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Warranty information
限定保障
特殊な使い方でない限り、通常この製品は部品に関して、購入されてから 2 年間の保障でカバーされています。
購入日付が明確でない場合は製造日から 2 年間が保障期間にあてられます。
部品の交換及び修理によってこの期間は延長されません。

製品の返送について
保証期間内で、誤作動の発生する部品があった場合、お客様には不具合品を保護パッケージした上で、弊社までお
送りいただきます。不具合品をお送りいただく際には、その問題について説明を書いたものを添付してください。
部品及び製品をお送りいただく場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
製品が破損している場合、またはユーザーによる改造、変更、権限のない修理や部品交換が行われていた場合、
それは保証の対象外となります。
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イーサネット RXT は、
イーサネットのケーブル延長に使用するリピーター装置です。これを使うことで、イーサネッ
トの延長距離 100 ｍを拡張することが可能です。RXT は、Power over Ethernet（PoE）のインジェクター又は PoE
対応のスイッチから電源を受電して機能します。

Specification
Model: Ethernet – RXT
Manufacturer: LUMINEX Lighting Control Equipment

• Dimensions
40 x 43.8 x 177.5 (mm)
Package: 200 x 140 x 60 (mm)

• Weight
0.3 kg

• Electrical
Voltages: PoE (802.3af)
Rated power: 2 W
Fuse : 125V – 250V, 1A, Slow blow only (5mm x 20mm)

• Connectors
2 x Neutrik RJ45 Ethercon connector

• Environmental
Operating temperature: 0 ~ 60 ‹C (32 ~ 140 ‹F)

Installation
シングル接続
イーサネット RXT は、
２つのイーサネット装置をつなぐ場合に使用します。このとき PoE による電源供給のために、
PoE インジェクションを PoE in のポートに接続します。
まず、最初に RXT の Ethernet PoE In というポートに PoE 対応の Hub または PoE インジェクション装置をつなぎ
ます。次に Ethernet out のポートにケーブルをつないで、延長します。
下記の図は一般的な接続の例です。

イーサネットインとアウトの両方の LED が点灯したら、接続が有効です。

デュアル接続
同じ経路に２つの RXT を使用して最大 300 ｍまでの延長が可能です。
この場合、RXT への電源供給に 2 つの PoE インジェクションが必要となります。
図のように末端の両方から電源を供給し、RXT 同士は互いに Out のポートをつなぎます
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