送信出力 

セキュリティ 

グループ通信 

10mW/MHz以下 

SSID（ANY接続拒否機能対応） 

OCB AES（128bit）、WEP（64/128/152bit） 
（アクセスポイントモード時）WPA-PSK（使用する暗号化 
方式はAES/TKIP）、 
MACアドレスフィルタリング（最大登録台数256台） 

■SB-510/SB-510EAのおもな定格 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠  
（国内標準規格）ARIB STD-T66

 【IEEE802.11g】 

  SB-510EA指向性ロングアンテナ(AH-152) 

　～SB-510EA指向性ロングアンテナ(AH-152) 

  SB-510EA指向性アンテナ(AH-150/150S) 

　～SB-510EA指向性アンテナ(AH-150/150S) 

  SB-510EAカージオイドアンテナ(AH-154) 

　～SB-510EAカージオイドアンテナ(AH-154) 

  SB-510EA指向性アンテナ(AH-150/150S) 

　～SB-510EA無指向性アンテナ(AH-151VR) 

  SB-510EA指向性アンテナ(AH-150/150S) 

　～SB-510EA無指向性ショートアンテナ(AH-153) 

  SB-510EA平面アンテナ(AH-104) 

　～SB-510EA平面アンテナ(AH-104) 

  SB-510内蔵アンテナ 

　～SB-510内蔵アンテナ 

  アクセスポイントモード時（802.11g）約30m、（802.11b）約70m

 

 

 

・・・・・・・約4km 

 

・・・・・・約1km 

 

・・・・・・約0.2km 

 

・・・・・・約0.5km 

 

・・約0.2km 

 

・・・・・・・・・・・・・約0.4km 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約0.3km

サポート規格 

インターフェイス 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠（100BASE-TX） 
RJ-45型×1

●一般仕様 

●有線LAN部 

本体接続台数 

端末台数（PC） 

最大256台〈ブリッジモード時〉・10台以下を推奨 

本体設定 Webブラウザによる設定/TELNET

電源 DC48V±10% 
（付属品のイーサネット電源供給ユニットおよびACアダプターを使用） 

消費電流（参考値） 

防水レベル JIS保護等級4（防まつ形）相当 

200mA以下（PoEユニット使用時） 

使用温度範囲 0℃～＋55℃（結露しないこと） 

外形寸法 140（W）×50（D）×120（H）mm（突起物を含まず） 
重量 約810g（本体直付けケーブルを含む） 
アンテナコネクタ SMA-J型 

ケーブル長 約5m（オプション約20m） 
適合マスト径 φ40～60mm

〈ブリッジモード時〉最大1024台（本体接続台数を含む） 
〈アクセスポイントモード時〉最大256台・10台以下を推奨 

 

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式 単信 

■SB-510 ■SB-510EA

本体下部の
LEDランプ
で下からの
動作確認が
可能です。 

・記載のすべての機能に対応する無償ファームウェアはWAVEMASTER　ホームページからダウンロードしていただけます。

イーサネット電源供給ユニット（付属品） 
 （イーサネット電源供給ユニットは両製品ともに付属します。） 

無線LANブリッジ簡易設定機能

802.11g高速無線LAN「Super G」にも対応　
無線LAN規格802.11gに準拠し、屋外で高速な無線
データ通信を実現します。さらに、無線LANの高速化
技術「Super G※」にも対応しています。 
※本製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LANチッ 
　プセットに搭載されている無線LAN高速化技術です。 

アンテナ内蔵タイプ

アンテナ外付けタイプ
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■おもな付属品

指向性ロングアンテナ
設置例

無指向性
アンテナ
設置例

指向性
アンテナ
設置例

より耐候性に優れた堅牢ボディ、802.11gの2系統同時通信対応ビル間通信ユニット。

ビル間通信ユニット

〈受注生産品〉

ビル間通信ユニット

〈受注生産品〉

・アンテナは別売ですので、用途に合わせてお選びください。SB-5500PAはパラボラアンテナが付属します。

・SB-5500と
 指向性アンテナ
 （AH-150、オプション）
 2本の設置例

耐候性に優れたダイキャストケースを採用、
（JIS保護等級4防まつ形相当）
使用温度範囲－5℃～＋50℃（常時通電時）
・寒冷地仕様（使用温度範囲－20℃～＋55℃、ヒーター内蔵）もご用意。

最大伝送距離約10kmを実現
（SB-5500PAパラボラアンテナ同士の802.11g〈12Mbps〉通信時）

高度な暗号化セキュリティOCB AES、
　暗号化認証方式WPA-PSKを搭載
17グループの仮想LAN構築が可能な
　タグVLAN対応（802.1Q準拠）
ブリッジモード、および無線スポットを
　構築できるアクセスポイントモードに対応

無線LAN（802.11g、「Super G」対応）の
2系統同時通信が可能 

無線LANは802.11gに準拠し、
高速化技術「Super G」にも対応

堅牢ボディのダイキャストケースを採用
（JIS保護等級4防まつ形相当）

WPA、IEEE802.1X/EAP、OCB AES、
WEPなど高度なセキュリティ機能を搭載

最大17グループの仮想LANの構築が可能な
タグVLAN機能対応

メディアコンバータ搭載可能
PoE出力機能搭載可能

外付けアンテナを2つ装着できる
ダイバーシティ方式に対応可能

オプションアンテナは、指向/無指向/
カージオイド/パラボラ※等から選択可能 

※パラボラアンテナのみSB-5500PAの付属品です。オプションアンテナの
情報はP.24をご覧ください。 

100V仕様PoE出力機能搭載（当社指定製品のみ）

・SB-5500、SB-5500PAともに、
 メディアコンバータ搭載モデルもご用意しています。

屋外設置対応、802.11gの2系統同時通信が可能な無線LANアクセスポイント。ニーズに合わせた各種機能のカスタマイズ搭載も可能。

ワイヤレスアクセスポイント

〈受注生産品〉

・パラボラアンテナの通信は802.11gモードのみです。

パラボラアンテナタイプ
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オープン価格 
JANコード 4909723904434

オープン価格 
JANコード 4909723904359

オープン価格 JANコード 4909723904441

最大伝送距離約4km〈ブリッジモード〉

SB-510EA 
＋指向性ロングアンテナ 

SB-510 SB-510

SB-510EA 
＋指向性ロングアンテナ 

〈アクセスポイントモード〉

SB-510EA 
＋無指向性アンテナ 

当社ワイヤレスLANユニット 
SE-3000EA＋指向性アンテナ 
またはSE-3000

無線LANカード 

無線LANカード 

・ARIB STD-T66の規定により、指向
性ロングアンテナタイプを複数台導入
する場合、40mの距離を離して設置す
る必要があります。 

＜無線LAN＞
○セキュリティWPA-PSK、OCB AES搭載 ○ブリッジモード（レイヤ
ー2/レイヤー3）、アクセスポイントモード対応 ○11g保護機能 ○無
線端末間通信禁止機能 ○ローミング機能 ○MACアドレスフィルタリ
ング ○SSID設定（ANY接続拒否） ○RTS/CTSスレッシュホールド 
＜その他＞
○SNMP ○DHCPサーバ(静的も可能)  ○SYSLOG  ○NTPクライアント(内部時計
自動設定) ○Webブラウザ/TELNETメンテナンス ○管理者ID設定 ○管理者IP登録 

■その他の機能群

○AH-150 指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903550
○AH-150S 指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903567
○AH-152 指向性ロングアンテナ 
　￥84,000（税込） JANコード 4909723903581
○AH-151VR 無指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903949
○AH-153 無指向性ショートアンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723904182
○AH-154 カージオイドアンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723904199

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451
○MB-89 角度可変アダプター＜SB-510用＞　 
　￥10,500（税込） JANコード 4909723902584
○MB-91 壁面取付プレート　 
　￥9,450（税込） JANコード 4909723902690
○OPC-1222 イーサネットケーブル 
　￥10,500（税込） JANコード 4909723903475
○FL-332S 同軸避雷器(防雨型)　 
　￥18,900（税込） JANコード 4909723903895

■オプション

LANケーブルで給電できる
PoE対応(802.3af準拠)

・オプションアンテナの仕様はP.24に記載しています。 
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＜無線LAN＞ 
○送信出力可変機能 ○負荷分散（接続台数制限）機能 
○時間帯接続制限設定 ○１１g保護機能 ○ローミング機
能 ○MACアドレスフィルタリング ○SSID設定（ANY接
続拒否） ○RTS/CTSスレッシュホールド 
＜その他＞ 
○DHCPサーバ（静的も可能） ○SYSLOG ○NTPクライ
アント（内部時計自動設定） ○ファームウェアのバージョン
アップ機能 ○Webブラウザ/TELNETメンテナンス ○管理
者パスワード設定 ○管理者IP登録 

■その他の機能群

イーサネット電源供給ユニット、イーサネットケーブル（ストレ
ート約5m、本体直付け）、イーサネットケーブル（ストレート
約3m）、アース線（約3m）、ACアダプター、各種取付用金具、
CD-ROM（ユーティリティソフト） 

■おもな付属品

アンテナは内蔵アンテナと外付けアンテナ（オプショ
ン）を併用することができます。この2つのアンテナ
をダイバーシティで働かせて、より安定した無線LAN
通信環境を構築できます(一方のアンテナだけの動
作も可能)。 

内蔵/外付けアンテナ対応

見かけ上のネットワーク構成に依存せずに、
任意の端末(無線LAN端末を含む)を組み合
わせ最大１７の独立したLAN※として機能さ
せることができるタグVLAN機能に対応。
本体に無線LANのSSIDとVLAN IDを関連
付けて設定すれば、パケットに挿入される
VLAN IDなどの情報タグを基に通信を制御
します。 
※既存の１つと仮想LAN１６グループの合計１７グループ。 
・IEEE８０２．１Q 準拠のスイッチングハブなどと併用してVLAN 
 を構築できますが、対応製品などは事前にご確認ください。 

タグVLAN（バーチャルLAN）対応

無線LAN規格802.11a/g（切替方式）の準拠に加え、
高速化技術の「Super AG※」に対応しています。 
※本製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LANチ 
　ップセットが搭載する無線LAN高速化技術です。 
・本機能の使用には、通信相手の無線LAN機器も「Super AG」に対応する 
  必要があります。 

802.11a/g（Super AG）対応

無線LANサービスエリア内で稼働する無線LANアク
セスポイントや無線LAN端末を自動で検出して、各
機器が使用するチャンネル/電波強度/暗号化方式
/BSSID/SSIDを最大32件分を設定画面に表示。
導入場所の電波状況や通信障害等の調査に役立ち
ます。また、任意で選択、設定した無線LANの通信チ
ャンネルから、実際に使用するチャンネルを自動で設
定できます。 

LANケーブルを介して電源供給を行うPoE（802.3af
準拠）に対応しています。付属品のイーサネット電源
供給ユニットを使うか、PoE対応スイッチングハブ等に
接続して受電できます。 

LANケーブルを介して
電源供給（802.3af準拠）が可能

サイトサーベイ（通信環境調査）機能、
無線LANの自動チャンネル設定機能搭載

イーサネット電源供給ユニット（付属品） 

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯（全4ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 
伝送方式 
使用周波数範囲 
通信速度 
最大伝送距離（見通し） 
●無線LAN部（802.11g/b） 

（当社無線LANカードとの通信時）室内約30m

■AP-510のおもな定格 

IEEE802.11a（J52対応）準拠（国内標準規格）ARIB STD-T71

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式 単信 
2.4GHz帯（全13ch） 
（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

サポート規格 

伝送方式 

使用周波数範囲 

通信速度 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

サポート規格 

RJ-45型×1インターフェイス 

●有線LAN部 

●無線LAN部共通仕様 

●一般仕様 

本体設定 

電源 

使用温度範囲 
外形寸法 
重量 

Webブラウザによる設定/TELNET
端末接続台数（ PC ） 最大63台（無線LAN部には10台以下を推奨） 

DC48V±10% 
（付属品のイーサネット電源供給ユニット使時用） 

0℃～＋55℃（結露しないこと） 
防水レベル JIS保護等級4（防まつ形）相当 

140（W）×50（D）×120（H）mm（突起物を除く） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠 (100BASE-TX)

最大伝送距離（見通し） 
 

送信出力 
グループ通信 

（当社無線LANカードとの通信時） 
（802.11g）室内・オープンスペース約30m 
（802.11b）室内約30m、オープンスペース約70m

10mW/MHz以下 
SSID（ANY接続拒否機能対応） 

セキュリティ 

WPA、WPA-PSK（使用する暗号化方式は 
AES/TKIP）、IEEE802.1X/EAP、 
OCB AES（１２８bit）、WEP（６４/１２８/１５２bit）、 
MACアドレスフィルタリング（最大登録台数２５６台） 

約960g（本体直付けケーブルを含む） 

アンテナコネクタ SMA-J型 
ケーブル長 約5m（オプション約20m） 
適合マスト径 φ40～60mm

○AH-150 指向性アンテナ 
　¥63,000（税込） JANコード 4909723903550

○AH-150S 指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903567

○AH-152 指向性ロングアンテナ 
　￥84,000（税込） JANコード 4909723903581

○AH-151VR 無指向性アンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903949

○AH-153 無指向性ショートアンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723904182

○AH-154 カージオイドアンテナ 
　￥63,000（税込） JANコード 4909723904199

○AH-104 平面アンテナ 
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○MB-89 角度可変アダプター　 
　￥10,500（税込） JANコード 4909723902584

○MB-91 壁面取付プレート　 
　￥9,450（税込） JANコード 4909723902690

○OPC-1222 イーサネットケーブル 
　￥10,500（税込） JANコード 4909723903475

○FL-332S 同軸避雷器(防雨型)　 
　￥18,900（税込） JANコード 4909723903895

■オプション

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

本体下部のLED
ランプで下から
の動作確認が可
能です。 

■選べるオプションアンテナ

・MB-89の使用例 

■MB-89 ■MB-91

■FL-332S

消費電流（参考値） 200mA以下（PoEユニット使用時） 

内蔵アンテナ・外付けアンテナの両対応、無線スポット用ワイヤレスアクセスポイント。 

無線スポット用ワイヤレスアクセスポイント

￥105,000（本体価格￥100,000、消費税等￥5,000） 
JANコード 4909723904229

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98SE、Windows  Me、Windows  2000

暗号化認証方式WPAに対応※1。併用するRADIUS
サーバが、ユーザ認証と暗号鍵の生成・配布を行います。
またRADIUSサーバを用いないWPA-PSK※1も搭載。
いずれも併用する暗号化方式はAES/TKIPを選択
できます。さらに、ユーザ認証方式IEEE802.1X/　
EAP※2にも対応しています。 
※1 端末側の対応OSはWindows　XP SP1以降及びWindows　XP  
　　Wireless Protected Accessサポート修正プログラムをご使用ください。 
※2 端末側の対応OSはWindows　XP、Windows　2000 SP4以降で 
　　す。別途RADIUSサーバが必要です。 
・EAPはEAP-TLS/TTLS/PEAPに対応。 
・OCB AESとAESは互換性がありません。 

高度な暗号化認証セキュリティ
WPA、WPA-PSK

LED表示 コンパクト設計 アクセスポイントモード

WPA-PSK

WPA

WEPOCB AES MACアドレス SSID（ANY接続拒否） 10/100BASE LAN

ローミング対応 SNMP Super AG各種アンテナ対応

イーサネット電源供給 屋外設置対応 IEEE802.1X/EAPDHCPサーバ送信出力可変 負荷分散

ONU/モデム

スイッチングハブ
（タグVLAN対応）

平面アンテナ
AH-104

AP-510

SSID NAIBUは
VLAN ID:10で設定
SSID KANRIは
VLAN ID:20で設定

SSID GAIBUの
端末からはインタ
ーネット接続のみ
可能。

インターネット

SSID 
NAIBU

SSID 
KANRI

管理者用 
VLAN ID：20

内部用 
VLAN ID：10

SSID 
GAIBU

無線LAN 
機器へ 

電源へ 

有線LANへ 

イーサネット 
電源供給ユニット 

本製品をネットワーク経由でパソコンなどから監視で
きるSNMP（MIBⅡ）に対応していますので、管理が
より簡単に実行できます。 

SNMP対応

不特定多数のクライアントが利用する公衆無線LAN
サービスにおいて、 端末間の不要な無線通信を遮断
してネットワーク参加者のプライバシーを守ります。 

無線端末間通信禁止機能

・SA-3は802.3af準拠ではありません。 

屋内/屋外で無線スポット
（公衆無線LANサービス）を構築可能

・無線LAN 802.11aは電波法により屋外で使用できません。 
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無指向性
アンテナ
AH-151VR

無指向性
ショートアンテナ
AH-153

カージオイド
アンテナ
AH-154

平面
アンテナ　
AH-104

・同軸ケーブルは
　約12.7m/約7.7mの
　2タイプがあります。

指向性ロングアンテナ
AH-152

指向性アンテナ
AH-150またはAH-150S

・オプションアンテナの仕様はP.24に記載しています。 



ワイヤレスLANユニット
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平面アンテナ　
AH-104

指向性アンテナ
AH-150または
AH-150S
・同軸ケーブルは
　約12.7m/約7.7mの
　2タイプがあります。

無指向性
アンテナ
AH-151VR

■選べるオプションアンテナ（SE-3000EA用）

・802.11a（5.2GHz）無線LAN通信時には平面アンテナ（AH-104）のみ使用できます。 

指向性ロングアンテナAH-152

オープン価格 
アンテナ内蔵タイプ

JANコード 4909723903703

＜ルータ＞ 
○PPPoEクライアント機能 ○DHCPクライアント機能 
○ステルス機能（PING拒否） ○PPPoEマルチセッション 
○複数固定IP対応（Unnumbered機能） ○VPN（PPTP）
パススルー機能 ○UPnP対応 ○NAT/IPマスカレード（動
的/静的）○DHCPサーバ（静的設定可能）○DNS代理応答 
○動的（RIP、RIP2）/静的ルーティング ○DMZ対応 
○IPフィルタ（パケットフィルタリング）  
＜無線LAN＞ 
○スマートローミング機能○SSID設定 ○RTS/CTSスレ
ッシュホールド 
＜その他＞ 
○SNMP対応 ○SYSLOG ○NTPクライアント（内部時
計自動設定）○ファームウェアのバージョンアップ機能  
○Webブラウザ設定、TELNETメンテナンス ○管理者ID設定 

■その他の機能群

イーサネット電源供給ユニット、イーサネットケーブル（約5m、
本体直付け）、イーサネットケーブル（ストレート約3m）、ア
ース線（約3m）、ACアダプター、各種取付用金具、CD-ROM（ユ
ーティリティソフト） 

■おもな付属品

■オプション

○AH-150  指向性アンテナ  
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903550

○AH-150S 指向性アンテナ  
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903567

○AH-152 指向性ロングアンテナ  
　￥84,000（税込） JANコード 4909723903581

○AH-151VR 無指向性アンテナ  
　￥63,000（税込） JANコード 4909723903949

○AH-104 平面アンテナ  
　￥31,500（税込） JANコード 4909723903451

○MB-89 角度可変アダプター  
　￥10,500（税込） JANコード 4909723902584

○MB-91 壁面取付プレート  
　￥9,450（税込） JANコード 4909723902690

○OPC-1222 イーサネットケーブル  
　￥10,500（税込） JANコード 4909723903475
○FL-332S 同軸避雷器(防雨型)　 
　￥18,900（税込） JANコード 4909723903895

ブロードバンド回線のケーブル敷設工事が困難な場合
は、共有の無線LANアクセスポイント※1を設置し、バ
ルコニーなどに本製品を取り付け、本体に直付けされた
ケーブルを屋内に引き込めば、インターネット接続が可
能になります。無線LANは、802.11a/b/g（切替方式）
「Super AG※2」にも対応しています。 
・5.2GHz無線LANは電波法により屋内使用に限定されます。 
※1 別売のビル間通信ユニットSB-5100、無線スポット用ワイヤレスアクセ 
      スポイントAP-510をご利用いただけます。  
※2 本製品に採用している米国Atheros Communications社製無線LAN 
　   チップセットに搭載されている無線LAN高速化技術です。 
 

集合住宅やオフィスビルでも
容易にインターネット接続が可能

本体とアンテナを分離して設置できるアンテナ外付
けタイプ（SE-3000EA）では、オプションアンテナを、
4種類から選択可能※です。さらにアンテナ内蔵タイプ
（SE-3000）は高性能アンテナを内蔵しながら、ボデ
ィはハガキサイズと小型です。 
※802.11a（J52）無線LAN通信時には平面アンテナ（AH-104）のみ使用できます。 

アンテナ外付けタイプ(SE-3000EA)、
アンテナ内蔵タイプ（SE-3000）をご用意

ルータ機能により、有線側にハブを追加すれば、複数
台のパソコンをつないで無線側のネットワークへ同時
にネット接続することができます。また、1台の端末パ
ソコンと直結する無線LANアダプターとしてもご利用
いただけます。 
・ルータモードは、本製品のLAN側ネットワーク内でのみファイル共有が可能です。 

無線LANルータモード/
無線LANアダプターモードを搭載

LANケーブル１本で
通信と電源供給が可能

仕様 

直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
5.2GHz帯（全4ch） 
54Mbps（理論値） 

サポート規格 

項目 
●無線LAN部（802.11a） 

伝送方式 
使用周波数範囲 
通信速度 
最大伝送距離（見通し） 

送信出力 
セキュリティ 
グループ通信 

●無線LAN部（802.11g/b） 

SE-3000内蔵アンテナ～AP-5100A・・・・・・約30m

10mW/MHz以下 

SSID
OCB AES（128bit）、WEP（64bit/128bit/152bit） 

■SE-3000/SE-3000EAのおもな定格 

IEEE802.11a（J52対応）準拠（国内標準規格）ARIB STD-T71

（802.11g）直交周波数分割多重方式（OFDM）単信 
（802.11b）直接スペクトラム拡散方式 単信 

2.4GHz帯（全13ch） 

（802.11g）54Mbps（理論値） 
（802.11b）11Mbps（理論値） 

サポート規格 

伝送方式 

使用周波数範囲 

通信速度 

IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 
（国内標準規格）ARIB STD-T66

ネット接続のラストワンマイルを無線接続でカバーする無線LANユニット。 

ワイヤレスLANユニット

オープン価格 JANコード 4909723903710

ワイヤレスLANユニット

LED表示 スマートローミング ルータモード SNMPコンパクト設計

IPフィルタIPルーティング

RIP・RIP2

WEP SSID

イーサネット電源供給 DHCPサーバ

屋外設置対応 OCB AES

Super AG

各種アンテナ対応（SE-3000EAのみ） 10/100BASE LAN

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP、Windows  98（SE含む）、Windows  Me、Windows  2000

 SE-3000EAと
 指向性アンテナ
（AH-150、オプション）
 の設置例

本体下部のLED
ランプで下から
の動作確認が可
能です。 

■MB-89

■SE-3000 ■SE-3000EA

■MB-91

サポート規格 

RJ-45型×1インターフェイス 
ルーティング方式 

アドレス変換方式 

プロトコル 

セキュリティ 

●有線LAN部 

●無線LAN部共通仕様 

動的（RIP、RIP2）/静的 

NAT/IPマスカレード（動的/静的） 

TCP/IP

パスワード、IPフィルタ 
●一般仕様 

●アンテナ部（SE-3000） 

本体設定 

電源 

消費電流（参考値） 

使用温度範囲 
外形寸法 

重量 

Webブラウザによる設定/TELNET

DC48V±10% 
（付属品のイーサネット電源供給ユニットおよびACアダプターを使用） 

200mA以下（PoEユニット使用時） 

0℃～＋55℃(結露しないこと)
防水レベル JIS保護等級4防まつ形に相当 

140（W）×50（D）×120（H）mm（突起物を除く） 

IEEE802.3準拠（10BASE-T） 
IEEE802.3u準拠 (100BASE-TX)

最大伝送距離（見通し） 
 

(802.11g) 
SE-3000EA 指向性ロングアンテナ～SB-5100 指向性ロングアンテナ・・約4km 
SE-3000EA 指向性アンテナ～SB-5100 指向性アンテナ・・・約1km 
SE-3000EA 指向性アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ・約0.5km 
SE-3000EA 無指向性アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ約0.4km 
SE-3000EA 平面アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ・・約0.4km 
SE-3000 内蔵アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ・・・約0.5km 
(802.11b) 
SE-3000EA 指向性ロングアンテナ～SB-5100 指向性ロングアンテナ・約5km 
SE-3000EA 指向性アンテナ～SB-5100 指向性アンテナ・・約1.5km 
SE-3000EA 指向性アンテナ～SB-5000 無指向性アンテナ・約0.8km 
SE-3000EA 無指向性アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ・約0.8km 
SE-3000EA 平面アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ・・約0.8km 
SE-3000 内蔵アンテナ～SB-5100 無指向性アンテナ・・・約0.8km 
・通信相手のSB-5100は全てアクセスポイントモードです。 

約1kg（本体直付けケーブルを含む） 

アンテナコネクタ （SE-3000EA）SMA-J型 

ケーブル長 約5m（オプション約20m） 

アンテナタイプ 内蔵アンテナ 
形式 パターンアンテナ 

利得 （5.2GHz）6.8dBi （2.4GHz）8.7dBi

インピーダンス 50Ω 

適合マスト径 φ40～60mm

イーサネット電源供給ユニット（付属品） 
 （イーサネット電源供給ユニットは　 

　両製品ともに付属します。） 

 

複数固定IP

VPN(PPTP)バススルー

ステルス（PING拒否）

UPnP対応

アンテナ外付けタイプ

・記載のすべての機能に対応する無償ファームウェアはWAVEMASTER　ホームページからダウンロードしていただけます。

〈ネット接続イメージ〉図はSE-3000ですが、SE-3000EAも同様に構築できます。
■無線LANルータモード
　（HUBを用いて複数台のパソコンで使用）

■無線LANアダプターモード
　（パソコン1台で使用）

パソコン パソコン パソコン 

イーサーネット 

HUB

パソコン パソコン パソコン パソコン 

イーサーネット 

HUB

モデム 

無線LAN 
アクセスポイント/ 
無線LANルータ 

モデム 

無線LAN 
アクセスポイント/ 
無線LANルータ 

屋外 屋内

SE-3000 SE-3000

・無線LAN802.11aは電波法により屋内使用に限定されます。・802.11a（J52）無線LAN通信には平面アンテナ（AH-104）のみ使用できます。 

802.11g

イーサーネット 

モデム 

無線LAN 
アクセスポイント/ 
無線LANルータ 

屋外

SE-3000

802.11g802.11g

802.11a

または 

インターネット インターネット インターネット

FWA対応無線LAN機器（5GHz帯） 
FWA（加入者系固定無線アクセス）方式
に対応する無線LAN機器をご用意して
おります。集合住宅、地域イントラネット
等で、FWAによる高速な無線通信サー
ビスを提供される通信事業者様向けの
製品です。（受注生産品）　 

FWA…Fixed Wireless Access(加入者系固定無線アクセス） 

FWAベースステーション（基地局）

FWAワイヤレスLANユニット

FWAワイヤレスLANユニット

米国政府の次世代標準暗号化方式を用いたOCB 
AES（128bit）と普及タイプのWEP（64/128/152bit)
を搭載し、強固なセキュリティを実現します。 

暗号化方式OCB AES等の
強固なセキュリティ機能

イーサネット電源供給システムの受電部を内蔵し送電
部ユニットを標準付属していますので、LANケーブル
1本でデータ通信と本体への給電が行えます。高所や
壁面に設置する場合にも、配線をすっきりまとめるこ
とができます。 
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・オプションアンテナの仕様はP.24に記載しています。 



ネットワークツール 

専用無線LANカード、CD-ROM（ユーティリティソフト） 
・802.11a（W52/W53）にはソフトウェアのバージョンアップにより対応する予定です。 

■おもな付属品

〈付属メニューソフト対応OS〉Windows  XP Professional、
　　　　　　　　　　　　 Windows  2000

無線LAN環境調査ツール／オプション品

24

■無線LAN環境調査ツール

〈受注生産品〉 〈受注生産品〉

ワイヤレスLANアナライザー 

アンテナ（2本）、ショルダーストラップ、バッテリーパック、急速充電器 
・802.11a（W52/W53）には対応しておりません。 

■おもな付属品

TCP/IPネットワーク診断に便利なツールを集約
UDP/FTP測定グラフのファイル保存/プリントアウトが可能
ノートパソコンを利用する低コストで便利な診断ツール

無線LAN機器へ

オープン価格 
JANコード 4909723903925

・本製品をつないで利用できる装置は当社指定の対応機種に限ります。・802.3af準拠ではありません。 ・本製品で管理できる無線LANアクセスポイントは、当社指定の製品に限ります。

￥10,500（本体価格￥10,000、消費税等￥500） 
JANコード 4909723904076

■LANケーブルを使用して、
　安定した電源供給が可能

■動作状況は、LEDで簡単に把握できます
DC12V±5％（付属のACアダプターを使用） 

 DC48V±4.8V（対応機器接続時） 

DC約3V（無負荷時） 

仕様 

約10W 

 0℃～＋45℃（結露しないこと） 

110（W）×71（D）×36（H）mm（突起物を除く） 

入力電源 

項目 

出力電源 

供給電力 

動作環境 

寸法 

重量 約130g（本体のみ） 

■SA-3のおもな定格 

＜付属品＞ACアダプター

■メイン画面 ■コマンド選択画面

平面アンテナ　
AH-104

指向性ロングアンテナ
AH-152

指向性アンテナ
AH-150またはAH-150S

・同軸ケーブルは
　約12.7m/約7.7mの
　2タイプがあります。

無指向性
アンテナ
AH-151VR

無指向性
ショートアンテナ
AH-153

カージオイド
アンテナ
AH-154

■オプション品

3段コリニア 

6dBi

SMA-P型 

φ26.6×550mm
約0.5kg

約0.3ｍ 

無指向性ショートアンテナ〈AH-153〉 
カージオイド型 

5dBi

φ44×104mm
約0.3kg

カージオイドアンテナ〈AH-154〉 
27エレメント八木型 

19dBi

φ70×1480mm
約2.0kg
約0.5ｍ 

指向性ロングアンテナ〈AH-152〉 

約1.43m

形式 

利得 

インピーダンス 

アンテナコネクタ 

外形寸法 
重量 
同軸ケーブル長 
適合マスト径 

●アンテナ部 

8エレメント八木型 

12dBi

N-J型、付属の同軸ケーブルは、N-P/SMA-P型 

φ60×375mm
約0.7kg(付属ケーブル含まず) 
約12.7ｍ 約7.7ｍ 

指向性アンテナ〈AH-150〉 指向性アンテナ〈AH-150S〉 

50Ω 

6段コリニア 

9dBi

φ26.6×785mm
約0.6ｋｇ 
約0.3ｍ 

無指向性アンテナ〈AH-151VR〉 

φ32～60mm φ30～62mm φ32～60mm ー 

コリニア 
＜5.2GHz/5.3GHz＞ 0.8dBi 
＜2.4GHz＞2.0dBi

54（W）×70（D）×200（H）mm 
約81g

卓上型無指向性アンテナ〈AH-156 〉 卓上型平面アンテナ〈AH-157〉 

SMA-P型 

パッチ型 
＜5.2GHz/5.3GHz＞4.4dBi 
＜2.4GHz＞ 6.5dBi

100（W）×100（D）×123（H）mm 
約237g

パッチ型平面 

8dBi

82（Ｗ）×92（Ｈ）×17（Ｄ）mm 
約0.2kg（付属ケーブルを含まず） 

約3ｍ 

平面アンテナ〈AH-104〉 

SMA-J型、付属の同軸ケーブルは、 
SMA-P/SMA-P型 

■ AH-150 指向性アンテナ（同軸ケーブル約12.7m） 
　　￥63,000（本体価格￥60,000、消費税等￥3,000） JANコード 4909723903550

■ AH-150S 指向性アンテナ（同軸ケーブル約7.7m） 
　　￥63,000（本体価格￥60,000、消費税等￥3,000） JANコード 4909723903567

■ AH-152 指向性ロングアンテナ（同軸ケーブル約0.5m） 
　　￥84,000（本体価格￥80,000、消費税等￥4,000） JANコード 4909723903581

■ AH-151VR 無指向性アンテナ（同軸ケーブル約0.3m） 
　　￥63,000（本体価格￥60,000、消費税等￥3,000） JANコード 4909723903949

■ AH-153 無指向性ショートアンテナ（同軸ケーブル約0.3m） 
　　￥63,000（本体価格￥60,000、消費税等￥3,000） JANコード 4909723904182

■ AH-154 カージオイドアンテナ（同軸ケーブル約0.3m） 
　　￥63,000（本体価格￥60,000、消費税等￥3,000） JANコード 4909723904199

■ AH-104 平面アンテナ（同軸ケーブル約3m） 
　　￥31,500（本体価格￥30,000、消費税等￥1,500） JANコード 4909723903451

■ AH-156 卓上型無指向性アンテナ（同軸ケーブル約1.43m） 
　　￥10,290（本体価格￥9,800、消費税等￥490） JANコード 4909723904519

■ AH-157 卓上型平面アンテナ（同軸ケーブル約1.43m） 
　　￥10,290（本体価格￥9,800、消費税等￥490） JANコード 4909723904526

無線LANアクセスポイントの使用チャンネルや
信号強度を容易に測定

イーサネット電源供給ユニット アクセスポイント集中管理ソフトウェア 

￥18,900
（本体価格￥18,000、消費税等￥900） 
JANコード 4909723903895

同軸避雷器（防雨型） 

■CardBus規格に対応するデスクトップパ
■ソコン用無線LANカードアダプター｡
＜対応無線LANカード＞
SL-5200W、SL-5200

＜対応OS＞
Windows  XP､Windows    98SE､
Windows   Me､Windows    2000

￥7,875
（本体価格￥7,500、消費税等￥375） 
JANコード 4909723903420

無線LANカード用PCIバスアダプター 

■誘電雷や静電気などの
　サージ電圧を放電

＜付属品＞
同軸ケーブル、各種取付用金具
　

ネットワーク管理者は任意で指定した無線LANアクセスポイントの各種設定変
更やファームウェアの更新作業を手元のパソコンから実行できます。

無線LANの周波数帯（802.11aはJ52のみ）を
まとめてスキャン(高速/低速スキャン)

バッテリーパック駆動により電源不要
LEDや信号強度の数値表示で優れた視認性を実現、操作も簡単

オプションの平面アンテナAH-104を使用可能

・インフラストラクチャモードで動作する 
  無線LANアクセスポイントを調査します。 

・ロープロファイルPCI規格には対応しておりません。 

卓上型

無指向性アンテナ

AH-156

卓上型平面アンテナ

AH-157

・AH-156、AH-157は802.11a（W52／W53）対応製品のみ使用できます。 

電源へ

有線LANへ
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ハイブリッド発電装置 

■推奨品 ・推奨製品に関するお問い合わせは当社までお願いいたします。 
 

〈屋外用無線LAN製品向け推奨品〉 

■電源の確保が困難な場所での
　無線LAN機器の設置に最適
■太陽光・風力を利用した
　ハイブリッド発電システム
■省電力設計、低騒音設計
・主に当社の屋外用無線LAN製品への電源供給装置として 
 ご使用いただけます。 
・使用する機器の消費電力や設置する地域の環境 
 （日照や風力）によりカスタマイズが必要です。 
 （東亜電機工業株式会社） 

（ソーラー・風力）

・アイコム無線LAN機器 
・との設置例 

Switch-M12PWR ￥171,150（税込）

Switch-M24PWR ￥207,900（税込）

■LANケーブルを介して電源供給可能（802.3af準拠）
■IEEE802.1X対応（EAP-MD5/TLS/PEAP）
■12ポートタイプ/24ポートタイプ
（松下ネットワークオペレーションズ株式会社） 

■LANケーブルを介して電源供給可能（802.3af準拠）
■タグVLAN、Webブラウザ設定など多彩な機能を搭載
■8ポートタイプ（固定IP電話を8台まで接続可能）
（プラネックスコミュニケーションズ株式会社） 

■工業用に開発された防爆型PDA
　ATEX、FM規格取得済
■無線LAN（IEEE802.11b）搭載、
　バーコードリーダ、RFIDにも対応
■Windows Mobile2003（日本語版）
（株式会社日立ハイテクトレーディング） 

Switch-M12PWR

Switch-M24PWR

給電機能付き（PoE）スイッチングハブ 

雷防護アダプタ 100B-T/電源ユニット PW 
 

・100B-TとPWは連結してご使用ください。 

■LAN用通信機器の雷対策品
■高耐力、低静電容量の避雷素子の
　採用による高信頼性設計
■電源ユニットPWは、電力線からの
　雷サージ防護ができます。 
・本製品は屋内設置対応です。 
・当社のLANケーブルを接続する無線LAN製品でご使用いただけます。 
 （株式会社日辰電機製作所） 

LAN用雷防護製品 

AT573
変角金具 

￥15,750（税込）

■指向性アンテナ（AH-150/AH-150S）の角度可変に対応

100B-T
PW
（雷防護アダプタと連結して使用） 

■高速ワイヤレス通信IEEE802.11g/b対応
■タグVLAN、スパニングツリーなどの多彩な
　機能を搭載
■送信出力可変機能、負荷分散機能に対応
（株式会社宮木電機製作所＜製造元＞） 
・本製品は、財団法人石油産業活性化センター様との共同開発です。 

EAP-50
防爆型無線LANアクセスポイント 

i.roc
防爆型PDA

SW-0008FP
給電機能付き（PoE）スイッチングハブ 

R
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オプション製品/推奨品対応表

AP-5100AW SB-5100
SB-5100PA

SB-5500
SB-5500PA

SB-510
SB-510EA AP-510 SE-3000

SE-3000EAAP-50W AP-50RW SU-50WSE-50VoIP SR-5200VoIP
製品名

オプション

SA-3
イーサネット
電源供給
ユニット 

MB-89 
角度可変
アダプター

MB-91
壁面取付
プレート

MB-99A
壁面取付
プレート

MB-102
壁面取付
プレート
（マグネット付）

RS-AP1
アクセス
ポイント
集中管理
ソフトウェア

AH-150S
指向性アンテナ
（同軸ケーブル
  約7.7m）

AH-150
指向性アンテナ
（同軸ケーブル
  約12.7m）

AH-152
指向性
ロングアンテナ
（同軸ケーブル
  約0.5m）

AH-151VR
無指向性アンテナ
（同軸ケーブル
  約0.3m）

AH-153
無指向性ショート
アンテナ
（同軸ケーブル
  約0.3m）

AH-154
カージオイド
アンテナ
（同軸ケーブル
  約0.3m）

AH-157 
卓上型平面
アンテナ
（同軸ケーブル
　約1.43m）

AH-104
平面アンテナ※ 

OPC-1222
イーサネット
ケーブル
（約20m）

OPC-1402
シリアル
ケーブル

FL-332S
同軸ケーブル
避雷器
（防雨型）

100B-T
雷防護アダプタ
PW 電源ユニット
（セットで
 ご使用ください）

AT573
変換金具

●…対応　ー…機能性において対象外、または未対応

※ AH-104は2台を使ってダイバーシティアンテナとして使用できます。

AP-5100VoIP SR-5200VoIP2 SE-50W

（SE-3000のみ）

（SE-3000EAのみ）

（SE-3000EAのみ）

（SE-3000EAのみ）

（SE-3000EAのみ）

（SE-3000EAのみ）

（SE-3000EAで
  指向性アンテナ
 使用時のみ）

AH-156 
卓上型無指向性
アンテナ
（同軸ケーブル
　約1.43m）

AP-50SW

（対応予定） （対応予定）（対応予定）
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■製品寸法図

① 

① 

③ 

② 

④ ⑤ 

③ 

② 

⑪ 

⑫ 
⑬ 

⑭ 

⑮ 

② 

④ ⑤ 

⑥ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑰ ⑱ 

⑲ ⑳ 

⑯ ⑨ 

⑩ 

@4

@1

@2 @3

q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
@0
@2
@2
@3
@4

232.0mm 
29.0mm 
290.0mm 
168.0mm 
134.7mm 
19.0mm 
194.0mm 
64.5mm 
36.0mm 
67.5mm 
98.0mm 
452.0mm 
81.0mm 
38.0mm 
220.8mm 
2.5mm 
48.0mm 
36.0mm 
54.0mm 
10.0mm 
5.5mm 
26.0mm 
10.0mm 
20.0mm

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

89.0mm 
 70.4mm 
104.0mm 
77.0mm 
5.6mm 
21.6mm 
21.5mm

① 103.0mm　② 129.6mm　③ 120.0mm　 
④   29.0mm　⑤ 101.9mm

〈重量〉AP-5100VoIP：約800g（本体のみ） 
AP-5100AW：約780g（本体のみ） 

〈重量〉SE-50VoIP：約300g（本体のみ） 
　　　 AP-50SW：約285g（本体のみ） 
　　　 AP-50W/AP-50RW：約280g（本体のみ） 
　　　 SE-50W：約260g（本体のみ）　 
　　　 

〈重量〉約380g

〈重量〉約110g

① ② 

⑤ 

③ 
④ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑨ 

⑫ 

① 149.0mm　② 135.0mm　③ 210.0mm　④ 196.0mm 
⑤ 22.5mm　⑥ 156.0mm　⑦ 112.0mm　⑧ 222.0mm 
⑨ 156.0mm　⑩ 130.5mm　⑪ 94.9mm　⑫ 2.5mm

① ② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑤ 

① 
② 
③ 
④ 

110.0mm 
 71.0mm 
36.1mm 
63.0mm

〈重量〉約130g（本体のみ） 

① 
② 
③ 
④ 

170.0mm 
215.0mm 
115.0mm 
107.0mm

〈重量〉約900g（本体のみ） 

6.5mm

AP-5100VoIP/AP-5100AW

SE-50VoIP/AP-50SW/AP-50W/AP-50RW/SE-50W

3.0mm

3.2mm

① 

① 

④ 

③ 

② 

④ 

③ 

② 

壁 
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〈適合マスト径〉   40～60mm 
〈重量〉約580g

⑤ 

① 

① 

② 

③ 

① 

② 

⑤ 

⑧ 
⑨ 

③ 
④ 

① 

⑦ 
⑥ 

⑩ 

① 

② 

⑬ 

⑪ ⑫ 

① 

② 

② 

③ ④ 

⑤ ⑩ 

① ⑥ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑦ ② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ 
⑨ 

④ 

① ③ 

④ ⑩ 

⑦ 

⑫ 

⑧ 
⑥ 

① 
② 
③ 

20.0mm 
 24.4mm 
785.0mm

① 
② 
24.4mm 
550.0mm

⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 

100.0mm 
80.0mm 
90.0mm 
60.0mm 
56.0mm

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 

90.0mm 
164.0mm 
7.0mm 
20.0mm 
184.0mm 
8.0mm 
10.0mm 
90.0mm

① 140.0mm　② 120.0mm　③  53.5mm　④　11.5mm　⑤ 184.0mm　 
⑥ 20.0mm　⑦ 36.0mm　⑧  20.0mm　⑨　90.0mm　⑩ 164.0mm

① 
② 
86.1mm 
 375.0mm

〈適合マスト径〉　40～60mm 
〈重量〉SB-510/SB-510EA:810g（本体直付けケーブルを含む）AP-510:約960g（本体直付けケーブルを含む）  
            SE-3000/SE-3000EA：約1kg（本体直付けケーブルを含む） 

アンテナコネクタは
SB-510EA/AP-510/SE-3000EAのみ

〈適合マスト径〉　32～60mm 
〈重量〉約0.6kg

〈適合マスト径〉　32～60mm 
〈重量〉約0.5kg

〈適合マスト径〉　32～60mm 
〈重量〉約0.7kg（付属ケーブル含まず） 

① 
⑤ 
⑨ 

171.0mm 
 12.0mm 
80.3mm

④ 
⑧ 
⑫ 

30.5mm 
 60.0mm 
8.0mm

②　　　　　　　　 
⑥ 
⑩ 

294.0mm 
 120.0mm 
32.5mm

③ 
⑦ 
⑪ 
 

71.0mm 
 20.0mm 
264.0mm

① 
⑥ 
328.0mm 
 23.0mm

④ 
⑨ 
322.0mm 
 190.0mm

⑤ 
⑩ 
116.0mm 
 30.0mm

②　　　　　　　　 
⑦ 
282.0mm 
 20.0mm

③ 
⑧ 
 

262.0mm 
 37.0mm

〈適合マスト径〉　40～60mm 
〈重量〉約1.8kg（本体直付けケーブルを含む） 

⑨ 

① 

④ ③ ② 

⑥ ⑤ 

⑩ 

⑨ 

⑦ ⑧ 

〈適合マスト径〉　40～60mm 
〈重量〉SB-5500：約7kg（本体直付けケーブルを含む） 
・重量は変更になる場合があります。 

① 95.0mm　② 81.0mm　③ 120.0mm　④ 106.0mm　 
⑤ 21.5mm　⑥ 100.0mm　⑦ 70.0mm　⑧ 125.0mm　 
⑨ 60.0mm　⑩ 5.5mm 〈重量〉約160g

⑪ 

SB-510/SB-510EA/AP-510/SE-3000/SE-3000EA

6.5mm
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② 

③ 

⑤ 

⑥ 

① 

② 

③ 

④ 

④ 

① 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

198.7mm 
 68.8mm 
148.5mm 
1480.0mm 
245.0mm 
67.0mm

① 
② 
③ 

60.0mm 
 82.0mm 
30.0mm

① 
② 
③ 

82.0mm 
 17.0mm 
92.0mm

① 
② 
③ 
④ 

1430.0mm 
100.0mm 
100.0mm 
122.5mm

① 
② 

③ 
④ 

1000.0mm 
 600.0mm

440.0mm 
270.0mm

約
4
5
。

約
4
5 。

約
4
5
。

約
4
5 。

〈推奨品〉 〈推奨品〉 
電源ユニット　ＰＷ 
雷防護アダプタ　100Ｂ-Ｔ ＡＴ573 ＬＡＮ用雷防護アダプタ 変角金具 

電源ユニット ＰＷ

ＬＡＮ用雷防護アダプタ 100Ｂ-Ｔ

① 

① 

② 

② 

③ 

③ 

〈適合マスト径〉　32～60mm 
〈重量〉約0.2kg

〈適合マスト径〉　32～60mm 
〈重量〉約4.0kg（付属ケーブルを含まず） 

〈重量〉PW：約170g（本体のみ） 100B-T：約115g（本体のみ） 

〈適合マスト径〉　30～62mm 
〈重量〉約2.0kg

① 
② 

44.0mm 
 104.0mm

〈適合マスト径〉 
　32～60mm 
〈重量〉約0.3kg

① 

③ 

③ 

⑥ 

④ 
④ 

① 

② 

① 
② 

② 
③ 

約45° 

約45° 

90° 

〈適合マスト径〉 
　32～60mm 
〈重量〉約870g

① 
② 
③ 
④ 

74.0mm 
 108.5mm 
68.5mm 
86.0mm

① ② 

③ 

② 

③ ④ ① 

⑦ ⑨ 

⑧ 

⑩ 

② ⑤ 
⑥ ③ ④ 

〈重量〉約200g

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 

54.0mm 
78.0mm 
19.0mm 
19.0mm 
26.0mm 
20.0mm 
30.0mm 
25.0mm 
14.0mm 
35.0mm

AH-156 AH-157

〈重量〉約237g

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

200.0mm 
31.8mm 

1430.0mm 
204.8mm 
54.0mm 
70.0mm

〈重量〉約81g

① 

② 

⑤ 

7.0mm

3.2mm

7.0mm
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電波放射パターン図

E面 802.11g/b通信時

E面 802.11a通信時

H面 802.11g/b通信時

H面 802.11a通信時E面 802.11g/b通信時E面 802.11a通信時

■AP-5100VoIP/SR-5200VoIP2/SR-5200VoIP/SE-50VoIP/
　AP-5100AW/AP-50SW/AP-50W/AP-50RW/SE-50W/SU-50W（付属アンテナ）

■SB-510/AP-510/SE-3000（内蔵アンテナ）

H面 802.11g/b通信時 E面 802.11g/b通信時

■AH-150/AH-150S 指向性アンテナ

H面 802.11g/b通信時 E面 802.11g/b通信時

H面 802.11a通信時 E面 802.11a通信時

■AH-104 平面アンテナ

H面 802.11g通信時 E面 802.11g通信時

■SB-5100PA/SB-5500PA付属 パラボラアンテナ

H面…磁界面
（一般的な設置では大地に水平） 

 E面…電界面
（一般的な設置では大地に垂直） 

・無指向性アンテナのH面は、ほぼ円形のため図示しておりません。 
・アンテナによっては、802.11a（J52）または802.11a 
 （W52/W53）に対応しておりません。 

E面 802.11g/b通信時 E面 802.11g/b通信時

■AH-151VR 無指向性アンテナ ■AH-153 無指向性ショートアンテナ

H面 802.11g/b通信時

E面 802.11a通信時

H面 802.11g/b通信時 E面 802.11g/b通信時

E面 802.11g/b通信時

E面 802.11g/b通信時

■AH-154 カージオイドアンテナ

■AH-156 無指向性アンテナ

■AH-157 平面アンテナ

H面 802.11g/b通信時 E面 802.11g/b通信時
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■AH-152 指向性ロングアンテナ

■電波放射パターン図
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1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

12
14
16

20
26

E面 802.11a通信時

12345678910

1
2
1
4
1
6

2
0
2
6



■免許・資格不要 特定小電力トランシーバー ■免許・資格不要 特定小電力トランシーバー 業務用無線通信機器 

●アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、ICOMロゴ、WAVEMASTER、 WITHCALLはアイコム株式会社の登録商標です。 ●Atheros、Super AG、 Super G、 XR 及びTotal 802.11 のロゴはAtheros Communications,Inc.の商標であ

り、アイコム株式会社は同社の許可に基づき、同社のために当該商標を使用しています。●「FOMA」 、「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 ●Windowsは、 米国Microsoft Corporationの米国及びそ の他の国における登録商標で

す。●その他の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。●無線LAN IEEE802.11a準拠製品は、 電波法により屋内使用に限定されます。●無線LAN IEEE802.11a準拠製品と無線LAN IEEE802.11g （IEEE802.11b）

準拠製品の組みあわせで通信することはできません。●W52、 W53はそれぞれ電波法令改正 （2005年5月16日） 後の新チャンネル5.2GHz帯、 5.3GHz帯を、 J52は従来の5.2GHz帯 チャンネルをそれぞれ表示しています（JEITAガイドライ

ンより）。●W52とJ52のチャンネルは電波干渉を起こしますので同一エリアではいずれか片方をご使用ください。 ●無線LAN製品の定格欄に記載している最大伝送距離は通信環境により異なる場合があります。 ●各製品の定格欄に記載してい

る通信速度は理論最大値ですので実効速度は通信環境により異なります。●本カタログに記載している内容は2006年1月時点のものです。  

２００６年１月作成   FTF411 I  

〈東証1部、大証1部上場〉 本 社 547ｰ0003   大阪市平野区加美南1丁目1ｰ32

■ 信用とアフターサービスの店 

注意 
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 
●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。 
●各製品のJANコードは製品バージョンの変更時に更新されますので 
 現行製品のJANコードと異なる場合があります。 ご発注の際にはご確認ください。 
 

北海道営業所 003ｰ0806   札幌市白石区菊水6条2丁目2-7  
仙台営業 所 983ｰ0857   仙台市宮城野区東十番丁54 1ー
東京営業 所 103 ｰ0007   東京都中央区日本橋浜町3丁目42ｰ3  
名古屋営業所 468ｰ0066   名古屋市天白区元八事3丁目249 
大阪営業 所 547ｰ0004   大阪市平野区加美鞍作1丁目6ｰ19  
広島営業所 733ｰ0842   広島市西区井口3丁目1ｰ1  
四国営業 所 760ｰ0071   高松市藤塚町3丁目19ｰ43  
九州営業 所 815ｰ0032   福岡市南区塩原4丁目5ｰ48

TEL  011ｰ820ｰ3888  

TEL  022ｰ298ｰ6211
TEL  03ｰ5847ｰ0722  

TEL  052ｰ832ｰ2525 
TEL  06ｰ6793ｰ0331  

TEL  082ｰ501ｰ4321 
TEL  087ｰ835ｰ3723  

TEL  092ｰ541ｰ0211

高品質がテーマです。 http：//www.icom.co.jp/

WAVEMASTER  機器（本カタログに掲載している無線LAN製品） の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工

場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並

びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。（1）この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特

定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。（2）万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に

対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、末尾の連絡先にご連絡

頂き、混信回避のための処置等についてご相談ください。（3）その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア

無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。 

連絡先：アイコム株式会社 カスタマー・サービス課 06-6792-4949

・無線LAN製品のご使用前には『無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意〈http://wavemaster. icom.jp/security_wirelesslan.html〉』をご覧ください。 

WAVEMASTER ホームページでは、 アイコム ネットワーク製品を始め、導入事例・

導入提案、Q&A、 最新ファームウェアのダウンロードなど、IP電話・無線LANの有効

な活用をサポートする情報を提供しています。

最新情報から導入事例まで、アイコム ネットワーク製品の 
活用情報サイトWAVEMASTER ホームページ。 

http://wavemaster.icom.jp/

●導入事例

●導入提案

●製品情報

高い信頼性を備えた同時通話専用トランシーバー。

技術基準適合証明取得機種

27ch＋制御1ch

JIS7防浸形保証

1mW/10mW出力 切り替え

堅牢 ポリカーボネイト樹脂＋
アルミダイキャスト製シャーシ

気軽に使えるコストパフォーマンスが魅力。

￥15,540
（本体価格：14,800円 消費税等：740円）

技術基準適合証明取得機種

ライト 
ユース 

●トップページ

20ch

アンテナ可動式

JIS4防まつ形相当

携帯しやすいコンパクト＆軽量ボディ

￥31,290 
（本体価格：29,800円 消費税等：1,490円）

技術基準適合証明取得機種

47ch

緊急連絡システム対応

1mW/10mW出力 切り替え

コンパクト＆軽量（約130g） ボディ

交互通話タイプ

衝撃にも水にも強い頑丈モデル。

￥41,790 
（本体価格：39,800円 消費税等：1,990円）

技術基準適合証明取得機種

￥36,540 
（本体価格：34,800円 消費税等：1,740円）

電話のように話せる同時通話に対応。

技術基準適合証明取得機種

47ch

JIS4防まつ形相当

外部電源端子

中継機能

交互・中継通話タイプ

47ch

JIS7防浸形保証

大音量出力対応

堅牢 ポリカーボネイト樹脂＋
アルミダイキャスト製シャーシ

ブラックタイプ シルバータイプ イエロータイプ 

同時・交互・中継通話タイプ 同時通話タイプ

交互・中継通話タイプ

株式会社コムフォース
１０３－０００７東京都中央区日本橋浜町３丁目４２－３

ＴＥＬ　０３－３６６２－１１６７

ＦＡＸ　０３－３６６２－１１６８




