ＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＮｅｔ™ Ｃｉｓｃｏ ＩＥ3000 イーサネットエンクロージャー
●Cisco IE3000、Rockwell Automation Stratix 産業用スイッチをはじめとした、DIN レール対応
スイッチに最適なイーサネットエンクロージャーです。
●必要なアクセサリを同梱したキット品とエンクロージャーのみの 2 種類のラインアップがありま
す。
●大・中・小の 3 種類をラインアップしているので、設備規模に応じて使い分けが可能です。
●付属のブラケットにより、壁面取り付けができます。
・防水、防塵グレード：UL Type4/12

IAZ2436C

部品番号

サイズ
(W×D×H mm)

IAZ2424C

DIN レール

IAZ1214C

ツイストペア
モジュール

光ファイバ
モジュール

梱包数

IndustrialNet™ イーサネットエンクロージャーキット
IAZ2436C

610×297×1,016

IAZ2424C

610×297×711

IAZ1214C

305×247×457

424mm DIN レール
カテゴリ 6（16 個） LC デュプレックス（4 個）
（3 本）
424mm DIN レール
LC デュプレックス（2 個）
カテゴリ 6（8 個）
（2 本）
添付なし
253mm DIN レール
DIN レー
※Mini-Com™
モジュールを取り付ける
（1 本）

1
1

1

ルマウントアダプタ 2 個は組み込まれています。

IndustrialNet™ イーサネットエンクロージャー
IAZ2436

610×297×1,016

添付なし

1

IAZ2424

610×297×711

添付なし

1

IAZ1214

305×247×457

添付なし

1

《IndustrialNet™ イーサネットエンクロージャーキット同梱アクセサリ明細》
IAZ2436C

IAZ2424C

IAZ1214C

 424mm DIN レール（3 本）

 424mm DIN レール（2 本）

 253mm DIN レール（1 本）

 光ファイバ用スプール（1 個）

 光ファイバ用スプール（1 個）

 光ファイバ用スプール（1 個）

 グランディングバー（1 個）

 グランディングバー（1 個）

 グランディングバー（1 個）

 プッシュマウントコードクリップ（4 個）

 プッシュマウントコードクリップ（4 個）

 プッシュマウントコードクリップ（4 個）

 タックタイ（5 本）

 タックタイ（5 本）

 タックタイ（5 本）

 700mm L 型リング（10 個）

 700mm L 型リング（10 個）

 600mm L 型リテーナー（4 個）

 結束バンド用プッシュマウント（20 個）

 結束バンド用プッシュマウント（20 個）

 結束バンド用プッシュマウント（20 個）

 48 ポートパッチパネル（1 枚）

 8 ポート ツイストペア用 DIN レール

 1 ポート Mini-Com™ DIN レールマ

 2U パッチパネル用取付ブラケット（1

マウントパッチパネル（1 枚）

ウントアダプタ（2 個）

 8 ポート光ファイバ用 DIN レールマ

式）
 6 ポート光ファイバ用アウトレットボ

ウントパッチパネル（1 枚）

ックス（1 個）
 ストレインリリーフバー（1 本）

 ストレインリリーフバー（1 本）

 3ft.（0.9m）カテゴリ 6 パッチコード

 3ft.（0.9m）カテゴリ 6 パッチコード

（16 本）

（8 本）

 結束バンド（20 本）

 結束バンド（20 本）

 カテゴリ 6 モジュラージャック（16 個）

 カテゴリ 6 モジュラージャック（8 個）

 デュプレックス LC 光ファイバアダプ

 デュプレックス LC 光ファイバアダプ

タモジュール（4 個）

タモジュール（2 個）

 1m LC 光ファイバパッチコード（4 本）

 1m LC 光ファイバパッチコード（2 本）

 電源分岐用カバー（1 個）

 電源分岐用カバー（1 個）

《参考取り付けイメージ》
※スイッチや電源装置等は、本製品に含まれておりません。
パッチパネル
8 ポートパッチパネル
光ファイバ
パッチパネル

スイッチ
搭載スペース

光ファイバ用
アウトレット

スイッチ搭載スペース
L リング
DIN レール
Mini-Com
アダプタ

スイッチ用
電源

光ファイバ用
スプール

電源スペース

アース端子
IAZ1214C

IAZ2424C

IAZ2436C

ＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＮｅｔ™ 8 ポート ＤＩＮレールマウントパッチパネル
●DIN レールに直接取り付け可能な 8 ポートエンクロージャーです。
●8 つの Mini-Com™ モジュールを搭載可能です。
【ツイストペア用】
－幅 67mm のコンパクト設計
－カテゴリ 5E、6、6A のジャックを搭載可能
【光ファイバ用】
－ケーブル径 6.35mm～19.05mm までのケーブルに対応
－幅 73mm のコンパクト設計

CDPP8RG

－デュプレックス LC モジュールを 8 つまで搭載可能
※融着工法は使用できません。Opti-Com™ コネクタやフィールド
研磨式コネクトをご利用ください。

FDME8RG
部品番号

明細

サイズ
(W×D×H mm)

対応モジュール

梱包数

CDPP8RG

8 ポートツイストペア用

67×117×168

Mini-Com™
ツイストペアモジュール

1

FDME8RG

8 ポート光ファイバ用

73×122×193

Mini-Com™
LC アダプタモジュール

1

Ｍｉｎｉ-Ｃｏｍ™ ＤＩＮレールマウントアダプタ
●DIN レールに Mini-Com™ 対応製品を取り付けるための
アダプタです。
●1 ポート用 Mini-Com™ ジャック、アダプタモジュールを
搭載できます。
●幅 19mm のコンパクトな設計により、省スペースを実現
します。
●モジュールは、マイナスドライバで簡単に取り付け、取り
外しできます。
●ラベル、ラベルホルダー付きです。

部品番号
CADIN1□□

明細

対応モジュール

1 ポート
Mini-Com™ DIN レールマウントアダプタ

Mini-Com™ アダプタ
モジュール

梱包数
1

□□アダプタ色：IG（ライトグレー）
・WH（白）
・IW（オフホワイト）
・BL（黒）
・EI（アイボリー）

19 インチラックＤＩＮレールマウントブラケット
●19 インチラックで DIN レールを使用するためのブラケット
です。
●ケーブル通線用ノックアウトを左右に各 1 ヶ所、背面に
2 ヶ所設けています。

部品番号
IABDIN4

サイズ（mm）
DIN レール長

高さ

奥行き

425.4

4U スペース

132.6

色

梱包数

黒

1
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