
    

    

 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー  No. DD-150067 

 

プロダクト 
ニュース 

 

 

カタログ訂正のお知らせ 
 

発行日 
2015 年 4 月 1 日 

 カタログ / マニュアル  No. 2015006D 

 
当社発行のカタログ/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 

『形R88M-K/形R88D-KT OMNUC G5シリーズ ユーザーズマニュアル』 
（2011年 8月発行）（マニュアル番号 SBCE-357D） 

『形R88M-K/形R88D-KN OMNUC G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ ユーザーズマニュアル』 
（2012年 7月発行）（マニュアル番号 SBCE-358E） 

『形R88M-K□/形R88D-KN□ OMNUC G5シリーズ（EtherCAT通信内蔵タイプ・位置制御限定モデル）   
ユーザーズマニュアル』 

（2014年 3月発行）（マニュアル番号 SBCE-360E） 
『形R88M-K□/形R88D-KN□ OMNUC G5シリーズ(EtherCAT通信内蔵タイプ) ユーザーズマニュアル』  

（2014年 8月発行）（マニュアル番号 SBCE-365E） 
『形R88M-G/形R88D-GT/形R88D-GN□-ML2 ACサーボモータ/ドライバ OMNUC Gシリーズ カタログ』  

（2014年11月発行）（カタログ番号 SBCE-052L） 
『形R88M-K/形R88L-EC/形R88D-KN□-ECT/-ECT-L/-KT/-ML2  ACサーボモータ/リニアモータ/ドライバ 
G5シリーズ カタログ』 

（2014年12月発行）（カタログ番号 SBCE-058L） 
 
■掲載箇所 

『形R88M-K/R88D-KT OMNUC G5シリーズ ユーザーズマニュアル』 
P. 2-91, P. 2-92ページ 『2-4 外形寸法／取付寸法』 1000r/min モータ用（900W～3kW） 

『形R88M-K/R88D-KN OMNUC G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ ユーザーズマニュアル』 
P. 2-69, P. 2-70ページ 『2-4 外形寸法／取付寸法』 1000r/min モータ用（900W～3kW） 

『形R88M-K□/形R88D-KN□ OMNUC G5シリーズ（EtherCAT通信内蔵タイプ・位置制御限定モデル） 
ユーザーズマニュアル』 

P. 2-67, P. 2-68ページ 『2-4 外形寸法／取付寸法』 1000r/min モータ用（900W～3kW） 
『形R88M-K□/R88D-KN□ OMNUC G5シリーズ（EtherCAT通信内蔵タイプ） ユーザーズマニュアル』 

P. 2-80, P. 2-81ページ 『2-4 外形寸法／取付寸法』 1000r/min モータ用（900W～3kW） 
『形R88D-GT/形R88D-GN□-ML2/形R88M-G AC サーボモータ/ドライバ OMNUC G シリーズ カタログ』 

P. 80, P. 81ページ 『外形寸法』 1000r/minモータ用（900～6kW） 
『形R88M-K/形R88L-EC/形R88D-KN□-ECT/-ECT-L/-KT/-ML2 AC サーボモータ/リニアモータ/ドライバ 
G5 シリーズ カタログ』 

P. 104, P. 105ページ 『外形寸法図 バックラッシュ3分以内〈シリンダタイプ〉』  
1000r/minモータ用（900W～3kW） 

 
■対応方法 

差込みにて対応いたします。 
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■正誤内容 
1.  該当箇所：減速機形式一覧  バックラッシュ 3分以内 1000r/min モータ用 
 

 
 

2.  該当箇所：減速機形式一覧  バックラッシュ 3分以内 1000r/min モータ用 
 

 
 
 
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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