
産業用スイッチングハブ
新製品ニュース

あらゆる環境下で快適なレスポンスを発揮

業界最小クラスで現場の使いやすさを追求
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汎用Ethernet
対応

低レイテンシ ※1

省スペースDINレール
取付

耐振動
耐衝撃

※1: レイテンシとは、データ送受信時の遅延時間のことです。

2020年12月作成この印刷物は、2020年12月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞお問合せ先

〒154-8520 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー20階
www.melsc.co.jp

（022）353-7814
（011）890-7515
（03）3454-5511
（052）722-7602
（076）252-9519
（06）6454-0281
（082）285-2111
（087）831-3186
（092）483-8208

北日本支社
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東京機電支社
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関西支社
中四国支社
四国支店
九州支社
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〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-35
〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階
〒461-8675 名古屋市東区大幸南1-1-9
〒920-0811 金沢市小坂町北255
〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13
〒732-0802 広島市南区大州4-3-26
〒760-0072 高松市花園町1-9-38
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル

X902012-696（IP）

電話技術相談窓口
（仕様・取扱いの問合せ）

平日 9:00～17:30
（土・日・祝日は除く）

TEL（052）719-0605

イーサネット、ETHERNET は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

項目 DT135TXA DT125TXA DT128TXA 
動作周囲温度 -20～60℃ （氷結しないこと） -10～60℃ （氷結しないこと）
動作及び保存湿度 95%RH以下 （結露しないこと） 95%RH以下 （結露しないこと）
電源仕様 DC12～48V DC12～48V
電源構成 冗長電源 ―
消費電流 250mA （DC24V時） 104mA （DC12V時） 150mA （DC12V時）

適合通信規格
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3 10BASE-T

伝送速度 1Gbps、100Mbps、10Mbps （自動認識） 100Mbps、10Mbps （自動認識）
レイテンシ ※5 1.14μs （1Gbit/s時） 2.24μs （100Mbit/s時）
ポート数 5ポート 5ポート 8ポート
伝送距離目安 最大100m
適合安全規格 UL、 CE、 FCC
対応機能 オートネゴシエーション、 Auto MDI/MDI-X
耐ノイズ シミュレータノイズ 500Vp-p、 ノイズ幅:1μs、 ノイズ周波数45Hzのノイズシミュレータによる
耐振動 周波数: 13.2～100Hz、 加速度: 4.9m/s2、 掃引回数: X,Y,Z方向 各2時間
耐衝撃 加速度: 980m/s2、 衝撃回数: X,Y,Z方向 各3回

※5: 本データは、当社試験環境による結果であり保証値ではありません。お客様のご使用環境により性能は異なります。

仕　様

外形寸法図
DT135TXA DT125TXA DT128TXA質量：約220g 質量：約56g 質量：約90g
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CC-Link IE TSN 認証 Class について
CC-Link IE TSNでは、機器およびスイッチの機能・性能に
応じて認証Classがあります。
認証ClassにはAとBがあり、ご使用される製品の認証Class
によって、使用できる機能・システム構成が異なります。
システム構築の詳細につきましてはCC-Link協会の敷設マ
ニュアルをご確認ください。

※ 当社スイッチングハブ（DT135TXA）は時刻同期機能がご使
用できません。対応機能につきましては右表を参照ください。

CC-Link IE TSN 認証 Class 定義

NO. 準拠規格 認証Class
A B

1 リンクアップ/中継

1000BASE-T（IEEE802.3ab）準拠 ○
（※6）

○
（※6）100BASE-TX（IEEE802.3u）準拠

Auto MDI/MDI-X ○ ○
オートネゴシエーション ○ ○

2 対応規格 IEEE1588 準拠 ― ○
IEEE802.1AS 準拠 ― ○

3 同期精度 1μs 以下 ― ○
4 Time aware Queuing IEEE802.1Qbv 準拠 ― ○

（CC-Link IE TSN 敷設マニュアルより引用）
※6: 1000BASEもしくは100BASEのどちらか一方、もしくは両方に対応のこと

○:必須　―:任意

品名 形名 標準価格（円） 備考 納期

産業用スイッチングハブ
DT135TXA 37,000 イーサネットポート 5ポート ○DT125TXA 13,500
DT128TXA 20,000 イーサネットポート 8ポート

ACアダプタ IPU10-105-P00A  6,000 入力： AC100～240V、 出力： DC13V/760mA ○
上記価格には消費税は含まれておりません。

価格表 ○: 仕込生産品 （詳細納期はお取引先へお問合せください。）



生産現場に強いスイッチングハブ

■耐振動・耐衝撃性に優れた堅牢なメタルハード
■冗長電源対応で突発的なシステムダウンを防止

■業界最小・最軽量クラスの産業用スイッチングハブ
■シーケンサ同等サイズで盤内にスマートに取付

特　長

当社関連製品

DT135TXA※2 DT125TXA DT128TXA
Ethernet ５ポートEthernet ５ポート Ethernet 8ポート

■盤内用・屋内用・屋外用・屋外補強型と
豊富なラインアップ

■屋内用、屋外用ケーブルは、テンション
メンバ 無しで直接けん引が可能

■屋外補強型は冠水・一時的な水没にも対応

QGシリーズ
マルチモード 光ファイバケーブル

ITシステム

エッジコンピューティング

生産現場

MELIPC

データ集約 分析パターンの配信

Ethernet

シーケンサ インバータ サーボ

工場A

生産現場 工場B

シーケンサインバータ サーボ 表示器

Ethernet
1000BASE-T
100BASE-TX

光ファイバ
1000BASE-SX

コンバータ

Ethernet
1000BASE-T
100BASE-TX

光ファイバ
1000BASE-LX

コンバータ

DMC-1000TS-DC
産業用メディアコンバータ 産業用メディアコンバータ

DMC-1000TL-DC ※4

延長距離
最大10km

延長距離
最大550m

三菱電機システムサービス CC-Link IE 検 索www.melsc.co.jp/business/product/
製品の詳細については当社Webサイトをご確認ください

エッジアプリケーション

リアルタイム診断と
フィードバック

※2: CC-Link IE TSN ClassA対応製品です。 CC-Link IE TSN Class認証の詳細については、裏表紙を参照ください。

CC-Link IEのノイズ試験
基準をクリアしているため
ノイズに強い

耐ノイズ性能

UL規格対応のため
装置全体のUL認証が
取得しやすい

UL規格対応電源仕様

生産現場で使用機会の多い
DC電源対応

動作温度

温度範囲が広い

DT125TXA
DT128TXA

DT135TXA
-10～60℃-20～60℃

アクセスポイント クライアント

■CC-Link協会認定Ethernetケーブル
■遮蔽特性に優れたEMI対策や外来ノイズ対策に使用可能
■指定長1m単位で製作可能

■Ethernet機器の通信を無線化
■無線LAN内蔵機器との接続可能
■AP間中継機能で通信エリア拡大

が容易
■海外無線規格対応

SC-E5EWシリーズ
Ethernetケーブル

AWK-3131A-ME
シリーズ

無線LANアダプタ

（MOXA株式会社製）

■通信距離を延長可能　■FA環境に対応した耐ノイズ性能
■通信線へのノイズ・雷対策用として使用可能

汎用PC 1 汎用PC 2

※3: ACアダプタ『IPU10-105-P00Ａ』はオプション品（別売）です。
※4: DMC-1000TL-DC用のシングルモード光ファイバケーブルについては別途ご相談ください。

※本ケーブルは、CC-Link IE TSN Class A・Class Bどちらにも使用できます。

延長距離
最大550m

タブレット

スマートフォン

Ethernetケーブル
SC-E5EWシリーズ

マルチモード
光ファイバケーブル
QGシリーズ

産業用メディアコンバータ
DMC-1000TS-DC

耐振動
耐衝撃 省スペース DINレール

取付

産業用スイッチングハブ
DT125TXA

耐振動
耐衝撃 省スペース DINレール

取付

産業用スイッチングハブ
DT128TXA

無線LANアダプタ
AWK-3131A-ME
シリーズ

耐振動
耐衝撃 冗長電源 DINレール

取付 低レイテンシ

産業用スイッチングハブ
DT135TXA※2センシング・データ収集

当社ACアダプタ（※3）を
使用することで、オフィスでも
使用可能です。


