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ファイバー検査
レポート⽇ 2015/01/06 10:45:11
会社名 株式会社ピーエスアイ
顧客 OPTICS MAKERS
場所 東京都新宿区新宿5-5-3 [5-5-3, Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN]
作業者

ファイバー情報
ファイル名 TN-10GSFP-LR1_TestPassed(A0615-003-004).pdf
ファイバー･タイプ Simplex
作業 ID TN media-converter support
ケーブル ID n
コネクター ID n

検査概要

ファイバー-1

合格

詳細を表⽰

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

10GLR1 8800352RX

ファイバー-2

合格

詳細を表⽰

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

10GLR1 8800352TX

ファイバー-3

合格

詳細を表⽰

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

10GLR1 8800352TX

レベル 単位 参照 波⻑ 周波数 限界 結果 メモ
-2.211 dBm -- 1310 8800352
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ファイバー-4

合格

詳細を表⽰

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

10GLR1 8800355RX

ファイバー-5

合格

詳細を表⽰

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

10GLR1 8800355TX

レベル 単位 参照 波⻑ 周波数 限界 結果 メモ
-2.548 dBm -- 1310 8800355
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ファイバーファイバー -1

ファイバー検査
検査実施⽇ 2015/01/06 10:35:19
会社名 株式会社ピーエスアイ
顧客 OPTICS MAKERS
場所 東京都新宿区新宿5-5-3 [5-5-3, Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN]
作業者

ファイバー情報
ファイル名 TN-10GSFP-LR1_TestPassed(A0615-003-004) - ファイバー-1.html
ファイバー･タイプ Simplex
作業 ID TN media-converter support
ケーブル ID n
コネクター ID n
ファイバー ID ファイバー-1
コメント 10GLR1 8800352RX

合格

検査概要
プロファイル名 SM UPC (IEC-61300-3-35) チップ Standard Tips (with BAP1)

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

低倍率 ⾼倍率

分析詳細
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ファイバー検査
検査実施⽇ 2015/01/06 10:37:17
会社名 株式会社ピーエスアイ
顧客 OPTICS MAKERS
場所 東京都新宿区新宿5-5-3 [5-5-3, Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN]
作業者

ファイバー情報
ファイル名 TN-10GSFP-LR1_TestPassed(A0615-003-004) - ファイバー-2.html
ファイバー･タイプ Simplex
作業 ID TN media-converter support
ケーブル ID n
コネクター ID n
ファイバー ID ファイバー-2
コメント 10GLR1 8800352TX

合格

検査概要
プロファイル名 SM UPC (IEC-61300-3-35) チップ Standard Tips (with BAP1)

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

低倍率 ⾼倍率

分析詳細
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ファイバーファイバー -3

ファイバー検査
検査実施⽇ 2015/01/06 10:39:09
会社名 株式会社ピーエスアイ
顧客 OPTICS MAKERS
場所 東京都新宿区新宿5-5-3 [5-5-3, Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN]
作業者

ファイバー情報
ファイル名 TN-10GSFP-LR1_TestPassed(A0615-003-004) - ファイバー-3.html
ファイバー･タイプ Simplex
作業 ID TN media-converter support
ケーブル ID n
コネクター ID n
ファイバー ID ファイバー-3
コメント 10GLR1 8800352TX

合格

検査概要
プロファイル名 SM UPC (IEC-61300-3-35) チップ Standard Tips (with BAP1)

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

バワー測定
レベル 単位 参照 波⻑ 周波数 限界 結果 メモ
-2.211 dBm -- 1310 8800352

低倍率 ⾼倍率

分析詳細

© 2015 JDS Uniphase Corporation.All rights reserved. ページ #1
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ファイバー検査
検査実施⽇ 2015/01/06 10:41:41
会社名 株式会社ピーエスアイ
顧客 OPTICS MAKERS
場所 東京都新宿区新宿5-5-3 [5-5-3, Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN]
作業者

ファイバー情報
ファイル名 TN-10GSFP-LR1_TestPassed(A0615-003-004) - ファイバー-4.html
ファイバー･タイプ Simplex
作業 ID TN media-converter support
ケーブル ID n
コネクター ID n
ファイバー ID ファイバー-4
コメント 10GLR1 8800355RX

合格

検査概要
プロファイル名 SM UPC (IEC-61300-3-35) チップ Standard Tips (with BAP1)

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

低倍率 ⾼倍率

分析詳細
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ファイバー検査
検査実施⽇ 2015/01/06 10:43:30
会社名 株式会社ピーエスアイ
顧客 OPTICS MAKERS
場所 東京都新宿区新宿5-5-3 [5-5-3, Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo JAPAN]
作業者

ファイバー情報
ファイル名 TN-10GSFP-LR1_TestPassed(A0615-003-004) - ファイバー-5.html
ファイバー･タイプ Simplex
作業 ID TN media-converter support
ケーブル ID n
コネクター ID n
ファイバー ID ファイバー-5
コメント 10GLR1 8800355TX

合格

検査概要
プロファイル名 SM UPC (IEC-61300-3-35) チップ Standard Tips (with BAP1)

ゾーン ⽋陥 スクラッチ
Zone A (0 - 25) 合格 合格

Zone B (25 - 120) 合格 合格
Zone C (120 - 130) 合格 合格
Zone D (130 - 250) 合格 合格

バワー測定
レベル 単位 参照 波⻑ 周波数 限界 結果 メモ
-2.548 dBm -- 1310 8800355

低倍率 ⾼倍率

分析詳細

© 2015 JDS Uniphase Corporation.All rights reserved. ページ #1




