
モデル名 
（パーツ番号） 

外観写真 概要 

AB103 
 

 

ミニチュアアングルブラケット、90 度 
これらのマウントブラケットは、X-LSM シリーズ電動リニアスライド用に設計され

ています。 垂直に取り付けられたステージにプラットフォームを追加するために使

用することも、剛性を高めるために XYZ システムに追加することもできます。 ブ
ラケットには M3 と M6 の取り付け穴があります。 このアングルブラケットに T-NA
シリーズリニアアクチュエータを取り付けることもできます。 

AB103-V 

 

ミニアングルブラケット、90 度、真空対応。 
これらの陽極酸化されていない固定ブラケットは、X-LSM-SV シリーズの真空電動

リニアステージ用に設計されています。 垂直に取り付けられたステージにプラット

フォームを追加するために使用することも、剛性を高めるために XYZ システムに追

加することもできます。 ブラケットには M3 と M6 の取り付け穴があります。 こ
のアングルブラケットに T-NA-SV シリーズの真空リニアアクチュエータを取り付

けることもできます。 

AB103B 

 

ミニアングルブラケット、90 度 
これらの取り付けブラケットは、AB103 ブラケットよりも高い剛性を提供します。 
これらの取り付けブラケットは、X-LSM シリーズ電動リニアスライド用に設計され

ています。 垂直に取り付けられたステージにプラットフォームを追加するために使

用することも、剛性を高めるために XYZ システムに追加することもできます。 ブ
ラケットには M3 と M6 の取り付け穴があります。 このアングルブラケットに T-NA
シリーズリニアアクチュエータを取り付けることもできます。 

AB104  
 

 

アングルブラケット, 90 度, 大型, メトリック 
これらのマウントブラケットは、Zaber の A-LST シリーズ電動リニアステージ用に

設計されていますが、多くのタイプのステージで使用できます。 ブラケットには、

25mm と 12.5mm の間隔をあけた 25 個のタップ付き M6 穴があります。 4 本の

M6×10mm 取り付けネジが付属しています。 

AB105 

 

LST ステージの T スロット用取付金具 
LST シリーズと A-LST シリーズの T スロットに取り付けます。 移動軸には無制限

の取り付け位置があり、左右に 125 mm または 5 "のマウントが可能です。 

AB106 

 

小型アングルブラケット、90° 
これらの取り付けブラケットは、LSA シリーズの電動リニアステージ用に設計され

ています。 X 又は XY システムに垂直な Z 軸を追加する必要がある場合に、AB106
は、垂直に取り付けられたステージにプラットフォームを追加するために使用でき

ます。 ブラケットには M2 と M3 の取り付け穴があり、光学ポスト用の M4 の中心

穴があいています。 

AB117 

 

プローブホルダー, 2-13 mm レンジ(マニピュレータ用) 
直径 2〜13mm のプローブを保持できます。 これは、AP116 または Zaber のリニ

アステージ LSM シリーズに取り付けるように設計されています。 ブラケットには、

20mm 間隔で 4 つの取り付け穴があります。 



AB120  
 

 

アングルブラケット, 取り付けフット 
これらのアングルブラケットは、Zaber の A-LAR シリーズおよび A-BAR シリーズ

電動リニアアクチュエータ用に設計されています。 

AB127 

 

クレビス・ブラケット, リアマウント(背面固定) 
これらのクレビス・ブラケットは、Zaber の A-LAR および A-BAR シリーズ、パラ

レル・ドライブ、電動リニアアクチュエータ向けに設計されています。 アクチュエ

ータの背面に取り付けると、直径 10mm のクレビスピボットが得られます。 

AB128 

 

ロッド端固定ブラケット, 後部取り付け 
これらのロッド端固定ブラケットは、Zaber 社製モデル A-LAR および A-BAR シリ

ーズ、パラレル・ドライブ、電動リニアアクチュエータ向けに設計されています。 ア
クチュエータの背面に取り付けることで、ボールベアリングロッドの先端に内径

10mm 取り付け穴が活用できます。 

AB136 

 

アングルブラケット, 90 °（直角）, RSW60 用マウント   
この取り付けブラケットは、Zaber の X-RSW-E シリーズ、X-RSW シリーズ、RSW
シリーズの電動回転ステージ用に設計されています。 ブラケットは 2 つの RSW60
デバイスを互いに垂直に接続し、2 つの回転軸を与えます。 

AB147 

 

アングルブラケット, 90 °, GSM 及び RSM40 用 
これらの取り付けブラケットは、Zaber の RSM および GSM シリーズのロータリお

よびティルトデバイス用に設計されています。 ブラケットには M3 タップが 4 つ、

M2 タップが 4 つあります。 

AB147-V  
 

 

アングルブラケット, 90 °, X-GSM-SV 及び X-RSM40-SV 用 
これらの取り付けブラケットは、Zaber 社の X-RSM-SV および X-GSM-SV シリー

ズのロータリおよびティルトデバイス用に設計されています。 ブラケットには M3
タップ付穴 4 個、M2 テーパー付穴が 4 個付いています。 

AB151 

 

アングルブラケット, 90 °, メトリックサイズ 
これらの取り付け用ブラケットは、Zaber 社の LRT シリーズスライドステージ用に

設計されています。 ブラケットには 25ｍｍ等間隔で M6 の穴が用意されています。 

AB158 

 

アングルブラケット, 90 °, X-MCA-S コントローラ用 
このアングルブラケットは、X-MCA-S コントローラ用に設計されており、コントロ

ーラをブレッドボードまたはベンチに 90 度で取り付けることができ、スペースの

節約ができます。 ブラケットは、100 mm（4 "）間隔 M6 穴 2 個で取り付けできま

す。このブラケットを使用すると、複数の X-MCA-S コントローラを 25 mm（1"）
間隔で隣り合わせに並列接地することができます。 



AB159 

 

アダプターブラケット, 35 mm DIN 取り付けレールクリップ,   
モデル：X-MCA-S コントローラ用 
 
このアダプターブラケットは、モデル：X-MCA-S コントローラの取り付け用で、コ

ントローラを 35 mm DIN レールに固定することができます。 

AB164  

 

アングルブラケット, 90 °, 大型, モデル LRQ シリーズ用 
これらの取付用ブラケットは、Zaber の LRQ シリーズ電動リニアステージ用に設計

されていますが、多くのタイプのステージでも使用できます。 ブラケットには、

25 mm と 12.5 mm の間隔で 20 個の M6 タップ穴が用意されています。4 本の M6
×10mm 取り付けネジが付属しています。 AP163 は、ダストカバー付き LRQ モデ

ルに取り付ける場合のアダプタプレートです。 

AB90E  

 

アングルブラケット 90°： 

ミリサイズ取付け穴 。T-LS シリーズ及び T-LSR シリーズ 電動リニアスライ

ドと TSB シリーズ 搬送ステージに適用されます。15個の M6タップ穴tが25mm 

及び 12.5mm 間隔で用意されています。  

 

AB90E-V  

 

アングルブラケット 90°、ミリサイズ取り付け穴有り。真空対応 

T-LS シリーズ及び T-LSR シリーズ 電動リニアスライドと TSB シリーズ 搬送

ステージに適用されます。15 個の M6 タップ穴 tが 25mm 及び 12.5mm 間隔で用意

されています。  

 

AB90M  

 

アングルブラケット 90°インチサイズ取り付け穴                   
T-LS シリーズ及び T-LSR シリーズ 電動リニアスライドと TSB シリーズ 搬送ステ

ージに適用されます。 15 個の 1/4-20 タップ穴が 1" 及び 1/2"  間隔で用意されてい

ます。  

 

AB90M-V  

 

アングルブラケット 90 度 インチサイズ取り付け穴有り。 
真空対応 T-LS シリーズ及び T-LSR シリーズ 電動リニアスライドと TSB シリーズ 
搬送ステージに適用されます。 15 個の 1/4-20 タップ穴が 1" 及び 1/2"  間隔で用意

されています。  

 

AG130 

 

グリッパー用フィンガー対, アルミ製 6061, アルマイト処理なし 
これらのグリッパーフィンガーは、X-GLP-E シリーズグリッパー用に設計されています。 
フィンガーには、8mm 離間で M3 ネジ用のクリアランスホール 3 個と、10mm 離れた 2
つの勘合穴があります。 



AL5012  

 

レンズアダプター -12mm/0.5 インチ光学素子用  
T-MM2 電動ミラ-マウント用に設計.光学素子 12mm/0.5 インチで厚みが 13mm ､迄

可能です  

AL5025  

 

レンズアダプター-25mm/1 インチ 光学素子用  
T-MM2 電動ミラ-マウント用に設計. 光学素子 25mm/1 インチで厚みが 13mm 迄可

能です 

AL50C  

 

レンズアダプター C-マウント用   

T-MM2 電動ミラ-マウント用に設計. メスの C-マウント用ねじ付き.  

AL5012-V  

 

レンズアダプター -12mm/0.5 インチ光学素子用 
真空対応 - T-MM2 電動ミラ-マウント用に設計. 光学素子 12mm/0.5 インチで厚みが 
13mm ､迄可能です  

AL5025-V  

 

レンズアダプター-25mm/1 インチ 光学素子用 
真空対応  - T-MM2 電動ミラ-マウント用に設計. 光学素子 25mm/1 インチで
厚みが 13mm 迄可能です 

AL50C-V  

 

レンズアダプター C-マウント用, 真空対応 

T-MM2 電動ミラ-マウント用に設計. メスの C-マウント用ねじ付き.  

AM108 

 

ASR100 汎用インサート  
この 160×110mm のインサートは、モデル ASR および ASR-E100 x 120 mm ストロ

ーク XY ステージのトッププレートに適合します。異なるインサートをステージ上のバネク

リップによって最適箇所に保持し素早く交換できます。AM108 インサートは、直径 70 
mm までの異なる大きさのスライドと皿を保持できるように調整可。 



AM109 

 

ASR100 インサート, マルチウェルプレート 
この 160×110mm のインサートは、モデル ASR および ASR-E、100 x 120 mm 移動

XY ステージのトッププレートに適合します。ステージ上のバネクリップによって適所に保

持できるので、異なるインサート間を素早く交換できます。AM109 には、SBS 標準

（127.5 x 85 mm）のマルチウェルプレートが取り付けできます。 

AM126 

 

ASR100 インサート, ミリサイズブレッドボード  
この 160×110mm のインサートは、ASR および ASR-E100 x 120 mm 移動 XY ステ

ージのトッププレートに適合します。ステージ上のスプリングクリップとオプションの M2 ネ

ジ（付属）4 本で固定されています。AM126 には 25mm 間隔に M6 タップ穴があり、他

の Zaber デバイスやアクセサリを簡単に取り付けることができます。 

AM141 

 

ASR50 インサート, ペトリ皿 
この 82 x 82 mm のインサートは、ASR および ASR-E50 x 50 mm 移動 XY ステージ

のトッププレートに勘合します。ステージ上のバネクリップによって適所に保持され、異な

るインサート間を素早く変更できます。AM141 により、直径 30〜60mm の異なる大きさ

のペトリ皿が保持できるように調整できます 

AM142 

 

ASR50 インサート, 顕微鏡スライド 
この 82 x 82 mm のインサートは、ASR および ASR-E50 x 50 mm 移動 XY ステージ

のトッププレートにぴったりです。ステージ上のバネクリップによって適所に保持され、異

なるインサート間で素早く交換できます。 AM142 は、標準的な 3 "x 1"（75 x 25 mm）の

顕微鏡スライドを保持するために 2 つのスプリング式クリップを使用します。 

AM143 

 

ASR50 インサート, メトリック ブレッドボード 
この 82 x 82 mm のインサートは、ASR および ASR-E50 x 50 mm の移動 XY ステー

ジのトッププレートにぴったりです。ステージ上のスプリングクリップとオプションの M2 ネ

ジ（付属）4 本で固定されています。AM143 は、他の Zaber デバイスやアクセサリを簡単

に取り付けることができるように、25 mm 間隔で格子状に M6 タップ穴が空いています。 

AM152 

 

ASR205 インサート, アルミ材 
この 219 x 219 mm のインサートは、ASR および ASR-E 205 x 205 mm 移動 XY ステ

ージの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可

能な止めねじを使用して水平にできます。 オプションで、16 個の M3 ソケットヘッドキャ

ップネジを使用して、高負荷アプリケーション用のインサートを取り付けることができま

す。 平らな鋳造アルミニウム表面は、必要に応じてドリル、タップ、またはその他の方法

で変更できます。 

AM153 

 

ASR305 インサート, アルミ材 
この 300 x 300 mm のインサートは、ASR および ASR-E 305 x 305 mm 移動 XY ステ

ージの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可

能な止めねじを使用して水平にできます。 オプションで、24 個の M3 ソケットヘッドキャ

ップネジを使用して、高負荷用途のインサートを取り付けることができます。 平らな鋳造

アルミニウム表面は、必要に応じてドリル、タップ、またはその他の方法で変更できま

す。 



AM154 

 

ASR205 インサート、メトリック ブレッドボード 
この 219 x 219 mm インサートは、ASR および ASR-E 205 x 205 mm 移動 XY ステー

ジの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可能

な止めねじを使用して水平にできます。 オプションで、16 個の M3 ソケットヘッドキャッ

プネジを使用して、高負荷アプリケーション用のインサートを取り付けることができます。 
AM154 には、50 mm 間隔の M6 タップ穴のグリッドと、Zaber 回転ステージおよび垂直

ステージを中央に取り付けるための穴があります。 

AM155 

 

ASR305 インサート、メトリック ブレッドボード 
この 300 x 300 mm のインサートは、ASR および ASR-E 305 x 305 mm 移動 XY ステ

ージの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可

能な止めねじを使用して水平にできます。 オプションで、24 個の M3 ソケットヘッドキャ

ップネジを使用して、高負荷用途のインサートを取り付けることができます。 AM155
は、50 mm 間隔の M6 タップ穴のグリッドと、Zaber 回転ステージおよび垂直ステージを

中央に取り付けるための穴を備えています。 

AM156 

 

ASR205 インサート, 125/150/200 mm ウエハーホルダー 
この 219 x 219 mm インサートは、ASR および ASR-E 205 x 205 mm 移動 XY ステー

ジの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可能

な止めねじを使用して水平にできます。 回転テーブルは、125、150、または 200 mm
のウェーハを保持します。 

AM157 

 

ASR305 インサート, 150/200/300 mm ウエハーホルダー 
この 300 x 300 mm のインサートは、ASR および ASR-E 305 x 305 mm 移動 XY ステ

ージの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可

能な止めねじを使用して水平にできます。 回転テーブルは、150、200、または 300 
mm のウェーハを保持します。 

AM161 

 

ASR205 インサート, ホウケイ酸ガラス 
この 219 x 219 mm のインサートは、ASR および ASR-E 205 x 205 mm 移動 XY ステ

ージの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可

能な止めねじを使用して水平にできます。 ホウケイ酸塩フロートガラスで作られたこれ

らのインサートは、優れた平坦性、熱安定性、光学特性を備えています。 

AM162 

 

ASR305 インサート, ホウケイ酸ガラス 
この 300 x 300 mm のインサートは、ASR および ASR-E 305 x 305 mm 移動 XY ステ

ージの上部プレートに適合します。 3 個の平頭ねじで所定の位置に保持され、調整可

能な止めねじを使用して水平にできます。 ホウケイ酸塩フロートガラスで作られたこれ

らのインサートは、優れた平坦性、熱安定性、光学特性を備えています。 

AM171 

 

クイックチェンジ対物レンズアダプター、M27 x 0.75、Zeiss 
これらのアダプターは、MVR 顕微鏡で使用するように設計されており、Zeiss（M27 
x 0.75）対物レンズに取り付けられます。 



AM172 

 

クイックチェンジ対物レンズアダプター、 M25 x 0.75, Nikon 
これらのアダプターは、MVR 顕微鏡で使用するように設計されており、Nikon（M25 x 
0.75）対物レンズに取り付けられます。 

AM173 

 

クイックチェンジ対物レンズアダプター、 RMS 
これらのアダプターは、MVR 顕微鏡で使用するように設計されており、RMS ねじ付き

（0.8 "-36）対物レンズに取り付けられます。 

AMB095  

 

アクチュエータ取り付けブラケット, 直径 9.5 mm 用  
TSB シリーズ搬送ステージに T-LA シリーズ及び T-NA シリーズ アクチュエータ(直
径 9.5 mm 取付けシャンク)と装着するため 或いはユーザ制作装置用のブラケット。接

続されるブラケットのセットねじでステージの相対位置をアクチュエータの突き出しに対

応して調整します。  

AMB122 

 

アクチュエータ取り付けブラケット、サイドマウント 
これらの取り付けブラケットは、Zaber の A-LAR および A-BAR シリーズの電動リニア

アクチュエータ用に設計されています。 アクチュエータを平行な表面に取り付けるに

は、ブラケットをアクチュエータに取り付けてから、75 mm（3 "）の穴間隔で表面に取り付

けます。 

AMB140  

 

アクチュエータ取り付けブラケット 直径 14.0 mm 用  
TSB シリーズ搬送ステージに T-LA シリーズ及び T-NA シリーズ アクチュエータ(直
径 14.0 mm 取付けシャンク)と装着するため 或いはユーザ制作装置用のブラケット。

接続されるブラケットのセットねじでステージの相対位置をアクチュエータの突き出しに

対応して調整します。  

AP101 

 

X-LSM 底面アダプタプレート 
これらの取り付けプレートは、X-LSM シリーズ電動リニアスライドを X-LRQ シリーズ、

T-LSR シリーズ、X-LSQ シリーズリニアステージ、または X-RSW シリーズ回転ステー

ジの上部に取り付けるために使用されます。 また、X-LSM を標準メトリック（M6 x 25 
mm）またはインペリアル（1 / 4-20 x 1 インチ）ブレッドボードに取り付けるためにも使用

できます。 移動量が 100 mm 以上の X-LSM ステージの場合、ブレッドボードへの取り

付けには 2 つの AP101 ブラケットをお勧めします。 

AP101-V 

 

X-LSM-SV 下部アダプタプレート、真空対応。  
注：高真空で使用する場合は洗浄する必要があります。 
これらの陽極酸化されていない取り付けプレートは、X-LRQ-SV シリーズ、X-LSM-SV
シリーズ真空電動リニアステージを X-RSW-SV シリーズ回転ステージの上部に取り付

けるために使用されます。 これらを使用して、X-LSM-SV を標準メトリック（M6 x 25 
mm）またはインペリアル（1 / 4-20 x 1 インチ）ブレッドボードに取り付けることができま

す。 移動量が 100 mm 以上の X-LSM-SV ステージの場合、ブレッドボードへの取り付

けには 2 つの AP101-V ブラケットが推奨されます。 



AP102 

 

X-LSM トップアダプタープレート 
これらの取り付けプレートは、Zaber の X-LSM シリーズ電動リニアスライドの上部にメト

リック（M6 x 25 mm）グリッドを追加するために使用されます。 また、X-RSW シリーズ

回転ステージまたは X-VSR シリーズ垂直ステージを X-LSM の上部に取り付けるのに

も使用できます。 

AP102-V 

 

X-LSM-SV トップアダプタープレート、真空仕様  
注記:真空内での使用の前に洗浄が必要です。 
これらの陽極酸化されていない取り付けプレートは、Zaber の X-LSM-SV シリーズ真空

電動リニアステージの上部にメトリック（M6 x 25 mm）グリッドを追加するために使用さ

れます。 これにより、メトリックグリッドにマウントするデバイスを使用できます。 
X-RSW-SV シリーズ真空回転ステージまたは X-VSR-SV シリーズ真空垂直ステージを

X-LSM-SV の上部に取り付けるために使用できます。 このプレートは、X-LSM-SV プラ

ットフォームのサイズを大きくするためにも使用できます。 

AP102B 

 

X-LSM 及び X-LHM 上面アダプタプレート 
これらの取り付けプレートは、Zaber の X-LSM シリーズおよび X-LHM シリーズの電動

リニアスライドの上部にメトリック（M6 x 25 mm）グリッドを追加するために使用されま

す。 また、X-RSW シリーズ回転ステージまたは X-VSR シリーズ垂直ステージを

X-LSM および X-LHM の上部に取り付けるためにも使用できます。 

AP102B-V 

 

AP102B-V - X-LSM-SV 上面アダプタプレート  
これらの取り付けプレートは、Zaber の X-LSM-SV シリーズ真空電動リニアステージの

上部にメトリック（M6 x 25 mm）グリッドを追加するために使用されます。 X-RSW-SV
シリーズ真空回転ステージまたは X-VSR-SV シリーズ真空垂直ステージを X-LSM-SV
の上部に取り付けるためにも使用できます。 

AP110 

 

ASR100 アダプタプレート、ブレッドボード （ご注文毎に 2 個付属） 
これらの取り付けプレートにより、ASR および ASR-E XY ステージの 100 x 120 mm の

移動タイプを標準メートル法（M6 x 25 mm）またはインペリアル（1 / 4-20 x 1 インチ）ブ

レッドボードに取り付けることができます。 

AP111 

 

ASR100 アダプタプレート, 汎用顕微鏡用 (2 個/オーダー) 
これらの取り付けプレートにより、100 x 120 mm の ASR および ASR-E XY ステージの

移動型をほとんどのライカ、ツァイス、オリンパスの顕微鏡に取り付けることができます。 
ASR ステージが顕微鏡にマウントされるかどうか不明な場合は、contact @ zaber.com
のサポートエンジニアにお問い合わせください。 

AP114 

 

ASR100 アダプタプレート, Nikon 倒置型顕微鏡用(2 個/オーダー) 
これらの取り付けプレートにより、100 x 120 mm の ASR および ASR-E XY ステージの

移動型をほとんどの Nikon 倒置顕微鏡に取り付けることができます。 ASR ステージが

顕微鏡にマウントされるかどうか不明な場合は、contact @ zaber.com のサポートエン

ジニアにお問い合わせください。 



AP116  
 

 

360 °自由設置型ブラケット 
LSM シリーズデバイス間の角度調整に使用されます。 ブラケットには、20 mm 間隔の

4 つの取り付け穴があります。 

AP121 

 

アダプタプレート, フロント取り付け用 
これらのアダプタプレートは、Zaber の A-LAR および A-BAR シリーズの電動リニアア

クチュエータ用に設計されています。 アダプタプレートは、アクチュエータ前面の ISO 
15552 取り付けパターンを使用して簡単に取り付けることができます。 

AP125 

 

ASR100 アダプタプレート, オリンパス BX 顕微鏡  
このアダプタプレートにより、100 x 120 mm の ASR および ASR-E XY ステージの移動

バージョンをOlympus BXシリーズ正立顕微鏡に取り付けることができます。 ASRステ

ージが顕微鏡にマウントされるかどうか不明な場合は、contact @ zaber.com のサポー

トエンジニアにお問い合わせください。 

AP131 

 

ASR100 アダプタプレート, オリンパス IX 倒置顕微鏡 
これらの取り付けプレートにより、100 x 120 mm の ASR および ASR-E XY ステージの

移動型を Olympus IX シリーズ倒立顕微鏡に取り付けることができます。 ASR ステー

ジが顕微鏡にマウントされるかどうか不明な場合は、contact @ zaber.com のサポート

エンジニアにお問い合わせください。 

AP132 

 

LRM 上面プレート, 3 mm 
このアダプタプレートは LRMキャリッジに取り付けられ、上部の取り付け面を3 mm 持ち

上げ、大きなペイロードがモーターを通過できるようにします。 プレートは、6 本の薄型

M3ネジ（付属）を使用してキャリッジに取り付けます。 4つのクリアランスホールにより、

LRM キャリッジの M6 ネジ穴を使用してペイロードを取り付けることができます。注：この

プレートは、キャリッジにアダプタプレートがすでにある X-LRM-DE シリーズには必要あ

りません。 

AP134 

 

光学ポストマウントアダプタ, FWR フィルターホィール用 
これらのポストマウントアダプタはペアーで提供され、2 つの 12.7 mm（1/2 "）ポストを備

えたメートル法の光学ブレッドボードに FWR フィルターホイールを取り付けることができ

ます。 

AP135 

 

ゴニオメータアダプタープレート 
これらの取り付けプレートは、Zaber の GSMステージ用に設計されており、光学ブレッド

ボードまたは RSW、RST、RSM、VSR デバイスに取り付けることができます。 プレート

には、GSM 取り付け脚用の 4 つのタップ付き M3 穴とクリアランスボアに加えて、デバイ

スからデバイスへの取り付け用の 25 mm スクエア M6 クリアランスホールパターンと、メ

トリック/インペリアルブレッドボード取り付け用の 50 mm / 2 "スクエアクリアランススロッ

トがあります。 



AP135-V 

 

ゴニオメータアダプタープレート, 真空仕様 
これらの取り付けプレートは、Zaber の GSM-V ステージ用に設計されており、光学ブレ

ッドボードまたは RSW-V、RSM-V、VSR-V デバイスに取り付けることができます。 プレ

ートには、GSM 取り付け脚用の 4 つのタップ付き M3 穴とクリアランスボアがあり、デバ

イスからデバイスへの取り付け用の 25 mm スクエア M6 クリアランスホールパターンと、

メトリック/インペリアルブレッドボード取り付け用の 50 mm / 2 インチスクエアクリアラン

ススロットがあります。 

AP137 

 

ASR50 アダプタプレート, ブレッドボード (ペアーで販売) 
これらの取り付けプレートを使用すると、ASR および ASR-E XY ステージの 50 x 50 
mm の移動バリアントを標準のメトリック（M6 x 25 mm）ブレッドボードに取り付けること

ができます。 

AP144 

 

DMQ フラックスシールド 
これらのブラケットは、Zaber の X-DMQ シリーズボイスコイル駆動リニアスライド用に設

計されています。 プレートは、磁気の影響を受けやすいアプリケーション向けに、

X-DMQ からの漏れ磁束を約 10 分の１に減らします。 デバイスからの漏れ磁束を減ら

す一方で、このアクセサリはステージからの推力を約 10％減少させます。 複数の

AP144を積み重ねて、漏れ磁束をさらに減らすことができます。 すべてのX-DMQには

1 つの AP144 が含まれています。 

AP145 

 

X-FWR コリメータアダプター 
これらのアダプターにより、Zaber の X-FWR および X-FWR-E フィルターホイールを、ラ

イカ、ニコン、オリンパス、およびツァイスの顕微鏡で使用するモデルを含む、いくつかの

Lumencor 顕微鏡コリメータに沿って取り付けることができます。 アダプターには 30 
mm の開口部があり、X-FWR の 25 mm（1 "）または 32 mm の光学ポートに取り付ける

ことができます。X-FWR と AP145 が顕微鏡とコリメータで動作するかどうか不明な場合

は、 contact@zaber.com でサポートエンジニアに連絡してください。 

AP146 

 

アダプタプレート, RSM40 側面取り付け 
これらのアダプタプレートは、Zaber の X-RSM および RSM シリーズステージ用に設計

されており、その他 RSM または GSM シリーズデバイスの端にも取り付けられます。 こ

れらは、さまざまなジンバル構成に役立ちます。 

AP146-V 

 

アダプタプレート, RSM40-SV 側面取り付け, 真空仕様 
これらのアダプタプレートは、Zaber の X-RSM-SV シリーズステージが別の X-RSM-SV
または X-GSM-SV シリーズデバイスの端に取り付けられるように設計されています。 
これらは、さまざまなジンバル構成に役立ちます。 

AP160 

 

ASR205/305 アダプタプレート, ブレッドボード (ペアーで販売) 
これらのアダプタプレートを使用すると、205 x 205 mm および 305 x 305 mm の ASR
および ASR-E XY ステージのストロークが違うモデルを標準のメトリック（M6 x 25 mm）

ブレッドボードに取り付けることができます。 



AP163 

 

アダプタプレート, LRQ-C に M6 グリッド取りつけ用 
これらの取り付けプレートは、Zaber の X-LRQ-C シリーズ電動リニアスライドの上部に

メトリック（M6 x 25 mm）グリッドを追加するために使用されます。 また、X-RSW シリー

ズ回転ステージ、X-VSR シリーズ垂直ステージ、または AB164 山形ブラケットを

X-LRQ-C の上部に取り付ける際にも使用できます。 

AP165 

 

アダプタプレート, LRQxP 用 XY スペーサ 
これらの取り付けプレートは、パラレルマウントドライブを装備した LRQ XY システムの

Y 軸の間隔を空けるために使用されます。 これらは、Y 軸のベースと X 軸ステージのモ

ーターおよびコントローラ間の干渉を防ぎます。 また、LRQ パラレルマウントドライブの

ステージ上部の寸法を超える負荷を装着するときのスペース確保にも使用できます。 

AP169 

 

アダプタプレート, GSR150 と GSR225 の連結用 
これらの取り付けプレートは、Zaber の X-GSR-E シリーズ電動ゴニオメーターステージ

を組み付ける際に、共通の回転中心を共有できるように設計されています。 

AT118 

 

アクチュエータチップ, ロッドクレビス（連結部品） 
これらのアクチュエータチップは、Zaber の A-LAR および A-BAR シリーズの電動リニア

アクチュエータ用に設計されています。 アクチュエータの先端は、M10 x 1.25 内ネジで

アクチュエータの先端に直接取り付けられます。 クレビスには 10 mm のピボットピンが

あります。 

AT119 

 

アクチュエータチップ, ロッドアイ 
このアクチュエータチップは、Zaber の A-LAR および A-BAR シリーズの電動リニアアク

チュエータ用に設計されています。 アクチュエータの先端は、M10 x 1.25 内ネジでアク

チュエータの先端に直接取り付けられます。 ロッドの端には 10 mm の貫通穴がありま

す。 

CC01 

 

CMOS カメラ, FLIR BFLY-U3-23S6M-C 
この FLIR Blackfly カメラは、ソニーの IMX249 2.3 MP モノクロセンサー（カラー
センサーが利用可能）を備えています。 525 nm で 70％の量子効率と 13 mm の
対角線センサー面積を備えたこのカメラは、マルチチャンネル蛍光などの低光イ
メージングアプリケーションに優れた価値を提供します。 高速 USB 3.1 接続（ケ
ーブルを含む）は、最大 41 FPS のフレームレートを提供します。 このカメラは、
標準の C マウントインターフェイスを使用します。 

CC02 

 

sCMOS カメラ、Teledyne Photometrics Iris 9 
Teledyne Photometrics Iris 9 カメラは、マルチチャンネル蛍光などの低光
量アプリケーション向けに設計された高感度、低ノイズのカメラです。 
17.8 mm の対角線、9 MP モノクロセンサー（カラーセンサーが利用可能）、
73％のピーク量子効率、1.5 e-の非常に低い読み取りノイズを特長として
います。 カメラは、標準の C マウントの機械的接続と USB 3.0 データ接
続（ケーブルを含む）を介して接続します。 



CDMC8 

 

チョッパードライバーモーターコネクター、8 ピンミニディンオス 
このコネクターを使用すると、ユーザは独自のバイポーラステッピングモーター
を T-MCA シリーズチョッパードライブコントローラーに配線できます。RoHS ス
テータス：準拠 

DTB10 

 

データ端子台, 10 ピン, 3.5 mm ピッチ, X-MCB1 用 
これは、X-MCB1 の I / O 端子で使用される 10 ピン、3.5 mm ピッチのネジ留め式端子

台です。 
RoHS ステータス：準拠 

DTB4 

 

データ端子台, 4 ピン, 3.5 mm ピッチ, コントローラモ：デル A-MCB2 及び
X-MBC2 用 
これは、A-MCB2 および X-MCB2 の RS-485 端子で使用される 4 ピン、3.5 mm ピッチ

のネジ留め式端子台です。 

DTB5 

 

データ端子台、5 ピン、3.5 mm ピッチ、A-MCB2 および X-MCB2 用 
これは、A-MCB2 および X-MCB2 のデジタル I / O 端子で使用される 5 ピン、3.5 mm
ピッチのネジ留め式端子台です。 

DTB6 

 

データ端子台、6 ピン、3.5 mm ピッチ、A-MCB2 および X-MCB2 用 
これは、A-MCB2 および X-MCB2 のアナログ I / O 端子で使用される 6 ピン、3.5 mm
ピッチのネジ留め式端子台です。 

FH0625 

 

フィルターホルダー、FWR06 用、25 mm / 1 "フィルター 
これらのフィルターホルダーは 10 個のフィルターを保持し、FWR06 デバイスに取り付け

たときにホーミングとホイール検出を可能にする取り付けネジ、保持リング、および事前

に取り付けられた磁石が付属しています。 

FH0632 

 

フィルターホルダー、FWR06 用、31〜32 mm フィルター 
これらのフィルターホルダーは 7 個のフィルターを保持し、取り付けネジ、固定
リング、および事前に取り付けられた磁石が付属しているため、FWR06 デバイ
スに取り付けたときにホーミングとホイール検出が可能です。 



HSM8 

 

M8 コネクター付きホームセンサー 
4 mm の T スロット押し出し成形に適合します。 オンボード LED は、スイッチが
トリガーされたことを示します。 

MC03 

 

モーター延長ケーブル、5 フィート、A シリーズおよび X シリーズコントローラ用 
これは、標準の 15 ピン D-sub オス-メス延長ケーブルです。 オスおよびメスコネクター

のつまみネジは、A-MCB2 コントローラ、X-MCB2 コントローラ、X-MCB1 コントローラ、

および T3 終端付きモーター付きデバイスへのロック接続を提供します。 さらにケーブ

ル長を延長するには、このケーブルと MC04 の倍数を使用してください。 

MC04 

 

モーター延長ケーブル、5 フィート、A シリーズおよび X シリーズコントローラ用 
これは、メスコネクターに逆ロックハードウェアを備えた 15 ピン D-sub オス-メス
延長ケーブルです。 オスコネクタのつまみネジとメスコネクターのネジロックソ
ケットは、A-MCB2 コントローラ、X-MCB1 コントローラ、X-MCB2 コントローラ、
および T4 終端付きモーター付きデバイスへのロック接続を提供します。 この
ケーブルの倍数を MC03 または MC04 のケーブル長延長に使用できます。 

MC06  

 

モーター延長ケーブル、1.82m、T-MCA シリーズ用  
 T-MCA シリーズ ステッパーモータコントローラと NA,NM 及び LM 等の互換性装置と

を接続するための ８ ピンミニ DIN オス-メスコネクター付延長ケーブル. 

CDMC8  

 

チョッパー駆動モータコネクタ、 8 ピン ミニ DIN オスコネクタ  
ユーザご用意のバイポーラステッパーモータと T-MCA シリーズチョッパードライブコント

ローラとの接続用 

PP21  

 

パワープラグ, 2.1 mm 中央突起  
 ユーザご用意の電源と Zaber 社 T シリーズ製品との接続用電源プラグ。１２V 乃至１６

V 用 

PMF3  

 

パワープラグ、ミニ-Fit Jr. 3 ピン  
ユーザご用意の電源と Zaber 社 T シリーズ製品との接続用コネクター。２４V 乃至４８V 
用 

PS01-15V04  

 

安定化 110V-120V AC 入力電源 
出力 15V DC、最大 400mA 、 2.1mm 中央 突起プラグ付、標準の AC コンセントに並

べて設置できる便利なサイズの電源アダプター。装置に標準で付属しているタイプ（KT

シリーズ）もあります。合計の電流使用量が 400mA 以下であれば、この電源一個で数

台(2，3 台)の装置が駆動できます。電源はデータケーブルで他の装置へ供給されます 



PS03-15V12U  

 

安定化 100V-240V AC 入力電源 
出力 15V DC、最大 1.2A 、 2.1mm 中央 突起プラグ付。大抵の国で使用出
来るアダプター付: タイプ A (米国/日本 2 ピン), タイプ C (欧州), タイプ G (英
国),タイプ I (オーストラリア/中国). 合計の電流使用量が 1.2A 以下であれば、
この電源一個で数台(2，3 台)の装置が駆動できます。電源はデータケーブル
で他の装置へ供給されます 

PS04-15V26 

 

電源、15 V DC 2.67 A 出力、100-240 V AC 入力、北米用プラグ。 リクエスト
に応じて国際プラグアダプタを含む 
これは、15 mm DC、2.67 A 出力、2.1 mm（中心正）電源プラグ付きの安定化 100-240 
V AC 入力電源です。 この電源は、KT04 キットに含まれています。 合計消費電流が

2600 mA 未満である限り、最大 4 つの 15 V デバイスを実行できます。 電力は、データ

ケーブルを介して追加のデバイスに送信されます。 

PS05-24V25  

 

安定化 100 - 240V AC 入力電源 24V DC, 2.5A 出力、 
モレックス Mini-Fit Jr. 3-ピン電源プラグ付.KT-MCA チョッパー駆動キットに含まれま

す。30cm (1') 長ケール付き、接地用ハトメ付(オプション) 

PS07-48V12  

 

安定化 100 - 240V AC 入力電源 48V DC, 1.25A 出力、 
モレックス Mini-Fit Jr. 3-ピン 電源プラグ。 T-LSQ, T-LST, 及び T-MCA に互換有り. 
30cm (1') 長ケール付き、接地用ハトメ付(オプション)  

PS09-48V33 

 

電源、48 V 3.3 A、A-MCB2 と互換性あり 
これは、3 ピン 5 mm ピッチの端子台付き、48 V DC、3.3 A の安定化された 100-240 V 
AC 入力電源です。 

PS10-24V25 

 

電源、24 V 2.5 A、A-MCB2 と互換性あり 
これは、3 ピン 5 mm ピッチの端子台付きで、DC 24 V、出力 2.5 A の安定化された 100
〜240 V AC 入力電源です。 

PS11-24V15 

 

X シリーズ製品と互換性のある電源、24 V 1.5 A 
これは、2 ピン 5 mm ピッチのターミナルブロック付で、DC 24 V、1.5 A 出力を
備えた、安定化された非絶縁の 100〜240 V AC 入力電源です。 小さいモータ
ーで単一の X シリーズ製品に電力を供給するのに適しています。 

PS12-24V30 

 

X シリーズ製品と互換性のある電源、24 V 3.0 A 
これは、2 ピン 5 mm ピッチの端子ブロック付で、DC 24 V、3.0 A 出力を備えた、安定化

された非絶縁の 100〜240 V AC 入力電源です。 デイジーチェーンを介して小型モータ

ーで複数の X シリーズ製品に電力を供給するのに適しています。 



PS13-48V12 

 

X シリーズ製品と互換性のある電源、48 V 1.25 A 
これは、2 ピン、5 mm ピッチの端子台で 48 V DC、1.25 A 出力を備えた、
安定化された非絶縁の 100〜240 V AC 入力電源です。 単一の低電流 X
シリーズ製品の給電に適しています。 

PS14-48V37 

 

X シリーズ製品と互換性のある電源、48 V 3.75 A 
これは、2 ピン 5 mm ピッチの端子台で 48 V DC、3.75 A の出力を備えた、安定化され

た非絶縁の 100〜240 V AC 入力電源です。 デイジーチェーン上で単一の高電流 X シ

リーズ製品または複数の低電流 X シリーズ製品に電力を供給するのに適しています。 

PS15-48V65 

 

X シリーズ製品と互換性のある電源、48 V 6.5 A 
これは、2 ピン 5 mm ピッチのターミナルブロックで 48 V DC、6.5 A 出力を備えた、安定

化された非絶縁の 100〜240 V AC 入力電源です。 デイジーチェーン上で単一の高電

流 X シリーズ製品または複数の低電流 X シリーズ製品に電力を供給するのに適してい

ます。 

PTB2 

 

電源端子台、2 ピン、5 mm ピッチ、カスタム電源を備えた X シリーズデバイス
で使用 
このプラグは、お客様の（適切な電圧および電流容量）電源を、24〜48 V を使用 Zaber
の X シリーズ製品に接続するために使用されます。 

PTB3 

 

電源端子台、3 ピン、5mm ピッチ、カスタム電源で A-MCB2 で使用 
これは、A-MCB2 の電源入力端子で使用される 3 ピン、5 mm ピッチのネジ留め式端子

台です。RoHS ステータス 

S-DC06 

 

データケーブル、6 フィート、DSUB9 コネクター 
これは、コンピュータまたはデイジーチェーンのデバイス間を伝送するための標準の

DSUB9 オス-メス延長ケーブルです。 

S-XDC 

 

X シリーズ-A-MCB2 アダプターケーブル 
この 6 フィート（2 m）変換ケーブルの一端には RS-232 オスコネクタが、他端には M8 オ

スコネクタが装着されています。X シリーズ製品の後に、A-MCB2 をデイジーチェーンで

接続できます。 ケーブルは通信信号のみを転送します。 変換ケーブルの両端のデバ

イスには、独自の電源が必要です。 



SN2 

 

ベルト駆動ステージ用の周波数ベースのチューナー（テンション調整） 
クリップ装着式 
このチューナーは、Zaber の A-BLQ ステージラインのベルト張力を測定するた
めに使用されます。 チューナーをステージにクリップし、ベルトをはじいて、チ
ューナーから振動周波数を読み取ります。 A-BLQ マニュアルには、最適なベ
ルト張力に対応する目標周波数が記載されています。 

SQ3 

 

直角出しスコヤ 
多軸構成でステージの直角出しのための 3 インチマシンスコヤ 

T-DC06  

 

データケーブル,1.82m（6 フィート） 全ての T-シリーズ製品用  
標準の 6 ピン、ミニ DIN オス-メスコネクター付。コンピュータと装置間のデイジーチェー

ン接続用延長ケーブル 

T-DC15  

 

データケーブル 4.6m（15 フィート） 全ての T-シリーズ製品用  
標準の 6 ピン、ミニ DIN オス-メスコネクター付。コンピュータと装置間のデイジーチェー

ン接続用延長ケーブル 

T-DC25  

 

データケーブル 7.6ｍ（25 フィート） 全ての T-シリーズ製品用  
標準の 6 ピン、ミニ DIN オス-メスコネクター付。コンピュータと装置間のデイジーチェー

ン接続用延長ケーブル 

T-DSUB9  

 

シリアルアダプター 
T-シリーズ装置を標準の 9 ピン D-SUB オスの RS-232 シリアルポートへ結線する際に

必要です。偉大のコンピュータに 1 個だけ必要です。 

T-DSUB9-P  

 

電源入力付シリアルアダプター 
T-DSUB9 の更新モデルで T シリーズの装置とユーザシリアルポートとの接続に使用し

ます。違いは電源入力用のコネクターがついていることです。 装置に電源プラグをつな

ぐのではなくケーブル本数を減らすためにこの電源アダプターに接続します。特に真空

仕様等の用途で極力ケーブル本数を減らしたい場合に使用します。 

T-USB  

 

USB / RS232 シリアル変換コンバータ  
USB ポートを RS 232 シリアル ポートへ変換。当社の製品はコンピュータのシリアルポ

ートを経由して制御されます。お手持ちのコンピュータにシリアルポートが無い場合に、

この USB への変換コンバータを使って下さい。 



 T-USBDC 

 

USB-シリアルコンバーター、ミニ DIN 6 メスプラグ付き 
この 6 フィートのデータケーブルを使用すると、T シリーズおよび A シリーズデバイスの

以前のポートをコンピュータの USB ポートに直接接続できます。 一端に 6 ピンのミニ

DIN メスプラグがあり、他端に USB A プラグがあります。     

T-XDC 

 

X シリーズ-A シリーズ/ T シリーズアダプタケーブル 
この 8 インチ（200 mm）変換ケーブルには、一端に M8 オスコネクタが、他端に 6 ピン、

ミニ DIN メス、コネクターがあります。 A シリーズ（A-MCB2 を除く）または T シリーズ製

品を X シリーズ製品の後にデイジーチェーンで接続できます。 ケーブルは通信のみを

転送します。 変換ケーブルの両端のデバイスには、独自の電源が必要です。 
    

U-DC06 

 

データケーブル、6 フィート、USB A-B コネクター 
一部の A シリーズおよび X シリーズ製品で使用します。 これは、コンピュータからデバ

イスに接続するための標準の USB A to B ケーブルです。 
    

U-DC16 

 

データケーブル、16 フィート、USB（シリーズ A から B）変換ケーブル 
一部の A シリーズおよび X シリーズ製品で使用します。 これは、コンピュータからデバ

イスに接続するための標準の USB A to B ケーブルです。     

X-AS01 

 

Arduino Uno / Mega Rev3 用の Zaber X シリーズシールド 
このコンポーネントは、任意の Zaber デバイスと Arduino Uno Rev3 または Mega Rev3
間のインターフェースとして機能します。 Zaber デバイスとの通信中に Arduino Serial 
Monitor のデバッグが可能です。 T シリーズおよび A シリーズ製品には、シリアルアダ

プタケーブルが必要です。 （T-XDC または S-XDC）。 
    

X-DC01  

 

データケーブル、1 フィート（0.3 m）、すべての X シリーズ製品で使用 
これは、1 フィート（0.3 m）の標準 4 ピンオス-メス M8 延長ケーブルで、デイジーチェーン

の小型 X シリーズ製品です。 ケーブルの最大電流容量は 3.0 アンペアです。 
    

X-DC02 
 

 

データケーブル、2 フィート（0.6 m）、すべての X シリーズ製品で使用 
これは、2 フィート（0.6 m）の標準 4 ピンオス-メス M8 延長ケーブルで、デイジーチェーン

の小型 X シリーズ製品です。 ケーブルの最大電流容量は 3.0 アンペアです。 
    



X-DC02-F45 

 

すべての X シリーズ製品で使用するための、両端が直角の 2 フィート（0.6 m）
のデータケーブル 
これは、コネクター近くのスペースが限られている X シリーズデイジーチェーンのデバイ

ス間で使用するための 2 フィート（0.6 m）の 4 ピンオス-メス M8 延長ケーブルです。 メ

スとオスの両方の接続は、90 度と 45 度の複合角度で曲がります。 ケーブルの最大電

流容量は 3.0 アンペアです。 

    

X-DC02-F45-M45 

 

すべての X シリーズ製品で使用できる、オス側が直角の 2 フィート（0.6 m）の
データケーブル。 
これは、コネクター近くのスペースが限られている X シリーズデイジーチェーンのデバイ

ス間で使用するための 2 フィート（0.6 m）の 4 ピンオス-メス M8 延長ケーブルです。 オ

ス接続は、90 度と 45 度の複合角度で曲がります。 ケーブルの最大電流容量は 3.0 ア

ンペアです。 

    

X-DC02-M45 

 

すべての X シリーズ製品で使用できる、オス側が直角の 2 フィート（0.6 m）の
データケーブル。 
これは、コネクター近くのスペースが限られている X シリーズデイジーチェーンのデバイ

ス間で使用するための 2 フィート（0.6 m）の 4 ピンオス-メス M8 延長ケーブルです。 オ

ス接続は、90 度と 45 度の複合角度で曲がります。 ケーブルの最大電流容量は 3.0 ア

ンペアです。 

    

X-DC02-NP 

 

データケーブル、電源なし、2 フィート（0.6 m）、すべての X シリーズ製品で使
用 
これは、データ専用接続用の 2 フィート（0.6 m）の 4 ピンオス-メス M8 ケーブルです。 X
シリーズ製品間の電源接続が遮断され、ケーブルの両側の製品に個別に電力を供給

できます。 X-DC02 または X-DC06 を使用して、デバイス間で電源とデータの両方をデ

イジーチェーン接続します。 

    

X-DC06 

 

すべての X シリーズ製品で使用するデータケーブル、6 フィート（2 m） 
これは、6 フィート（2 m）の標準 4 ピンオス-メス M8 延長ケーブルで、より大きな X シリ

ーズ製品をデイジーチェーン接続するか、データ接続を延長します。 ケーブルの最大

電流容量は 3.0 アンペアです。     

X-DC15 

 

データケーブル、15 フィート（5 m）、すべての X シリーズ製品で使用 
これは、X シリーズ接続を延長するための 15 フィート（5 m）の標準 4 ピンオス-メス M8
延長ケーブルです。 ケーブルの最大電流容量は 3.0 アンペアです。 

    

X-DC25 

 

データケーブル、25 フィート（7.6 m）、すべての X シリーズ製品で使用 
これは、X シリーズ接続を延長するための 25 フィート（7.6 m）の標準 4 ピンオス-メス M8
延長ケーブルです。 ケーブルの最大電流容量は 3.0 アンペアです。 

    



X-PIB 

 

X シリーズデイジーチェーンに 24〜48 V 電源追加用デバイス 
このデバイスは、Zaber の X シリーズデバイスのシリアルデイジーチェーンに電力を追

加します。 これにより、ユーザーはデバイスへのケーブル数を減らすことが望ましい、

または電力のルーティングがオプションではないアプリケーションで、電力とデータ転送

の両方のためにデバイスに単一のケーブルをルーティングできます。 
    

X-SDC 

 

X シリーズ製品用の M8 メスプラグ付きシリアルアダプタケーブル 
この 6 フィート（2 m）の M8 メスから RS-232 メスへの変換ケーブルを使用すると、X シリ

ーズ製品の以前のポートをコンピュータの RS-232 シリアルポートに接続できます。 X
シリーズのデイジーチェーンごとに 1 つだけ必要です。     

X-TDC 

 

A シリーズ/ T シリーズ-X シリーズアダプタケーブル 
この 8 インチ（200 mm）変換ケーブルには、一端に 6 ピンミニ DIN オスコネクタがあり、

他端に M8 メスコネクターがあります。 X シリーズ製品は、A シリーズ（A-MCB2 を除く）

または T シリーズ製品の後にデイジーチェーンで接続できます。 ケーブルは通信のみ

を転送します。 変換ケーブルの両端のデバイスには、独自の電源が必要です。 
    

X-USBDC 

 

X シリーズ製品用の M8 メスプラグ付き USB シリアルコンバーターケー
ブル 
この 6 フィート（2 m）M8 メス-USB A プラグ変換ケーブルを使用すると、X シリーズ製品

の以前のポートをコンピュータの USB ポートに接続できます。 X シリーズのデイジーチ

ェーンごとに 1 つだけ必要です。 ドライバのダウンロードについては、ソフトウェアのペ

ージをご覧ください。 

    

 


