
 オリエンタルモーター株式会社 2010年1月制作

 オリエンタルモーター総合カタログ　お詫びと訂正について
オリエンタルモーター総合カタログ2009/2010の第1版（裏表紙に2008年12月制作と書かれているもの）の記載内容に以下のような誤りと変更があり
ます。お詫びして訂正いたします。

AC小型標準モーター

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

A-337ページ
【LSリニアヘッド】
■適用製品

A-349ページ
【LHリニアヘッド】
■適用製品

表中の「三相200V系」の適用製品名
電磁ブレーキ付モーター　4IK25GN-SW2M
　　　　　　　　　　　　4IK25GN-SM

表中の「三相200V系」の適用製品名
電磁ブレーキ付モーター　4IK25GN-SW2M　　　　　　
　　　　　　　　　　　4IK25GN-SW

A-390ページ
【コンデンサキャップ】

表中の「適用コンデンサの品名」
CHC5824AUL  CH30B、CH280A、CH200A

表中の「適用コンデンサの品名」
CHC5824AUL  CH30B、CH280A、CH50BA、CH200A

A-399ページ
【取り付けについて】
◇直交軸ギヤヘッドの場合

装置への取付ねじは、付属していませんので、M5またはM6
（GNギヤヘッド）またはM8（GEギヤヘッド、GUギヤヘッド）
のねじを別途ご用意ください。

装置への取付ねじは、付属していませんので、M6（GNギヤヘ
ッド）またはM8（GEギヤヘッド、GUギヤヘッド）のねじを別
途ご用意ください。

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

B-248ページ
【BHFシリーズ】
■コンビタイプの許容トルク
●直交軸

表中の「減速比100」の許容トルク
1800r/min時　50.5
2400r/min時　43.8

表中の「減速比180」の許容トルク
2400r/min時　56.0

表中の「減速比100」の許容トルク
1800r/min時　54.5
2400r/min時　43.0

表中の「減速比180」の許容トルク
2400r/min時　60

スピードコントロールモーター

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

C-36ページ
【ARシリーズ】
■一般仕様

表中の「ドライバ部」の「絶縁耐圧」
以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
・PE端子−電源端子間　1.5kV 50Hzまたは60Hz
・信号入出力端子−電源端子間　1.8kV 50Hzまたは60Hz

表中の「ドライバ部」の「絶縁耐圧」
以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
・PE端子−電源端子間　1.8kV 50Hzまたは60Hz
・信号入出力端子−電源端子間　1.5kV 50Hzまたは60Hz

C-47ページ
C-48ページ
【ARシリーズ】
◇ハーモニックギヤードタイプ
□25  □ 42mm

◇ハーモニックギヤードタイプ
　電磁ブレーキ付
□28  □ 42mm
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C-57ページ
【ARシリーズ】
◇偏差カウンタクリア（CLR）/
　アラームリセット（ALM-RST）
入力
　ピン番号○24

500μs以上

外力によって強制的に位置ずれが発生した状態

5ms以下5ms以下

5ms以下5ms以下

±1.8˚
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ON
OFF

ON
OFF

CLR入力

ON
OFF
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END出力
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ステッピングモーター
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ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

C-100ページ
【ASシリーズ】
□20  CC-Link対応ユニット（全機種
        共通）

CAD番号
 B442

CAD番号
 B422

C-224ページ
【CRKシリーズ】
■仕様

表中の「CRK513PAPB、CRK513PBPB、CRK513PAP、
CRK513PBP」
ローター慣性モーメント  1.6×10-7

表中の「CRK513PAPB、CRK513PBPB、CRK513PAP、
CRK513PBP」
ローター慣性モーメント  2.6×10-7

C-248ページ
【CRKシリーズ】
■モーター/ドライバ組み合わ
せ一覧

表中の「モーター部 品名」
ハーモニックギヤードタイプ
PK523HP□-H50S✽

PK523HP□-H100S✽

表中の「モーター部 品名」
ハーモニックギヤードタイプ
PK523HP□-H50✽

PK523HP□-H100✽

C-339ページ
【MCカップリング】
●5相ステッピングモーター
ユニット

表中の「RKシリーズ」の品名
RK596□■■E、RK596A■■T
RK599□■■E、RK599A■■T
RK596AM■■E、RK599AM■■E

表中の「RKシリーズ」の品名
RK596□■■E、RK596■■T
RK599□■■E、RK599■■T
RK596AM■■E、RK599AM■■E

ステッピングモーター

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

D-22ページ
【NXシリーズ】
●ドライバ部
●付属品

回生抵抗入力／主電源入力端子用コネクタ（CN3）
コネクタ：54928-0770（MOLEX）

回生抵抗入力／主電源入力端子用コネクタ（CN3）
コネクタ：54928-0570（MOLEX）

ACサーボモーター

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

F-107ページ
【EZXシリーズ】
■仕様
●スライダ部

表下の注記
✽0.001単位で0.01まで、10段階の切替が可能です（ドライバモ
ードのみ）。

表下の注記
✽0.001単位で0.01まで、10段階の切替が可能です。

電動アクチュエータ

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

G-101ページ
【MDAシリーズ

  □119mm–25mm厚】
■オプション

表中の「定価」
スクリーン  FS12S  750円

表中の「定価」
スクリーン  FS12S  700円

G-137ページ
【MBDシリーズ  ϕ120mm】
■接続図 DC24V

赤

黒
白
青 アラーム出力

（標準タイプにはありません）

+

GND

DC24V
または
DC48V

赤

黒
白
青 アラーム出力

（標準タイプにはありません）

+

GND

G-189ページ
【温度スイッチ  AM1-XA1】
■適用製品

シリーズ 製品

MUシリーズ

MU925
MU1025
MU1225
MU1238
MU1428

全機種

シリーズ 製品
MUシリーズ 全機種
MSシリーズ 全機種

ファンモーター
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技術資料

ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

H-30ページ
【選定計算】
■コンパクトリニアアクチュエ
ータ（DRLシリーズ、DRSシ
リーズ）

●位置決め時間計算式
グラフで求める場合

グラフ下の文章
上記グラフから、20mmを1.0秒以内で位置決めできることが
わかります。

グラフ下の文章
上記グラフから、20mmを1.0秒以内で位置決めできることが
わかります。
搬送質量が10kg未満の場合は、位置決め時間が短くできます
ので、次の計算により、算出できます。

H-45ページ
【AC小型標準モーター】
■歯付ベルトの設計および使用
上のご注意

●タイミングベルトの適正な張
り方

3.張り調整

スパンの中央にたわみδmmを与え、この時の張り荷重がFδと
なるように張りを与えてください。

スパンの中央にたわみδmmを与え、この時の張り荷重がδと
なるように張りを与えてください。

H-53ページ
【スピードコントロールモータ   

  ー】
■ブラシレスモーターの負荷ト
ルク−ドライバ入力電流特性
（参考値）
●BLUシリーズ

正（変更後）
BLU440C-□、BLU440C-□FR
BLU440C-A

BLU440S-□、BLU440S-□FR
BLU440S-A
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誤（変更前）
BLU440C-□、BLU440C-□FR
BLU440C-A

BLU440S-□、BLU440S-□FR
BLU440S-A
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ページ・訂正箇所 正（変更後） 誤（変更前）

I-43ページ
【規格認定品一覧】
■ブロワ　AC電源入力
　MBSシリーズ

表中の「品名」
MBS18-TWH
MBS20-TWH

表中の「品名」
MBS18-TWL
MBS20-TWL

I-50ページ
【国内販売ネットワーク】

裏表紙裏面

大分営業所の電話番号、FAX番号

TEL（097）513-0031　　FAX（097）513-0032

大分営業所の電話番号、FAX番号

TEL（097）531-0031　　FAX（097）531-0032

インフォーメーション

  3/3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


