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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
変更内容

本マニュアルには、 新しい情報と前回リ リースされたマニュアルから更新された情報

があ り ます。

本書について

電動シ リ ンダアクチュエータおよびアクセサリのサプライヤの変更は、 MP-Series™
電動シ リ ンダに影響を及ぼしています。 MPAR-A1/2xxx および MPAR-B1/2xxx ( シ リー

ズ C) 電動シ リ ンダおよび MPAR-A/B3xxx ( シ リーズ B) 電動シ リ ンダには変更が反映

されています。

MPAR-A1/2xxx および MPAR-B1/2xxx ( シ リーズ A) および MPAR-A/B3xxx ( シ リーズ

B) 電動シ リ ンダに関する情報は、 『 MP-Series (series A and B) and TL-Series Electric 
Cylinders Replacement Parts』 (Pub.No.MPAR-IN004-EN-P) を参照して ください。

MP シリーズ電動シリンダ交換部品について

電動シ リ ンダには次の 3 つの交換可能部品があ り ます。 モータ、 アクチュエータシ リ

ンダ、 伝動装置です。 直列取付け電動シ リ ンダの場合、 伝動装置はカプラであ り、 並

列取付け電動シ リ ンダの場合はベルトです。 本書の指示はこれらのコンポーネン トの

交換に適用されます。

項目 参照ページ

シリーズBおよびCのインスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ ンの更新。 すべて

MPARシリーズ(シリーズAおよびB)およびTLシリーズ電動シリンダ用の交換部
品情報は、 『MP-Series (Series A and B) and TL-Series Electric Cylinders 
Replacement Parts』 (Pub.No. MPAR-IN004-EN-P)に記載されています。

すべて
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
カタログ番号の説明

交換用カップリング

交換用カップリング
Cat. No.

直列モータ用の電動シリンダ

電動シリンダに使用 
Cat. No.フレーム

サイズ

ボールスクリューの

ピッチ 
mm/rev ( インチ /rev)

MPAR-NA3210C
32

10.0 (0.394) MPAR-x1xxxE-xxA

MPAR-NA323C 3.0 (0.118) MPAR-x1xxxB-xxA

MPAR-NA4012C
40

12.7 (0.500) MPAR-x2xxxF-xxA

MPAR-NA405C 5.0 (0.197) MPAR-x2xxxC-xxA

MPAR-NA6310C
63

10.0 (0.394) MPAR-x3xxxE-xxA

MPAR-NA6320C 20.0 (0.787) MPAR-x3xxxH-xxA

交換用ベルト

交換用ベルト
Cat. No.

並列モータ取付け用の電動シリンダ

電動シリンダに使用

Cat. No.フレーム

サイズ

ボールスクリューの

ピッチ

mm/rev ( インチ /rev)

MPAR-NP622580
32

10.0 (0.394) MPAR-x1xxxE-xxB/D/E

MPAR-NP622581 3.0 (0.118) MPAR-x1xxxB-xxB/D/E

MPAR-NP622582
40

12.7 (0.500) MPAR-x2xxxF-xxB/D/E

MPAR-NP622583 5.0 (0.197) MPAR-x2xxxC-xxB/D/E

MPAR-NP622584
63

10.0 (0.394) MPAR-x3xxxE-xxB/D/E

MPAR-NP622585 20.0 (0.787) MPAR-x3xxxH-xxB/D/E
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
MPAR シリーズ電動シリンダ用の交換用モータ

交換用モータ
Cat. No.

電動シリンダの属性
電動シリンダに使用 
Cat. No.電圧クラス

フレーム

サイズ

ピッチ 
mm/rev (インチ /rev)

ブレーキ

MPL-A1520F-V-X203

200

32

3.0 (0.118)
なし MPAR-A1xxxB-x2x

MPL-A1520F-V-X204 24Vブレーキ MPAR-A1xxxB-x4x

MPL-A1530F-V-X205
10.0 (0.394)

なし MPAR-A1xxxE-x2x

MPL-A1530F-V-X206 24Vブレーキ MPAR-A1xxxE-x4x

MPL-A1530F-V-X207

40

5.0 (0.197)
なし MPAR-A2xxxC-x2x

MPL-A1530F-V-X208 24Vブレーキ MPAR-A2xxxC-x4x

MPL-A220F-V-X209
12.7 (0.50)

なし MPAR-A2xxxF-x2x

MPL-A220F-V-X210 24Vブレーキ MPAR-A2xxxF-x4x

MPL-A330F-M-X211

63

10.0 (0.394)
なし MPAR-A3xxxE-x2x

MPL-A330F-M-X212 24Vブレーキ MPAR-A3xxxE-x4x

MPL-A420F-M-X213
20 (0.787)

なし MPAR-A3xxxH-x2x

MPL-A420F-M-X214 24Vブレーキ MPAR-A3xxxH-x4x

MPL-B1520F-V-X215

400

32

3.0 (0.118)
なし MPAR-B1xxxB-x2x

MPL-B1520F-V-X216 24Vブレーキ MPAR-B1xxxB-x4x

MPL-B1530F-V-X217
10.0 (0.394)

なし MPARBA1xxxE-x2x

MPL-B1530F-V-X218 24Vブレーキ MPAR-B1xxxE-x4x

MPL-B1530F-V-X219

40

5.0 (0.197)
なし MPAR-B2xxxC-x2x

MPL-B1530F-V-X220 24Vブレーキ MPAR-B2xxxC-x4x

MPL-B220F-V-X221
12.7 (0.50)

なし MPAR-B2xxxF-x2x

MPL-B220F-V-X222 24Vブレーキ MPAR-B2xxxF-x4x

MPL-B330F-M-X223

63

10.0 (0.394)
なし MPAR-B3xxxE-x2x

MPL-B330F-M-X224 24Vブレーキ MPAR-B3xxxE-x4x

MPL-B420F-M-X225
20.0 (0.787)

なし MPAR-B3xxxH-x2x

MPL-B420F-M-X226 24Vブレーキ MPAR-B3xxxH-x4x
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
交換用アクチュエータ

交換用アクチュエータ
Cat. No.

電動シリンダの属性

フレーム

サイズ

ピッチ

mm/rev ( インチ /rev)

ストローク長 

mm (インチ)

電動シリンダに使用 
Cat. No.

MPAR-X1100B

32

3.0 (0.118)

100 MPAR-x1xxxB-xxx

MPAR-X1200B 200 MPAR-x1xxxB-xxx

MPAR-X1300B 300 MPAR-x1xxxB-xxx

MPAR-X1400B 400 MPAR-x1xxxB-xxx

MPAR-X1100E

10.0 (0.394)

100 MPAR-x1xxxE-xxx

MPAR-X1200E 200 MPAR-x1xxxE-xxx

MPAR-X1300E 300 MPAR-x1xxxE-xxx

MPAR-X1400E 400 MPAR-x1xxxE-xxx

MPAR-X2100C

40

5.0 (0.197)

100 MPAR-x2xxxC-xxx

MPAR-X2200C 200 MPAR-x2xxxC-xxx

MPAR-X2300C 300 MPAR-x2xxxC-xxx

MPAR-X2400C 400 MPAR-x2xxxC-xxx

MPAR-X2600C 600 MPAR-x2xxxC-xxx

MPAR-X2100F

12.7 (0.50)

100 MPAR-x2xxxF-xxx

MPAR-X2200F 200 MPAR-x2xxxF-xxx

MPAR-X2300F 300 MPAR-x2xxxF-xxx

MPAR-X2400F 400 MPAR-x2xxxF-xxx

MPAR-X2600F 600 MPAR-x2xxxF-xxx

MPAR-X3100E

63

10.0 (0.344)

100 MPAR-x3xxxE-xxx

MPAR-X3200E 200 MPAR-x3xxxE-xxx

MPAR-X3300E 300 MPAR-x3xxxE-xxx

MPAR-X3400E 400 MPAR-x3xxxE-xxx

MPAR-X3600E 600 MPAR-x3xxxE-xxx

MPAR-X3800E 800 MPAR-x3xxxE-xxx

MPAR-X3100H

20.0 (0.787)

100 MPAR-x3xxxH-xxx

MPAR-X3200H 200 MPAR-x3xxxH-xxx

MPAR-X3300H 300 MPAR-x3xxxH-xxx

MPAR-X3400H 400 MPAR-x3xxxH-xxx

MPAR-X3600H 600 MPAR-x3xxxH-xxx

MPAR-X3800H 800 MPAR-x3xxxH-xxx
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
作業を開始する前に

作業を開始する前に、 カタログ番号の説明を使用して、 修理しよ う と している電動シ

リ ンダに交換部品が適合しているこ とを確認して ください。 修理または交換を開始す

る前に、 手順をよ くお読みください。

直列取付け電動シリンダモータの交換 
この手順は Bulletin MPAR-xxxxxx-xxA 電動シ リ ンダに対応しています。

以下の手順に従って、 モータを交換して ください。

1. モータケーブルとフ ィードバッ クケーブルを外します。

2. モータをモータフランジに固定している 4 つのねじを外します。

3. モータシャフ トのカップ リ ングハブからねじを外します。

4. モータシャフ トからカップ リ ングハブを外します。

5. 交換モータシャフ ト を柔らかい布と イ ソプロピルアルコールで清掃します。

6. カップ リ ングハブを交換モータのシャフ トに配置します。

表に示された寸法を使用します。

7. カップ リ ングねじを表に示された値の トルクで締めます。

 

重要 組立て手順中に、  M4 のねじには Loctite 222、  M5 のねじには Loctite 242 を塗

ります。

Cat. No.
X

mm ( インチ )
トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxB-xxA
18.0 (0.71)(1)

(1) 許容誤差は ±0.3mm (0.01 インチ ) です。

4.0 (35.4)
MPAR-x1xxxE-xxA

MPAR-x2xxxC-xxA 19.1 (0.75)(1)

MPAR-x2xxxF-xxA 20.7 (0.81)(1)

MPAR-x3xxxE-xxA 31.1(1.22)(2)

(2) 許容誤差は ±0.7mm (0.03 インチ ) です。

8.0 (70.8)
MPAR-x3xxxH-xxA 38.5 (1.52)(2)

モータ アクチュエータシリンダX
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
8. カップ リ ング、 モータ、 アクチュエータシ リ ンダの位置を揃えて、 一緒に押
します。

9. 4 本のねじすべてを使用して、 モータをモータ取付けフランジに取付けます。

10. ねじを以下の トルクで締めます。

直列取付け電動シリンダカップリングまたは
アクチュエータシリンダの交換

この手順は Bulletin MPAR-xxxxxx-xxA 電動シ リ ンダに対応しています。

以下の手順に従って、 カップリングまたはアクチュエータシリンダを交換してください。

1. モータケーブルとフ ィードバッ クケーブルを外します。

2. 以下の図に従って、 モータ、 モータフランジ、 カップ リ ングハウジングを分
解します。

Cat. No. ねじのサイズ
トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxx-xxA

M5 X 16  5.9 (52.2)MPAR-x2xxxC-xxA

MPAR-x2xxxF-xxA

MPAR-x3xxxE-xxA M6 x 25 5.9 (52.22)

MPAR-x3xxxH-xxA M8 x 25 10.1 (89.39)

重要 組立て手順中に、  M4 のねじには Loctite 222、  M5 のねじには Loctite 242 を塗
ります。

項目 説明 項目 説明

1 モータ 4 カップリングハウジング

2 カップリングハブ 5 ギアリング

3 モータフランジ 6 アクチュエータシリンダ

1
2

3

4

2 65
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
カップリングのみを交換

カップ リ ングのみを交換する場合は、 以下の手順を行なって ください。 アクチュエー

タシ リ ンダを交換する場合は、 10 ページの 「アクチュエータシ リ ンダのみの交換」

を参照してください。

1. モータおよびアクチュエータからカップ リ ングハブを外します。

2. 新しいカップ リ ングを分解します。

3. カップ リ ングハブのどちらかに新しギア リ ングを挿入します。

4. 9 ページの表に従って、 モータシャフ トに適合した直径のカップ リ ングハブを

モータシャフ トに配置します。

5. 9 ページの表に従って、 アクチュエータ ・ シ リ ンダ ・ シャフ トに適合した直径

のカップ リ ングハブをアクチュエータ ・ シ リ ンダ ・ シャフ トに配置します。

ギアリング

カップリングハブ

アクチュエータシリンダ

モータ
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
6. 両方のカップ リ ングハブのク ランプねじを下に示すトルクで締めます。
 

10 ページの 「電動シ リ ンダの取付け」 に進みます。

Cat. No.
X

mm ( インチ )

Y

mm ( インチ )

MPAR-x1xxxB-xxA
18.0 (0.71)(1) 19.7 (0.76)(1)

(1) 許容誤差は ±0.3mm (0.01 インチ ) です。

MPAR-x1xxxE-xxA

MPAR-x2xxxC-xxA 19.1 (0.75)(1) 18.7 (0.74)(1)

MPAR-x2xxxF-xxA 20.7 (0.81)(1) 17.7 (0.70)(1)

MPAR-x3xxxE-xxA 31.1 (1.22)(2) 23.5 (0.93)(2)

(2) 許容誤差は ±0.7mm (0.03 インチ ) です。

MPAR-x3xxxH-xxA 38.5 (1.52)(2) 24.5 (0.94)(2)

Cat. No. トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxB-xxA

4.0 (35.4)
MPAR-x1xxxE-xxA

MPAR-x2xxxC-xxA

MPAR-x2xxxF-xxA

MPAR-x3xxxE-xxA
8.0 (70.8)

MPAR-x3xxxH-xxA

モータ X
Y

アクチュエータシリンダ
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
アクチュエータシリンダのみの交換

1. アクチュエータシ リ ンダからカップ リ ングハブを取り外します。

2. カップ リ ングハブからねじを外します。

3. カップ リ ングハブをアクチュエータシ リ ンダのシャフ トに配置します。

8 ページのステップ 5 の表に示された寸法を使用します。

4. カップ リ ングハブねじを 9 ページのステップの表に示された トルクで締めま

す。

10 ページの 「電動シ リ ンダの取付け」 に進みます。

電動シリンダの取付け

1.  4 つのねじを使用してカップ リ ングハウジングを取付けます。

2. 以下の表に示すトルクでねじを締めます。

Cat. No. ねじのサイズ
トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxx-xxA

M6 x 30 4.0 (35.40)MPAR-x2xxxC-xxA

MPAR-x2xxxF-xxA

MPAR-x3xxxE-xxA
M8 x 40 10.1 (89.39)

MPAR-x3xxxH-xxA

カップリングハウジング

アクチュエータシリンダ
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
3. 必要な数のねじを使用してモータフランジを取付けます。

ねじの数は、 以下の手順にある表を参照して ください。

4. 以下の表に示すトルクでねじを締めます。

5. カップ リ ング、 モータ、 アクチュエータシ リ ンダの位置を揃えて、 一緒に押

します。

6. 4 本のねじすべてを使用して、 モータをモータ取付けフランジに取付けます。

Cat. No. ねじの数 ねじのサイズ
トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxx-xxA

4
M4 x 12 3.0 (25.6)MPAR-x2xxxC-xxA

MPAR-x2xxxF-xxA

MPAR-x3xxxx-xxA M6 X 16  10.1 (89.39)

カップリングハウジング

アクチュエータシリンダ

モータフランジ

カップリングハブの位置合わせ
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
7. ねじを以下の トルクで締めします。

平行取付け電動シリンダモータまたはベルトの交換

この手順は Bulletin MPAR-xxxxxx-xxB/D/E 電動シ リ ンダに対応しています。 以下の手

順はモータまたはアクチュエータシ リ ンダの方向を変更するのに使用できます。

以下の手順に従って、 ベルト、 モータ、 またはアクチュエータシ リ ンダを交換して く

ださい。

1. モータケーブルとフ ィードバッ クケーブルを外します。

2. モータにブレーキが付いている場合は、 ロ ッ ドが自由に動く よ うにモータの

ブレーキを解放します。

3. ロ ッ ドを移動の中心に配置します。

Cat. No. ねじのサイズ
トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxx-xxA

M5 X 16  5.9 (52.22)MPAR-x2xxxC-xxA

MPAR-x2xxxF-xxA

MPAR-x3xxxE-xxA M6 x 25 5.9 (52.22)

MPAR-x3xxxH-xxA M8 x 25 10.1 (89.39)

重要 組立て手順中に、  M4 のねじには Loctite 222、  M5 のねじには Loctite 242 を塗

ります。
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
4. ベルトハウジングのカバーを外します。

5. アクチュエータシ リ ンダをベースプレートに固定している 4 つの六角ねじを

緩めます ( ただし、 取り外さない )。

6. ベルト張力ねじを緩めます。

注意 ： カバーで覆われていない可動部品により重大な人身事故が起こることがありま

す。 所定の場所にカバーをかけずに電動シリンダを稼働させないで ください。 機械を

修理する前に、 ロックアウト手順に従って ください。

ベルトハウジング

モータ取付けねじ (4X) 

ベルト張力ねじ

アクチュエータシリンダ

六角ねじ (X4)
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
7. モータをベースプレートに固定している 4 つのボルト ( ソケッ ト先端キャ ップ

のねじ ) を取り外します。

8. モータを傾けてアクチュエータシリンダから取り外し、 ベルト を取り外します。
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
9. モータまたはアクチュエータシ リ ンダを交換する場合は、 交換する部品から

プーリ を取り外します。

六角ド ライバーを使用してク ランプコーンを保持し、 ジャムナッ ト を外して

プーリ を外します。

10. 必要に応じて、 モータまたはアクチュエータシ リ ンダの位置を変更してベー

スプレートに固定します。

11. モータおよび電動シ リ ンダをしっかり取付けますが、 この時点ではトルクを

かけて締めないでください。

重要 アクチュエータシリンダとモータ間にコネクタ付きのモータを取付ける場

合は、 モータコネクタを 180° 回転させてシャフ トから取り外します。
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
12. 新しい部品にプーリ を取付け直します。

高さを設定し、 モータジャムナッ ト を以下の表に示す値の トルクで締めます。

13. モータのボルト ( ソケッ ト先端キャ ップのねじ ) を外します。

14. ステップ 8 に示すよ うにモータを配置し、 新しいベルト をかけます。

15. 4 つのボルト を使用してモータをベースプレートに取付けます。

モータのボルト を以下の表に示す値の トルクで締めます。

16. アクチュエータシ リ ンダを 4 つの六角ねじで固定します ( ただし、 締め付け

ない )。

17. ベルト張力ねじを締めます。

以下の表に、 推奨周波数を示します。

Cat. No.
プーリの高さ

mm (インチ)
ジャムナッ ト

トルク

Nm (ポンドインチ)

MPAR-x1xxxx-xxB/D/E
6.5…7 (0.26…0.28) M16 x 1.5 12 (106.21)

MPAR-x2xxxC-xxB/D/E

MPAR-x2xxxF-xxB/D/E 8…8.5 (0.32…0.36) M22x 1.5 32 (283.25)

MPAR-x3xxxE-xxB/D/E
7.5…8 (0.30…0.32) M30 x 1.5 70 (619.55)

MPAR-x3xxxH-xxB/D/E

Cat. No. ねじのサイズ
トルク 
Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxB-xxB/D/E

M5 x 16 5.9 (52.2)
MPAR-x1xxxE-xxB/D/E

MPAR-x2xxxC-xxB/D/E

MPAR-x2xxxF-xxB/D/E

MPAR-x3xxxE-xxB/D/E M6 x 20 5.9 (52.22)

MPAR-x3xxxH-xxB/D/E M8 x 20 10.1 (89.39)

Cat. No. 推奨ベルト張力
N (lbf)

周波数
Hz

MPAR-x1xxxx-xxB/D/E
32…35 (7.2…7.9)

242…254

MPAR-x2xxxC-xxB/D/E 242…254

MPAR-x2xxxF-xxB/D/E 57…63 (12.8…14.2) 152…160

MPAR-x3xxxx-xxB/D/E 108…119 (24.3…26.8) 161…168
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
18. アクチュエータシ リ ンダねじを表に示す値のトルクで締めます。

19. 5 つのボルト を使用して、 カバーをベルトハウジングに固定します。

重要 プリテンション力は高いよりも低いほうが望まし く なります。

ベルトに過度なプリテンションがかかると、 以下のような結果が生じ

ます。

• 許容できないラジアル荷重によるシャフ トの破損

• 軸およびモータギアリングの摩耗の増大

• ベルトのサービス寿命が縮まる

Cat. No. 六角ねじのトルク

Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxx-xxB/D/E

5.9 (52.22)MPAR-x2xxxC-xxB/D/E

MPAR-x2xxxF-xxB/D/E

MPAR-x3xxxx-xxB/D/E 10.1 (89.39)

Cat. No. ねじのサイズ
トルク

Nm ( ポンドインチ )

MPAR-x1xxxx-xxB/D/E
M6x45

5.9 (52.22)MPAR-x2xxxC-xxB/D/E 

MPAR-x2xxxF-xxB/D/E M6x60

MPAR-x3xxxx-xxB/D/E M8x70 10.1 (89.39)
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
参考資料

以下の資料には、 当社の製品に関する追加情報が記載されています。

これらの資料は、 http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page で閲覧またはダウンロードできます。 印刷版マニュアルを購入される場

合は、 当社または当社代理店までご連絡ください。

マニュアル名 説明

MP-Series Electric Cylinders Installation Instructions 
(MPシリーズ電動シリンダ　 インスト レーショ ンインス
ト ラクシ ョ ン ) (Pub.No. MPAR-IN001)

MPシリーズ電動シリンダの取付け方法に関する情報

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions 
(Pub.No. MP-IN001)

中型フレーム(100～165mm) MPシリーズ低イナーシャ
モータの取付け方法に関する情報

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions 
(Pub.No. MP-IN006)

小型フレーム(75mm未満) MPシリーズ低イナーシャモー
タの取付け方法に関する情報

製品認定に関するWebサイ ト ：

http://www.rockwellautomation.com/global/certification/
overview.page 

適合宣言、 認可、 およびその他の承認の詳細が記載され
ています。
18 Pub. No. MPAR-IN002C-JA-P – February 2018
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MP シリーズ電動シリンダ交換部品 ( シリーズ B および C)
Notes:
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当社のサポートサービス

以下の方法で、 サポート情報を取得できます。

マニュアルに関するご意見や要望

お客様のコ メン トは、 お客様のニーズに合ったマニュアルを提供するために役立ち

ます。 マニュアルの改善についてご提案があれば、
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-

e.pdf の 「How Are We Doing?」 フォームにご記入のうえお送り ください。

テクニカル ・

サポート ・

センター

ナレッジベースの記事、
操作方法の動画、 FAQ、
チャッ ト、 ユーザフォー
ラム、 および製品更新
通知。

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

地域のテクニカル

サポートの

電話番号

お住まいの国の電話番号
が掲載されています。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-
now.page 

直接ダイアル

コード

製品の直接ダイアルコー
ドが掲載されています。 
このコードを使用する
と、 テクニカル ・サポー
ト ・ エンジニアに直接、
電話がつながります。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

文書ライブラリ

インスト レーシ ョ ンイン
スト ラクシ ョ ン、 マニュ
アル、 カタログ、 および
テクニカルデータ。

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page 

製品互換性および

ダウンロード

センター (PCDC)

製品の相互作用に関する
情報の取得、 特長や機能
のチェ ック、 および対応
するファームウェアの取
得が可能です。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley、 MP-Series、 Rockwell Software、 および Rockwell Automation は、 Rockwell Automation, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属していない商標は、 それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで製品の環境に関する最新情報を公開しています。

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

Publication MPAR-IN002C-JA-P – February 2018 Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A.

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
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