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カタログ訂正のお知らせ 
 

発行日 
2017 年 3 月 1 日 

  カタログ / マニュアル  No. 2017001D 

 
当社発行のカタログおよびマニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがあり

ました。お詫び申し上げます。 
 

 
■カタログ名/マニュアル名 

『ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ』 （2016年12月発行） （カタログ番号 SBCE-082D） 
『Sysmac シリーズカタログ』   （2016年10月発行） （カタログ番号 SBCZ-007R） 
『ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル』 

印刷物： （2016年6月発行） （マニュアル番号 SBCE-377A） 
PDF： （2016年8月発行） （マニュアル番号 SBCE-377B） 

 
■掲載箇所 

36、37、38ページ 『外形寸法 サーボモータ』 ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ 
415、416、417ページ 『外形寸法 サーボモータ』 Sysmac シリーズカタログ 
2-28、2-29、2-30、2-31、2-32、2-33ページ 『外形寸法 サーボモータ』 

ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル 
 
■対応方法 

カタログPDFを修正対応します。 
マニュアルPDFおよびカタログ/マニュアル印刷物には差し込みにて対応します。 

 
■正誤内容 

・ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ （SBCE-082D） P36 
・Sysmac シリーズカタログ （SBCZ-007R） P415 
・ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル （SBCE-377AおよびB） P2-28、2-29 

誤 正 

3000r/min モータ（100V、200V） 
●100W（ブレーキなし） 
形R88M-1M10030S（-O/-S2/-OS2） 
形R88M-1M10030T（-O/-S2/-OS2） 

 

3000r/min モータ（100V、200V） 
●100W（ブレーキなし） 
形R88M-1M10030S（-O/-S2/-OS2） 
形R88M-1M10030T（-O/-S2/-OS2） 

 

●100W（ブレーキ付き） 
形R88M-1M10030S-B（O/S2/OS2） 
形R88M-1M10030T-B（O/S2/OS2） 

 

●100W（ブレーキ付き） 
形R88M-1M10030S-B（O/S2/OS2） 
形R88M-1M10030T-B（O/S2/OS2） 
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■正誤内容 （つづき） 
・ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ （SBCE-082D） P37 
・Sysmac シリーズカタログ （SBCZ-007R） P416 
・ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル （SBCE-377AおよびB） P2-30、2-31 

誤 正 

3000r/min モータ（100V、200V） 
●200W、400W（ブレーキなし） 
形R88M-1M20030S（-O/-S2/-OS2）/形R88M-1M20030T（-O/-S2/-OS2） 
形R88M-1M40030S（-O/-S2/-OS2）/形R88M-1M40030T（-O/-S2/-OS2） 

 

3000r/min モータ（100V、200V） 
●200W、400W（ブレーキなし） 
形R88M-1M20030S（-O/-S2/-OS2）/形R88M-1M20030T（-O/-S2/-OS2） 
形R88M-1M40030S（-O/-S2/-OS2）/形R88M-1M40030T（-O/-S2/-OS2） 

 

●200W、400W（ブレーキ付き） 
形R88M-1M20030S-B（O/S2/OS2）/形R88M-1M20030T-B（O/S2/OS2） 
形R88M-1M40030S-B（O/S2/OS2）/形R88M-1M40030T-B（O/S2/OS2） 

 

●200W、400W（ブレーキ付き） 
形R88M-1M20030S-B（O/S2/OS2）/形R88M-1M20030T-B（O/S2/OS2） 
形R88M-1M40030S-B（O/S2/OS2）/形R88M-1M40030T-B（O/S2/OS2） 

 
・ACサーボシステム 1Sシリーズカタログ （SBCE-082D） P38 
・Sysmac シリーズカタログ （SBCZ-007R） P417 
・ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ ユーザーズマニュアル （SBCE-377AおよびB） P2-32、2-33 

誤 正 

3000r/min モータ（100V、200V） 
●750W（ブレーキなし） 
形R88M-1M75030T（-O/-S2/-OS2） 

 

3000r/min モータ（100V、200V） 
●750W（ブレーキなし） 
形R88M-1M75030T（-O/-S2/-OS2） 

 

●750W（ブレーキ付き） 
形R88M-1M75030T-B（O/S2/OS2） 

 

●750W（ブレーキ付き） 
形R88M-1M75030T-B（O/S2/OS2） 
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本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 
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