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リピータアクセスポイント

高セキュリティ「ACERA」に
リピータアクセスポイント登場！

◆ 2つの無線機内蔵（IEEE802.11a,11b/g）
 「アクセスポイント間」、「アクセスポイント～クライアント間」の無線を選択可能。 

◆ IEEE802.11a・5.6GHz帯無線（W56）対応済み
 W56は、屋内のほか屋外でも使用が可能。

◆ リピーティング機能＆経路自動形成
 最大3段まで、アクセスポイント間をリピーティング。経路を自動形成。
　　LAN工事の負担を大きく削減。

◆ 無線ネットワーク管理システムと連携
 無線ネットワーク管理システム「UNIFAS」上で、無線経路や接続クライアントの
 状況確認が可能。

無線ネットワーク管理システム

基本構成例 【リピータモード】

アクセスポイント間を802.11aで
リピーティング接続、アクセスポイント～
クライアント間を802.11b/gで接続した例

ACERA 703

高セキュリティな無線ネットワークの構築・
管理を、シンプルに実現するソフトウェア。
各種設定変更がソフト側で一括して行える
「ソフトウェアコントロール」、運用時も管理者
負担を大幅に軽減する
などがその大きな特長です。
また「UNIFAS」は、国産アクセスポイント
「ACERA」との連携により、その機能が最大
化されます。
オフィスや学校、ホテルなど、様々な無線活用
イメージに最適な、高品質無線ネットワーク
の統合管理をセキュアに実現します。

＊アクセスポイントACERAをご利用頂くためには、
　UNIFAS MSサーバが必要です

「イージーマネジメント」

※アクセスポイント間を802.11b/g、アクセスポイント～クライアント間を802.11aの接続も可能
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LANケーブルレスなので
レイアウト変更がカンタン。
経路はACERA703が
自動形成。
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アクセスポイント間を無線で接続！
高セキュリティワイヤレスネットワークの構築・拡張を
フレキシブルに実現します。

IEEE802.11b/g

ニシムライズミ
販売終了



フルノシステムズでは、屋内・外始
め、様々な環境条件と運用シーンに
最適な、無線構築・運用を実現する
「エンジニアリングサービス」をご
提供しております。詳しくは弊社
HPをご覧下さい。

屋外へのアクセスポイント
取り付け例

イベント会場での
HOTSPOT構築サポート

ネットワークカメラ
遠隔監視

LINE UP

802.11a/b/gいずれか一種類での通信を可能にするアクセ
スポイント。「ホットスポット用無線LAN」「業務用無線
LAN」など、異なる複数の無線LANが、ひとつのアクセスポ
イントで集約可能です。

802.11aと11b/gの同時通信を可能にしたアクセスポイント。
無線帯域を使い分けることにより、1台のアクセスポイント
下で「オフィスの無線LAN」、「ホットスポット用無線LAN」
など多彩なクライアント接続を実現します。

ACERA 701
シングルバンドアクセスポイント

ACERA 702
デュアルバンドアクセスポイント

W52/53/56に対応！

802.11a/ b/g

802.11a

802.11b/g

※1　W56は屋外での使用が可能
※2　レイアウト変更対応（モバイル不可）、リピーティングリンク用無線機へのクライアント接続不可
※3　ケーブルカバー含む 

各種接続機器については、事前の動作確認が必要です。
各製品名、社名は各社の登録商標または、商標です。　記載された商品の仕様、デザインなどは予告無く変更される事があります。ご了承ください。　商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
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ACERA 703リピータアクセスポイント

0806-PNEWS/A703-1-4-T

5.6GHz帯
指向性 パッチ型

5.6GHz帯
無指向性 コリニア型

2.4GHz帯　
カージオイド型

垂直面

垂直面

水平面

垂直面 水平面

仕　　　様 ACERA 701 ACERA 702 ACERA 703
制御部 CPU 32ビット RISC

ROM プログラム部：64MB

RAM 64MB

セキュリティエンジン 内　蔵

無線通信 規 格 IEEE802.11a/g/b（国際規格）、ARIB STD-T66/STD-T71（国際規格）

バンド選択 802.11aまたは
802.11b/gいずれか

802.11aおよび802.11b/g同時

中心周波数 802.11b：2412～ 2484MHz

802.11g：2412～ 2472MHz

802.11a：［W52］5180～ 5240MHz、［W53］5260～ 5320MHz

ー 802.11a：［W56 ※1］5500～ 5700MHz

内 蔵 1/2λ

外付け
（オプション）

ダイポール型

アンテナ

ー
5.6GHz帯　パッチ型（利得+9dBi）
5.6GHz帯　コリニア型（利得+8dBi）
2.4GHz帯　カージオイド型（利得+5dBi）

暗号化 WEP（64/128）、AES

認 証 IEEE802.1X/EAP-TLS、TTLS、PEAP

リピーティング経路 ー 自動形成/維持 ※2　新局含め3段まで

ネットワーク通信 LAN/PoEコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX　　IEEE802.3af規格PoE

表 示 状態表示LED RGB×5

電 源 DC IN DC12V 最大800mA

PoE給電 DC48V 最大250mA Class 0

安全規格 VCCI クラスB

形 状 ※3 外形寸法 174（縦）×150（横）×46（高）mm

質 量 約350g 約400g

環境条件 動作温湿度範囲 －10℃～＋55℃ /30～ 85％ RH（結露なきこと）

保存温湿度範囲 －20℃～＋65℃ /30～ 85％ RH（結露なきこと）

各種外部アンテナ基本構成例 【ステーションモード（対応予定）】
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建物内

屋外用高利得指向性アンテナ

建物内

UNIFAS MS
（無線ネットワーク管理ソフトウェア）▲

サーバ

〒130-0026 東京都墨田区3-25-5　JEI両国ビル
 TEL : 03-5600-5111(代） FAX : 03-5600-5120
〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル
 TEL : 078-304-5491 FAX : 078-304-5120
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2　八百治センタービル
 TEL : 092-433-6151 FAX : 092-415-4300
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-31　キリン広小路ビル
 TEL： 052－201-7090（代） FAX：052-201-7092
〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル
 TEL : 078-304-5444 FAX : 078-304-5487

本   社  ・ 第一営業部

神戸支社 ・ 第二営業部

九州支店

名古屋営業所

サービスセンター
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