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カタログ訂正のお知らせ 
 

発行日 
2015 年 10 月 1 日 

  マニュアル  No. 2015012D 

 
当社発行の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。 

 
 
■マニュアル名 
『SYSMAC CSシリーズ SYSMAC LINKユニット 

ユーザーズマニュアル』 （2004年12月発行） （マニュアル番号 SBCD-309G） 

『SYSMAC C500/C1000H/C2000H 
リニューアル詳細ガイド』 （2012年10月発行） （マニュアル番号 SBCA-328K） 

『Controller Linkユニット 光リングタイプ 
ユーザーズマニュアル』 （2015年4月発行） （マニュアル番号 SBCD-311L） 

『SYSMAC LINKサポートボード（PCIバス用） 
ユーザーズマニュアル』 （2001年2月発行） （マニュアル番号 SBCD-322） 

『Controller Linkユニット ワイヤタイプ 
ユーザーズマニュアル』 （2015年4月発行） （マニュアル番号 SCCC-326S） 

 
■掲載箇所 
『SYSMAC CSシリーズ SYSMAC LINKユニット ユーザーズマニュアル』 P. 2-10 
『SYSMAC C500/C1000H/C2000H リニューアル詳細ガイド』 P. 4-29, 4-31, 4-33, 4-34 
『Controller Linkユニット 光リングタイプ ユーザーズマニュアル』 P. 1-24, 付-17 
『SYSMAC LINKサポートボード（PCIバス用） ユーザーズマニュアル』 P. 2-10, 付-4 
『Controller Linkユニット ワイヤタイプ ユーザーズマニュアル』 P. 3-41 

 
■対応方法 

次回改訂時に修正いたします。 
 
■正誤内容 

光ファイバケーブルのコネクタ加工業者の経営統合による社名変更 
 

誤 正 

（株）光電舎 光昭株式会社 
 
 
 
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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