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プロダクト 
ニュース カタログ訂正のお知らせ 

 
発行日 

2014 年 2 月 3 日 

 カタログ  No. 2014002D 

 
当社発行のカタログにおいて下記のとおり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 

『Sysmacシリーズカタログ』 （2013年9月発行） （カタログ番号 SBCZ-007K） 
『NX-ECC201データシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-ECC_DS_J_3_2） 
『NX-ADデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-AD_DS_J_2_2） 
『NX-DAデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-DA_DS_J_2_2） 
『NX-ID/IAデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-ID_IA_DS_J_3_2） 
『NX-OD/OCデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-OD_OC_DS_J_4_2） 
『NX-TSデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-TS_DS_J_3_2） 
『NX-PD/PF/PC/TBXデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-PD_PF_PC_TBX_DS_J_3_2） 
『NX-ECOデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-EC0____DS_J_5_2） 
『NX-ECSデータシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-ECS____DS_J_3_2） 
『NX-PG0データシート』 （2013年11月発行） （カタログ番号 CSM_NX-PG0____DS_J_3_2） 
『NX-SL/SI/SOデータシート』 （2013年10月発行） （カタログ番号 CSM_NX-SL_SI_SO_DS_J_2_2） 

 

■掲載箇所 
データシート 2～4ページ 『種類／標準価格』 
カタログ 364～371、373ページ 『種類／標準価格』 

 

■対応方法 
Sysmacカタログについては差し込み対応。データシートは印刷物なしのため、データ修正のみ。 

 

■正誤内容 
誤 正 

以下の形式に、標準在庫機種を表す◎印がついている。 
 

◎形NX-ECC202 
◎形NX-ID3317 
◎形NX-ID3417 
◎形NX-ID4442 
◎形NX-ID3443 
◎形NX-ID3343 
◎形NX-ID3344 
◎形NX-ID3444 
◎形NX-IA3117 
◎形NX-OD3121 
◎形NX-OD3256 
◎形NX-OD4256 
◎形NX-OD3153 
◎形NX-OD3257 
◎形NX-OD2154 
◎形NX-OD2258 
◎形NX-OC2633 
◎形NX-OC2733 
◎形NX-AD2603 

標準在庫機種ではないため、すべて◎印を削除する。 
 

形NX-ECC202 
形NX-ID3317 
形NX-ID3417 
形NX-ID4442 
形NX-ID3443 
形NX-ID3343 
形NX-ID3344 
形NX-ID3444 
形NX-IA3117 
形NX-OD3121 
形NX-OD3256 
形NX-OD4256 
形NX-OD3153 
形NX-OD3257 
形NX-OD2154 
形NX-OD2258 
形NX-OC2633 
形NX-OC2733 
形NX-AD2603 
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誤 正 

◎形NX-AD2604 
◎形NX-AD2608 
◎形NX-AD3603 
◎形NX-AD3604 
◎形NX-AD3608 
◎形NX-AD4603 
◎形NX-AD4604 
◎形NX-AD4608 
◎形NX-AD2203 
◎形NX-AD2204 
◎形NX-AD3203 
◎形NX-AD3204 
◎形NX-AD3208 
◎形NX-AD4203 
◎形NX-AD4204 
◎形NX-AD4208 
◎形NX-DA2603 
◎形NX-DA2605 
◎形NX-DA3603 
◎形NX-DA3605 
◎形NX-DA2203 
◎形NX-DA2205 
◎形NX-DA3203 
◎形NX-DA3205 
◎形NX-TS2101 
◎形NX-TS2102 
◎形NX-TS2104 
◎形NX-TS3102 
◎形NX-TS3104 
◎形NX-TS2201 
◎形NX-TS2202 
◎形NX-TS2204 
◎形NX-TS3201 
◎形NX-TS3202 
◎形NX-TS3204 
◎形NX-EC0122 
◎形NX-ECS112 
◎形NX-ECS212 
◎形NX-PD1000 
◎形NX-PF0730 
◎形NX-PC0030 
◎形NX-AUX01 
◎形NX-AUX02 
◎形NX-TBA082 
◎形NX-TBA122 
◎形NX-TBA162 
◎形NX-TBB122 
◎形NX-TBB162 
◎形NX-TBC082 
◎形NX-TBC162 

形NX-AD2604 
形NX-AD2608 
形NX-AD3603 
形NX-AD3604 
形NX-AD3608 
形NX-AD4603 
形NX-AD4604 
形NX-AD4608 
形NX-AD2203 
形NX-AD2204 
形NX-AD3203 
形NX-AD3204 
形NX-AD3208 
形NX-AD4203 
形NX-AD4204 
形NX-AD4208 
形NX-DA2603 
形NX-DA2605 
形NX-DA3603 
形NX-DA3605 
形NX-DA2203 
形NX-DA2205 
形NX-DA3203 
形NX-DA3205 
形NX-TS2101 
形NX-TS2102 
形NX-TS2104 
形NX-TS3102 
形NX-TS3104 
形NX-TS2201 
形NX-TS2202 
形NX-TS2204 
形NX-TS3201 
形NX-TS3202 
形NX-TS3204 
形NX-EC0122 
形NX-ECS112 
形NX-ECS212 
形NX-PD1000 
形NX-PF0730 
形NX-PC0030 
形NX-AUX01 
形NX-AUX02 
形NX-TBA082 
形NX-TBA122 
形NX-TBA162 
形NX-TBB122 
形NX-TBB162 
形NX-TBC082 
形NX-TBC162 

 
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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