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屋内 SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

902-0120-0000

R850
R750 
R730
R720
R710
R650
R760

R610
R550
R510
R350 
R320
R310

R-シリーズ 屋内向け AP 用多目的マウントブラケット。壁面、
天井、柱、トラスに取り付けが可能。

(1) 板金マウント ブラケット
(2) #6 木ネジとアンカー

902-0108-0000 R510
R510 用の多目的マウント ブラケット。壁面、天井、電源コン
セント ボックス、柱、トラスに取り付けが可能で、パッドロッ
クやセキュリティ トルクスで物理的セキュリティを確保。

(1)  セキュリティ オプション付きの付属マウント金具
(1) トルクス ネジ
(4) 木ネジ
(1) パイプ クランプ

902-0126-000 H510
オプション ブラケット。取り付け用のジャンクション ボック
スがない場所に H510 ウォール スイッチ AP を取り付けるため
に使用

(1) プラスチック ブラケット
(2) トルクスネジ

902-0136-0000 H350 
H550

オプション ブラケット。取り付け用のジャンクション ボック
スがない場所に H550 ウォール スイッチ AP を取り付けるため
に使用 

(1) プラスチック ブラケット
(2) トルクスネジ

902-1120-0000 H320
オプション ブラケット。取り付け用のジャンクション ボック
スがない場所に H320 ウォール スイッチ AP を取り付けるため
に使用

(1) プラスチック ブラケット
(2) トルクスネジ

902-0124-0000 C110
オプション ブラケット。取り付け用のジャンクション ボック
スがない場所に C110 ウォール プレート AP を取り付けるため
に使用

(1) プラスチック ブラケット
(2) トルクスネジ

902-0123-0000 R710
R710 用の平フレーム吸音天井ブラケット。  平フレームのみ。
標準の (凹フレーム ) 吸音天井には対応していません。

(1) マウント ブラケット
(2) マウント ガイド

902-0195-0000

R730
R750
R720
R710 
R650
R610
R600

R550
R510
R350
R320 
R310
M510

予備の平フレーム天井用 T レール天井マウント キット
(1) プラスチック T レール ブラケット
(1) プラスチック ロッキング タブ

AP を取り付けることができますが、パッド
ロック セキュリティには対応していません。
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屋外 SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

902-0101-0000 ファイバー ノード 
CATV 設備オーバーヘッド ストランド用の屋外製品マウン
トブラケット。直射日光やほこりなどからマウントされた
製品や外部アンテナ マウントを保護するためのカバー。

(1) ストランドブラケット : 被覆アルミニウム
(2) ストランド クランプ
(4)  0.25-20 亜鉛メッキ スチール ボルト + 六角ナット + 平ワッシャー + 
バネ ワッシャー

(1) スペーサー ブロック
(8)  0.25-28 ステンレス スチール ボルト + 平ワッシャー + バネ ワッ
シャー

(4)  M4 ステンレス スチール ボルト + 平ワッシャー + バネ ワッシャー

902-0125-0000

P300
T310d
T310c
T310s
T310n
T350
T610
T610s
T710
T710s
T750 

T610/T610、T710/T710 用マウント部品

(1) マウント ブラケット金具部品
(1) U ジョイント ブラケット
(1) 壁面マウント ブラケット
(1) AP ブラケット
(2) リンク ブラケット
(1) 安全ケーブル部品
(1) クイック セットアップ ガイド

902-0182-0003
P300
T310c
T310d 

屋外 AP マウントブラケット (耐候性アルミニウム )、水平・
垂直の両方で 0～ 180 度の角度調節が可能。壁面または天
井への取り付けに対応し、同梱のマウント金具を使って直
径 1～ 4 インチ (2.5～ 10 センチ ) の垂直または水平の柱に
取り付けて利用します。柱の直径が 4 インチより大きい場
合はユーザー指定のクランプで取り付け可能。

(1) マウントブラケット : 耐候性アルミニウム
(1) ハンガーマウント : 耐候性アルミニウム
(1) エクステンション : 耐候性アルミニウム
(2) M8 六角ボルト、バネ ロック & ワッシャー付き
(4) SAE32 スチール クランプ、2.5インチ (5.08センチ ) 
(4)  M4 x 12mm 小ネジ、バネ ロック & ワッシャー付き
(4)  0.25-28 x 0.625” 小ネジ、バネ ロック & ワッシャー付き

902-0134-0000

Q910
T310n
T310s
T610
T610s
T710
T710s
T750

屋外 AP マウントブラケット (耐候性アルミニウム )、水平・
垂直の両方で 0～ 180 度の角度調節が可能。壁面または天
井への取り付けに対応し、同梱のマウント金具を使って直
径 1～ 4 インチ (2.5～ 10 センチ ) の垂直または水平の柱に
取り付けて利用します。柱の直径が 4 インチより大きい場
合はユーザー指定のクランプで取り付け可能。

(1) マウントブラケット : 耐候性アルミニウム
(1) ハンガーマウント : 耐候性アルミニウム
(1) エクステンション : 耐候性アルミニウム
(2) M8 六角ボルト、バネ ロック & ワッシャー付き
(4) SAE32 スチール クランプ、2.5インチ (5.08センチ ) 
(4)  M4 x 12mm 小ネジ、バネ ロック & ワッシャー付き
(4)  0.25-28 x 0.625” 小ネジ、バネ ロック & ワッシャー付き
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電源 SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

902-0162-XX00

R710
R350
R320
R310 

H350 
H510 
R610
R550
R510

P300
T310
T350
T610

T610s
E510
M510 リージョナル PoE アダプター (10/100/1000Mbps)

(数量 : 1) PoE モジュール (10/100/1000Mbps)
LAN ポート : RJ-45 ジャック
PoE ポート : RJ-45 ジャック、24 ワット PoE
AC 入力：100-240 VAC、50/60 Hz
(数量 : 1) AC ケーブル (長さ 2 フィート / 0.6m)

902-0180-XXYY

T710
T710s
T750
R650

R720
R730
R750
R850
H550

10/100/1000-BaseT PoE 入力用 Power-over-Ethernet (PoE) 
アダプター .屋内定格。最大対応電力 60W(1 個または 10 個
単位で販売 )

(1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート
(1) PoE モジュール (10/100/1000Mbps)
入力 : 100 ～ 240VAC ~ 50/60Hz 1.0A
出力 : 48VDC 1250mA (60W)
データ ポート : RJ-45 ジャック
PoE/データ ポート : RJ-45 ジャック
寸法 123 x 61 x 40 mm

902-1169-XX00

R550
R610
R710
ZoneDirector 1200
E510
M510

地域別電源アダプター

(1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート 
(1) 電源アダプター 
入力 : 100 ～ 240VAC ~ 50/60Hz 0.6A 
出力 : 12VDC 2.0A 
AC プラグ : 国別 
DC プラグ : 直角、2.5 x 5.5 x 10 mm (ID x OD x L) メス、ポジティブ  
センター
DC ケーブル長 1.5m

902-0170-XX00
H350 
H510
ファイバー バックパック

地域別電源アダプター

(1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート
(1) 電源アダプター
入力 : 100 ～ 240VAC ~ 50/60Hz 0.8A
出力 : 48VDC 0.68A
DC プラグ : 0.7 x 2.35 x 13 mm (ID x OD x L) メス、ポジティブ センター
DC ケーブル長 1.5m

902-2170-XXYY H550 地域別 50W 電源アダプター
(1 個または 10 個単位で販売 )

(1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート
(1) 電源アダプター
入力 : 100 ～ 240VAC ~ 50/60Hz 0.8A
出力 : 48VDC 1A

902-2171-XX00

R650
R720
R730
R750
R760
R850

地域別電源アダプター

(1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート
(1) 電源アダプター
入力 : 115 ～ 230VAC 50/60Hz 0.8A 
出力 : 48VDC、1A
DC プラグ : 1.35mmx 3.5mmx13mm (IDxODxL) メス、ポジティブ セン
ター DC ケーブル長 1.5m (直角 DC コネクター )
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電源 SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

902-0173-XX00

R310
R320 
R350
R510

地域別電源アダプター

(1) 国別電源アダプター ̶ 直角プラグ
入力 : 100 ～ 240VAC ~ 50/60Hz 0.4A
出力 : 12VDC 1.0A
AC プラグ : 国別
DC プラグ : 直角、2.1 x 5.5 x 9.5 mm (ID x OD x L) メス、ポジティブ  
センター
DC ケーブル長 1.8m

902-1180-XX00

R650
R750
R850
T750

1.0/2.5/5.0/10.0-BaseT PoE 入力用 Power-over-Ethernet 
(PoE) アダプター。屋内定格。最大対応電力 60W  

(1) 国別ケーブル、IEC、6 フィート
(1) PoE モジュール (10/ 100/ 1000/ 2500/ 5000/ 10000Mbps)
入力 : 100 ～ 24VAC ~ 50/60Hz 1.2A
出力 : 54VDC 1.12A (60W)
データ ポート : RJ-45 ジャック
PoE/データ ポート : RJ-45 ジャック
寸法 : 123 x 61 x 40 mm

902-0174-XX00

ZoneDirector 5000
SmartCell 
Gateway 200
SmartZone 144 
SmartZone 144-D

リージョナル IEC ZD5000 用電源コード 
および SCG 200 数量 1、MOQ 10 (1) 国別電源ケーブル、IEC、6 フィート

902-0183-0000

T310
T350
T610
T610s
T710
T710s
T750
T811

屋外 AP の RJ-45 ポート耐候性 予備ケーブルグランド . (1) 耐候性ケーブルグランド

902-1121-0000

T310d
T310n
T310s
T350

屋外 AP の RJ-45 ポートまたは DC 入力耐候性 予備ケーブル
グランド (1 穴または 2 穴用緩衝材を含む )。 (1) 耐候性ケーブルグランド

902-0185-0000

T710
T710s
T750
ファイバー ノード

予備の耐候性 AC コネクター、4-ピン AC コネクターを含む
(1) 4 ピン メス ケーブル コネクター
クランピング リングによる歪み緩和
ケーブル直径 6 ～ 12.5mm に対応
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電源 SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

902-1170-XX00

R650
R720
R730
R750
R850

部品、予備、モジュラー AC/DC 電源アダプター、48V - 
36W、XX 電源ケーブル付き、1 ユニット

(1)  電源装置、DC スイッチング モード、48VDC 0.75A 36W、インレット
-C14、RoHS

(1) 電源ケーブル、XX、RoHS、IEC 320、長さ 1.8m (6 フィート )

902-S310-AC00 SmartZone 300 部品、予備、AC 電源、SZ-300 (902-1174-xx00 電源ケーブ
ルとともに使用 )

(1) 電源、AC PSU モジュール、1400W
(1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、AC 電源、SZ 300
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、ボックス、電源、1 ユニット (385 x 151 x 118mm)
(1) パッケージ、発泡緩衝材、前面 (145 x 105 x 110mm)
(1) パッケージ、発泡緩衝材、背面 (145 x 90 x 110mm)

902-S301-DC00 SmartZone 300 部品、予備、DC 電源、SZ-300

(1) 電源、DC PSU モジュール、1200W
(1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、DC 電源、SZ 300
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、ボックス、電源、1 ユニット (385 x 151 x 118mm)
(1) パッケージ、発泡緩衝材、前面 (145 x 105 x 110mm)
(1) パッケージ、発泡緩衝材、背面 (145 x 90 x 110mm)

902-S302-DC00 SmartZone 300 部品、予備、DC 電源ケーブル、SZ-300

(1) ケーブル、DC 電源
(1)  説明書、クイック セットアップ ガイド、DC 電源ケーブル アクセ
サリー

(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1)  パッケージ、バッグ、TBD x TBDmm、厚さ 0.05mm 低密度ポリエ
チレン、クリア

(1) パッケージ、ボックス、予備、(OD TBD x TBD x TBD mm)

902-S320-0000 SmartZone 300 部品、予備、ファン アセンブリ、SZ-300 (ファン 6 個 )

(1) ファン、6 個セット
(1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、ファン アセンブリ (SZ 300)
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、ボックス、ファン アセンブリ (146 x 96 x 144mm)

902-S330-0000 SmartZone 300 部品、予備、スライド レール ラック マウント キット、SZ-
300

(1) 部品、スライド レール
(1)  クイック セットアップ ガイド、SmartZone 300 ラック マウント 
キット
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電源 SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

902-S340-0000 SmartZone 300 部品、予備、コンソール ケーブル、(RJ45 から USB へ )

(1) ケーブル、コンソール、USB RS232-RJ45、長さ 6 フィート
(1)  説明書、クイック セットアップ ガイド、コンソール ケーブル  

(SZ 300)
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1)  パッケージ、バッグ、170 x 240mm、厚さ 0.04mm、低密度ポリ
エチレン、クリア

902-S350-0000 SmartZone 300 部品、予備 (FRU)、ハード ディスク ドライブ、SZ-300

(1)  ハード ドライブ、1.2 TB、10K RPM、64MB キャッシュ 2.5 SAS 
6Gb/秒、内蔵 2.5 インチ

(1) ディスク トレイ、2.5 HDD
(4) ネジ、M3 x 長さ 4mm x 直径 5.2、スチール ニッケル - 4 個
(1)  説明書、クイック セットアップ ガイド、ハード ディスク ドライブ、

SZ 300
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、バッグ、PE、TBD x TBD x TBD mm、ESD
(1) パッケージ、ボックス、HDD、1 ユニット (196 x 141 x 84mm)

902-S351-0000 SmartZone 300 部品、予備 (FRU)、SSD 64GB、SZ300

(1)  ストレージ モジュール、SQフラッシュ、64GB SATA III (6.0Gbps)、
2.5 SSD

(4) ネジ、M3 x 長さ 4mm x 直径 5.2、スチール ニッケル - 4 個
(1) ディスク トレイ、2.5 HDD
(1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、SSD、SZ 300
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、バッグ、PE、TBD x TBD x TBDmm、ESD
(1) パッケージ、ボックス、HDD、1 ユニット (196 x 141 x 84mm)

902-S110-0000 SmartZone 144 
SmartZone 144-D 部品、予備、AC 電源、SZ144/144-D 

(1) 電源、AC PSU モジュール、300W
(1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、AC 電源、SZ 144
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、ボックス、電源、1 ユニット (100 x 350 x 45mm)
(1) パッケージ、発泡緩衝材、EPE 

902-S120-0000 SmartZone 144 
SmartZone 144-D 部品、予備、ファン アセンブリ、SZ144/SZ144-D 

(1) ファン、12VDC 24.9CFM (40 x 40 x 28mm)
(1) 説明書、クイック セットアップ ガイド、ファン アセンブリ (SZ 144)
(1) ラベル、POD、パッケージ ボックス /バッグ (1.25 インチ x 2.25 インチ )
(1) パッケージ、ボックス、ファン アセンブリ (130 x 113 x 48mm) 
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電源ケーブル 

SKU 対応製品 説明 パッケージ内容
コンセント 
コネクター

装置 
コネクター

PCAUS
すべての ICX スイッチ 
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : AS 3112
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル、オーストラリア、250V 10A

PC-C13C14
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : C14
装置コネクター : C13
長さ : 2.0 m
定格 : 250v/15A

C13/C14 15A 電源ケーブル

PCCHINA-IEC309
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : IEC 60309
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 110v/10A

電源ケーブル、IEC309 TO C13、中国、110V 10A

PCCHINA2-IEC309
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : IEC 60309
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル、IEC309 TO C13、中国、250V 10A

PCEURO
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : CEE 7/7
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/10A 

VIIG から C13 への電源ケーブル、ヨーロッパ、250V 10A

PCINDIA
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : BS 546
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル、インド、250V 10A

PCITALY-CEI
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : CEI 23-16
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/10A 

電源ケーブル、イタリア、10A、250V、2.5M、CEI 23-16/C13 

PCJAPAN
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : JIS 8303
装置コネクター : C13
長さ : 2.0 m
定格 : 125v/13A

電源ケーブル、日本、125V 13A

PCSWISS- 
C1312G-HF

すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : SEV 1011
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/10A

SEV1011 から C13 への電源ケーブル、スイス、250V 10A

RUCKUS アクセサリー ガイド
電源
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電源ケーブル 

SKU 対応製品 説明 パッケージ内容
コンセント 
コネクター

装置 
コネクター

PCUK
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : BS 1363
装置コネクター : C13
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/13A

電源ケーブル、英国、250V 13A2.5 m

PCUSA
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : NEMA 5-15
装置コネクター : C13
長さ : 2.0 m
定格 : 125v/10A

電源ケーブル、米国、NEMA5-15/C13、10A、125V、2m

PCUSA2
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : NEMA 5-15
装置コネクター : C13
長さ : 2.0 m
定格 : 125v/13A

電源ケーブル、米国、NEMA5-15/C13、13A、125V、2m

PCUSA-3M
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : NEMA 5-15
装置コネクター : C13
長さ : 3.0 m
定格 : 125v/10A

電源ケーブル、米国、NEMA5-15/C13、10A、125V、3m

902-0174-BR00
すべての ICX スイッチ
(7150-C08PT を除く )

電源コネクター : NBR 14136
装置コネクター : C13
長さ : 1.8 m
定格 : 250v/10A

予備の IEC 電源コード、BR プラグ
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電源ケーブル 

SKU 対応製品 説明 パッケージ内容
コンセント 
コネクター

装置 
コネクター

高温電源ケーブル (C15 装置コネクターとともに使用 )

PCAUS-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : AS 3112
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 250v/10A 

電源ケーブル高温 C15、オーストラリア、250V 10A、1.83m

PCC14C15 ICX 7150-C08PT
電源コネクター : C14
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m

電源ケーブル高温、C14 から C15 へ、125V 13A、1.83m

PCC14C15-短 ICX 7150-C08PT
電源コネクター : C14
装置コネクター : C15
長さ : 0.25 m

電源ケーブル高温、C14 から C15 へ、125V 13A、0.25m 

PCCHINA-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : IEC 60309
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル高温 C15、中国、250V 10A、1.83m

PCEURO-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : CEE 7/7
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 250v/16A

電源ケーブル高温 C15、ヨーロッパ、250V 16A、1.83m

PCINDIA-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : BS 546
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル高温 C15、インド、250V 10A、1.83m

PCITALY-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : CEI 23-16
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル高温 C15、イタリア、250V 10A、1.83m

PCJAPAN-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : JIS 8303
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 125v/7A

電源ケーブル高温 C15、日本、125V 7A、1.83m
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電源ケーブル 

SKU 対応製品 説明 パッケージ内容
コンセント 
コネクター

装置 
コネクター

高温電源ケーブル (C15 装置コネクターとともに使用 )

PCSWISS-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : SEV 1011
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 250v/10A

電源ケーブル高温 C15、スイス、250V 10A、1.83m

PCUK-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : BS 1363
装置コネクター : C15
長さ : 2.5 m
定格 : 250v/13A

電源ケーブル、高温 C15、英国、250V 13A、2.5 m

PCUSA-C15 ICX 7150-C08PT

電源コネクター : NEMA 5-15
装置コネクター : C15
長さ : 1.83 m
定格 : 125v/13A

電源ケーブル高温 C15、米国、125V 13A、1.83m 

ICX シリアル管理ケーブル

SKU 対応製品 説明 パッケージ内容

CC-RJ45-DB9 RJ-45 コンソール ポート付きのすべての ICX スイッチ 
(ICX 7150、ICX 7650、ICX 7850) シリアル コンソール ケーブル RJ45-RJ45 と RJ-45-DB9 アダプター (RJ-45 コンソール ポート用 ) 1 ケーブル

1 アダプター

CC-USBC-USBA USB Type-C 管理ポート付きの ICX スイッチ 
(ICX 7150、ICX 7650、ICX 7850) USB 2.0 ケーブル、Type-C から Type-A、1 メートル (ICX 7150 の USB Type-C コンソール ポート用 ) 1 ケーブル

CC-MINIUSB-RJ45 mini-USB 管理ポート付きの ICX スイッチ 
(ICX 7250、ICX 7450、ICX 7750) コンソール ケーブル、オス mini-USB からオス RJ-45 (RJ-45 から DB-9 へのコンバーター使用 ) 1 ケーブル

1 アダプター
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ICX マウント キット
SKU 対応製品 説明

XBR-R000295 ICX 7000 シリーズ 24/48 ポート 1RU モデル ユニバーサル ラック マウント キット、4 ポスト、ICX 7000 シリーズ 24/48 ポート モデル用

ICX-RMK-4POST-TL ICX 7850 ICX ツールレス 4 ポスト ラック マウント キット

ICX7000-RMK ICX 7000 シリーズ 24/48 ポート 1RU モデル ラック マウント キット、2 ポスト、ICX 7000 シリーズ 24/48 ポート モデル用

ICX6400-C12-MGNT ICX 7150/6450/6430 12 ポート コンパクト スイッチ Ruckus ICX 12 ポート コンパクト スイッチ用マグネット マウント キット

ICX7000-C12-WMK ICX7150-C12P、ICX7150-C08P、 
ICX7150-C10ZP コンパクト スイッチ ICX7150-C12P、ICX7150-C08P ICX7150-C08PT、ICX7150-C10ZP コンパクト スイッチ用のウォール マウントおよび机下マウント キット

ICX7000-C12-RMK ICX7150-C12P、ICX7150-C08P、ICX7150-C08PT コンパクト 
スイッチ ICX7150-C12P、ICX7150-C08P コンパクト スイッチ用のラック マウント キット

ICX7000-C10ZP-RMK ICX7150-C10ZP コンパクト スイッチ ICX7150-C10ZP コンパクト スイッチ用のラック マウント キット

ICX-ADP-PLT すべての ICX コンパクト スイッチ ICX7150-C08PT ウォール マウント用およびその他すべての ICX コンパクト スイッチ モデル DIN マウント用の ICX コンパクト スイッチ アダプター プ
レート

ICX-DIN-MNT すべての ICX コンパクト スイッチ ICX コンパクト スイッチ DIN レール マウント キット。注意 : DIN レール マウント キットをすべての ICX コンパクト スイッチ (ICX7150-C08PT 拡張温
度スイッチを除く ) に取り付けるには、追加のアダプター プレート (ICX-ADP-PLT) が必要です。

RMK-LRM-ADP すべての ICX スイッチ LRM アダプター用ラック マウント キット。この 1RU シェルフは最大 8 個の LRM アダプターを格納できます。
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ファイバー SKU 対応製品 説明

P01-0500-0000 H510 光ファイバー エンクロージャー、ファイバーからイーサネット メディア コンバーター。現場で取り付け可能な H510 用アクセサリー

P01-0300-0000 
T300/301 シリーズ
T310c/d
P300

風雨密光ファイバー エンクロージャー、現場で取り付け可能な T300/T301 シリーズおよび P300 用アクセサリー

902-0501-0000 ファイバー バックパック スタンドアロン バックパック ユースケース用のバックパック カバーおよび取り付けウォール ブラケットを含む取り付けキット

902-0502-0000 ファイバー バックパック 902-I100-XXXX (カバー付きの RUCKUS IOT モジュール ) を H510 に取り付ける場合のバックパック用ケーブル カバー
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