保管温度／湿度

†1

-20 〜 60℃／5 〜 80%
†1
ただし、結露なきこと。

MAU5T
IEEE802.3 10BASE-T MICRO TRANSCEIVER

消費電力

1.5W（通信時）

発熱量

1.30kcal/h

重量(g)

90

③ ツイストペア・ケーブルを引っ張って、抜け
ないことを確認してください。

ください。

ジョンコードは、製品の側面に貼付されてい
本書に記載されている「製品保証規定」をお読
みください。

ながら手前に引くと抜けます。

るバーコードシールに記入されています。
(例)

※ RJ-45 プラグは、親指でプラグの爪を押え

ご使用になる前に

* 製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品レ
ビジョンコード(Rev)を調査依頼書に記入し
てください。製品のシリアル番号、製品レビ

保証

説明書をお読みになり、正しい設置を行なって

トアウトなどを添付してください。

43(W)×78(D)×23(H)（突起部含まず）

この度は、corega MAU5T をお買い上げいた
だきまして誠にありがとうございます。本取扱

の点にそって、十分な情報をお知らせください。
記入用紙で書き切れない場合には、別途プリン

使用しているハードウェアについて

外形寸法 (mm)

取扱説明書

だだくものです。障害を解決するためにも以下

S/N 000770000002346 Rev AA

corega製品の情報を知りたいときには
お問い合わせ内容について

MAU5T のランプ

まず、SQE TEST SWITCH (HEARTBEAT) を
設定してください。接続する 機器(DTE) に対
して、SQE TEST が必要な場合には 「ON

てのＱ＆Ａなどを掲載しています。どうぞご利
・POWER (緑)

用ください。

(1)」 に、不必要の場合には 「OFF (0)」 にし

MAU5T が接続されている装置の電源が投入

ます。ピンセットのような先の尖ったものを使

されているとき点灯します。ランプが点灯し

用し、しっかりとどちらかの位置に設定してく

ない場合、電源が供給されていないことを意
味します。

ださい。ハブ、リピータのステーションポート
(AUI) に接続して使う場合、必ず 「OFF」 に
設定してください。よく分からない場合は、

当社のホームページに、最新情報や製品につい
* どのような症状が発生するのか、またそれは
どのような状況で発生するのかを出来る限り
具体的に（再現できるように）記入してください。
● corega のホームページにアクセスしてください！
http://www.corega.co.jp

* エラーメッセージやエラーコードが表示され
る場合には、表示されるメッセージ内容のプ
リントアウトなどを添付してください。

● corega Net-News を購読しませんか？
・SQE TEST (黄)

http://www.corega.co.jp/inter/news/news.htm

SQE TEST が 「ON」 の場合に点灯します。

「OFF」 でご使用ください。工場出荷時設定で
は 「OFF」に設定されています。

メール配信サービスです。
・LINK (緑)

②
①

* ネットワークとの接続状況や、ご使用になっ
ているネットワーク機器について簡単な図を

ハブ (相手装置) が動作している場合、LINK
ランプが点灯します。点灯しない場合、ハブ

MAU5T の取り付け

ネットワーク構成について

corega Net-News は、コレガ社がお届けする

ユーザーサポート

の電源が入っていない、ケーブルが接続され

障害回避などのユーザーサポートは、裏面の

ていない、あるいはケーブルが間違っている

「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項を

などの原因が考えられます。

ご記入の上、下記の番号まで FAXしてくださ

添付してください。
* 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、
機種名、バージョンなどをご記入ください。

おことわり

い。できるだけ電話による直接の問い合わせは

RJ-45 プラグ

・POLARITY (緑)
ツイストペア・ケーブルの RD（受信データ

避けてください。FAXによって詳細な情報を送
付いただくほうが、電話によるお問い合わせよ

・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、
全ての権利を弊社が保有しています。弊社に

線）の極性が正常の場合、POLARITY ラン

りも、より早く問題を解決することができま

無断で本書の一部または全部をコピーするこ

プが点灯します。点灯しない場合は、RD+

す。記入内容の詳細は、「調査依頼書のご記入

と RD - の信号線が反転して接続されていま

のお願い」をご覧ください。

10BASE-T コネクタ
(RJ-45 ジャック)

す (このランプが消灯していても使用上の問

図１ MAU5Tの取り付け

題はありません)。
① MAU5Tを機器(DTE)の 10BASE5 コネクタ

することがありますがご了承ください。
Tel: 045-476-6268
月〜金（祝・祭日を除く）
10:00-12:00、13:00-17:00

仕様

(AUI) に接続し、機器のスライドロックで固
定してください。

Fax: 045-476-6294
適応規格

年中無休 24 時間

・ 改良のため製品の仕様を予告なく変更するこ
とがありますがご了承ください。
・ 本装置の内容またはその仕様により発生した
損害については、いかなる責任も負いかねま
すのでご了承ください。

IEEE 802.3、Ethernet Version 2.0

② 10BASE-Tコネクタに「カチッ」と音がす
るまでツイストペア・ケーブルのRJ-45プラ
グを差込んでください。

とを禁じます。
・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更

動作温度／湿度

†1

調査依頼書ご記入のお願い

©1996-1999 株式会社コレガ

0 〜 50℃／5 〜 80%
調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した
様々な障害の原因を突き止めるためにご記入い

製品保証書 (１年保証)

イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登
録商標です。

使用および取り扱い上の注意
本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項
が守られていない場合、感電、怪我、火災、故障などの原因になります。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品保証規定（裏面）に

製品名

カバーを外さないでください。
本製品のカバーを外したり、本製品を分

基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

次のような場所での使用や保管
はしないでください。

解したりしないでください。感電や故障の

・直射日光の当たる場所

原因となります。

・暖房器具の近くなどの高温になる場

稲妻危険

・急激な温度変化のある場所 (結露する

所

corega MAU5T

稲妻が発生しているとき、本製品やケー

シリアル番号

( S/ N )

ような場所)

ブルの設置などの作業を行わないでくだ

・湿気の多い場所や、水などの液体が

さい。落雷により、感電する恐れがあり

かかる場所 (湿度 5 〜 80%の範囲で

ます。

ご使用ください)
・振動の激しい場所

ご購入日

取り付け、ケーブル配線は電源
を抜いてください。
本製品の取り付け、ケーブル配線などの

製品保証に関するお問い合わせ先
corega サポートセンター

作業を行う場合は、本製品を接続する機

・ほこりの多い場所や、ジュータンを
敷いた場所 (静電気障害の原因にもな
ります)
・腐食性ガスの発生する場所

器の電源を必ず切ってから行ってくださ

TEL：045-476-6268 FAX：045-476-6294

い。電源を入れたまま、この作業を行う

動作温度

住所：〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 1-19-20

と本製品を接続する機器の故障の原因と

本製品は、周囲温度 0 〜 50 ℃の範囲

受け付け時間： 10:00 〜 12:00/13:00 〜 17:00

なることがあります。

でご使用下さい。

異物を入れないでください。

取り扱いは丁寧に

本製品の隙間から金属、液体などの異物

落としたり、ぶつけたり、強いショッ

を入れないでください。本体内部に異物

クを与えたりしないでください。

月〜金（祝・祭日を除く）

販売店様印

が入ると火災、感電などの恐れがありま
す。

AUI ケーブルを使用しないでく
ださい。

日常のお手入れ
いてください。ベンジン、シンナーなどは

本製品は DTE の 10BASE5 (AUI)
コネクタに直接接続してください。
本製品と DTE の間に AUI ケーブ

使用しないでください。製品の変形、変色

ルを接続して使用しないでくださ

の原因になります。

い。

本製品の汚れは、やわらかい乾いた布でふ
※ 製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。

FN coregaMAU5T.990622
PN J613-M0070-00 Rev.B

調査依頼書(corega MAU5T)
年

月

一般事項
1. 御社名：

フリガナ：

部署名：
ご連絡先住所：
TEL:
(

ご担当者名：
〒
)

FAX:

2. 購入先：

(

)

(

)

購入年月日：

購入先担当者：

連絡先(TEL):

ハードウェアとネットワーク構成
1. ご使用のハードウェア機種（製品名）
、シリアル番号、リビジョン

製品名： corega

S/N

MAU5T

2. お問い合わせ内容

□別紙あり

Rev

□別紙なし

□ HEARTBEAT ON
□ HEARTBEAT OFF
□設置中に起こっている障害 □設置後、運用中に起こっている障害

3. ネットワーク構成図

□別紙あり □別紙なし

簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

製品保証規定
■この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書
などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合
に、無償修理をお約束するものです。
・ハードウェア本体 ：製品保証書に記載の 保証期間 で無償保証とします。
（但し、本規定の他の条項に準じます。）
・本体付属品

：3ヶ月保証

■保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品ま
たは代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された
「製品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。送料
はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせて
いただきます。（ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代
替品への交換・サービスはご利用いただけます。）
1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧など
の外部要因によって生じた故障および損傷
4. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
5. 消耗品の交換（バックアップ電池など）
6. 製品保証書の提示がない場合
7. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えら
れた場合
■修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとし
ます。
■製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の
故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わない
ものとします。
■製品保証書は、日本国内のみで有効です。
■製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してくださ
い。

日

