
親機
子機
兼用

LAN配線工事が出来ない既築建物も、
低コスト・短工期で

ネットワーク構築できる！

同軸線モデム

※別途インターネット回線契約、動画配信サービスの契約が必要になります。

病院でも 旅館でも 学校でも既築物件
でも

どこでもインターネット かんたん設定 有線で安定通信を実現！
無線LANが届かない場
所でも、テレビ端子があ
ればかんたんにインター
ネットがテレビ視聴と同
時に楽しめます。

サーバ不要。
PCの設定不要。
面倒な設定は一切不
要で、テレビ端子に
接続するだけです。

最大通信速度240Mbps（物
理速度）、実行速度でもUDP
で95Mbps、TCPで70Mbps
と有線LANと同レベルの通信
速度を実現します。

希望小売価格 オープン価格EOC10C01 JAN：4975584 702182



アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合は、アンテナ
側に影響を与えないようハイパスフィルターをご利用
ください。

アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合
に、信号の混合・分配にご利用ください。

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター

混合分波器（DATA＋TV）

FMVHFUHFBSCS
3224MHz CATV

DATA＋TV －DATA＋TV TV 端子通電仕様

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター [2K･4K･8K対応]
HPF70CS
オープン価格 JAN:4975584 491703

混合分波器（DATA＋TV）
MTDMS
¥7,150（税抜） JAN:4975584 185879

混合分波器（DATA＋TV）
［2K・4K・8K対応］

型 番 MTDMS
希 望 小 売 価 格 ¥7,150（税抜）
使 用 帯 域 DATA TV
使 用 周 波 数（ M H z ） 2～5 5～28 70～2681 2681～3224
通過帯域損失（dB以下） 2.5 2.5 3.0 3.0
阻止帯域減衰量（dB以下） 20 20 35 33
V S W R（ 以 下 ） 3.0 2.5 2.5 2.5
漏洩電界強度（dBμV/m）※1 40.2以下（1032～3224MHz）
イ ン ピ ー ダ ン ス（ Ω ） 75（F形）
質 量 （ g ） 41
※1 3mの距離において
DATA+TV端子―TV端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下）

その他導入先・用途例
●既築の集合住宅・学生寮
インターネット、IP電話、IP放送サービス
●既築のホテル
インターネット、VoD（ビデオオンデマンド）サービス
●既築の病院
インターネット、ベッドサイド端末との接続
● 新築・既築の介護施設
入居者の入退管理、健康管理

● 既築の学校．公共施設
教室でのインターネット、教育コンテンツ配信・再生、IPカメラ接続

● 既築の戸建て
インターネット、ネット対戦ゲーム、コンテンツのリモート視聴

システム構成例
例1 一般住宅での導入

規　格外観図

壁面
テレビ端子へ

同軸ケーブル

AC100V
コンセントへ

専用ACアダプター

テレビへ

同軸ケーブル

パソコンへ

LANケーブル
MASTER LAN RF SET UP RESET

LAN TV OUT LINE IN DC IN

MASTER LAN RF SET UP RESET

●設置しても見やすいLEDインジケータ
●電源コードの抜け防止、壁掛け設置にも配慮しています

※本製品は2～28MHzの周波数帯域を使用するため、ケーブルインターネットサービスなどで、同じ周波
数帯を既に使われている場合には、本製品はご利用できないことがあります。
※本製品は、ハイパスフィルター（HPF70CS）などの設置が必要となる場合がありますので、まずは工事
店様にご相談ください。
※同軸配線に増幅器等が設置されている場合は、混合分波器（MTDMS）の追加が必要になります。

※子機の接続時

インターネット

親機

子機2

子機1 テレビ

4Kテレビ

ネットワークチューナー
（4Kネット動画対応）

無線LAN
ルータールーター ＯＮＵ

（終端装置）

子機3

分配器

DATATV

混合分波器
棟内ブースター

TV受信アンテナ

ハイパス
フィルター

HDMIケーブル

※共同受信設備で同軸線モデムをご利用の場合は、
　EOC12C01・EOC11C01をおすすめします。

その他導入先・用途例

● 既築の集合住宅・学生寮
インターネット、IP電話、IP放送サービス

● 既築のホテル
インターネット、VoD（ビデオオンデマンド）サービス

● 既築の病院
インターネット、ベッドサイド端末との接続

● 新築・既築の介護施設
入居者の入退管理、健康管理

● 既築の学校・公共施設
教室でのインターネット、教育コンテンツ配信・再生、IPカメラ接続

● 既築の戸建て
インターネット、ネット対戦ゲーム、コンテンツのリモート視聴

関連製品

■受付時間 9：30～17：00
　（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
　なれない場合 ： 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
　となっております。

カスタマーセンター 土・日・祝日もご利用ください！

スマートフォンで
各種設定方法が
  わかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

製品に関する 
お困りごとを解決！

0570-033-083

S 1 2 8 - 1 3

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１丁目2番2号
2022年3月作成  ＥK-K-EZ3 Ⓡ

¥8,657（税抜価格 ¥7,870）

¥8,657（税抜価格 ¥7,870）

品　　　　　　　　　　名

■ EU RoHS指令準拠 LANケーブル

■ EU RoHS指令準拠 コネクタ

CAT6A  
LANケーブル

 （青）（100m）
L6AS100B
オープン価格  

CAT6A  
LANケーブル 
（青）（300m）
L6AS300B
オープン価格 

CAT6Aコネクタ
LP6AS（10）
オープン価格

10個入

品名 同軸線モデム
型番 EOC10C01

希望小売価格 オープン価格
変調方式 Wavelet OFDM

使用周波数帯域 2～28MHz
実効通信速度 ）PCT（spbM07／）PDU（spbM59　大最
最大接続可能台数 親機1台に対して子機15台（推奨）
接続端子 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX（MDI/MDI-X 自動認識）1ポート

同軸 ）NI ENIL／TUO VT（ 子端2　形F
通過帯域損失（dB） 3.0 以下（70～2610MHz）
セキュリティ AES 128bit暗号化方式
登録方法 自動登録
子機間通信 可
電源電圧（V） AC100（ACアダプタ）
消費電力（W） 2.8（通常時）／0.9（自動節電モード時）
使用温度範囲（℃） 動作時： 0～+40　保存時： -10～+50

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 75×110×27
質量（kg） 0.102


