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1. 機械に貼られたFabriQRラベルをスマートフォンで読み取り、表示されたURLにアクセスしてください。
2. 表示された画面に沿って、お問い合わせ内容と必要事項を入力して送信してください。
3. 弊社にてお問い合わせ内容を確認後、担当より電話にて御連絡いたします。

FA担当

ロボット・ロボマシン担当

コールセンタ

1.QRコードを読取 2.お問い合わせを送信

3.担当者よりお客様へ御連絡いたします

FabriQR Contact（ファブリキュアコンタクト）とは、スマートフォンを利用した、お問い合わせサービスです。

機械に貼付された FabriQR ラベルとスマートフォンにより、お問い合わせの迅速化を支援します。
• スマートフォンでどなたでも簡単にご利用いただけます。
• お問い合わせ内容は、登録された製造番号から自動的に適切な連絡先に送られます。

• サービスの適切な担当者から連絡が届きます。

※ラベルが貼られていない商品についてのお問い合わせは、従来通り弊社コールセンタへ電話にてご連絡ください。

• 2021年５月以降に製造されたロボマシン
• 2021年６月以降に製造されたロボット

上記以外の商品をお使いのお客様は、弊社によるラベル貼付作業が必要となります。
保守契約機の作業時に弊社サービス員が貼付します。
ロボットとロボマシンは点検作業時にも対応しています。

※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 発行：2021年6月 版数：V4

特長

対象商品

Contact

お客様

詳細はこちら

https://www.fanuc.co.jp

日本以外では各国の連絡先のみが表示されます。 準備が整った国から問合せサービスを開始します。

Except Japan, only the contact information for each country is displayed. We will start the inquiry service from the country where we are ready.



PC Handy File for CNCは、CNCとパソコンを接続して、NC 
プログラムやパラメータなどの内部データを入出力するソフ
トウェアです。
従来のHandy Fileと互換の通信プロトコルに対応しており、
Handy Fileに代わる外部記憶装置としてご利用いただけます。
さらに、CNCデータの一括バックアップと復元機能を備えて
おり、旧シリーズCNCの保守作業に最適です。
NC プログラム、パラメータなどは、ガイダンスで確認しな
がら操作できるので、初めての方でも簡単に入出力すること
が出来ます。

名称 仕様 備考

FANUC PC Handy File for CNC A08B-9110-J726#ZZ11 PC 用ソフトウェア

PC Handy File 接続キット A13B-0207-K001 RS-232-C ケーブル
＋ USB/シリアル変換器

ケーブル① ケーブル長 2m

ケーブル② ケーブル長 1.8m

CNC旧モデル

USB/シリアル変換器

Handy File相当
の機能

CNC内各種データ

ケーブル①

RS-232-C

パーソナルコンピュータ

ケーブル②

PC Handy File for CNC

接続例



項目 仕様

動作環境

対応OS

CPU
メモリ
表示解像度
グラフィック
データ保存用記憶媒体

Windows 7
Windows 10
1GHz 以上の 32bit（x86）または 64bit（x64）
CPU
1GB 以上（32bit）または 2GB 以上（64bit）
XGA（1024 x 768）以上
DirectX 9（WDDM 1.0 以上）
HDD/SSD/SD/USB メモリ

対応CNC

FANUC SYSTEM 3/6/9
FANUC SYSTEM 10/11/12
FANUC Series 15
FANUC Series 16/18/21
FANUC Series 0 – A/B/C
上記機種の全モデルに対応

CNC の新機種にも対応可能
（但し、ガイダンスを行いながらの入出力は不可）

対応CNCデータ

NC パートプログラム
パラメータ
工具オフセット
マクロ変数
ピッチ誤差補正
PMC パラメータ
CAP–Ⅱ対話データ
Super CAP–T/M 対話データ

●お問い合わせ先
国内サービス本部 FAサービス部FA部品販売課
電話：0120-240-763 FAX：0120-240-879
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PC Handy File for CNC 仕様



PC Handy File for Robot（3.1.0）は、Handy Fileに対応し
たロボット制御装置とパソコンを接続して、ファイルの入出力
をするソフトウェアです。
従来のHandy File 互換の通信プロトコルに対応しており、
Handy File に代わる外部記憶装置としてご利用いただけます。
従来のHandy Fileと同様なファイル操作でご利用いただけます。

名称 仕様 備考

FANUC PC Handy File for Robot A08B-9410-J571 PC 用ソフトウェア

PC Handy File 接続キット A13B-0207-K001 RS-232-C ケーブル
＋ USB/シリアル変換器

ケーブル① ケーブル長 2m
ケーブル② ケーブル長 1.8m

USB/シリアル変換器

Robotデータ

ケーブル①

RS-232-C

パーソナルコンピュータ

ケーブル②

Handy File相当
の機能

PC Handy File for Robot

接続例



項目 仕様

動作環境

対応OS Windows 7 （32ビットまたは64ビット）
日本語版、英語版
Windows 10 （32ﾋﾞｯﾄまたは64ﾋﾞｯﾄ）
日本語版、英語版

対応ロボット
制御装置

FANUC SYSTEM R-G
FANUC SYSTEM R-G2
FANUC SYSTEM R-J
FANUC SYSTEM R-J Mate
FANUC SYSTEM R-J2
FANUC SYSTEM R-J2 Mate
FANUC SYSTEM R-J3 
FANUC STSTEM R-J3iB
FANUC STSTEM R-J3iB Mate

その他

•PC ハンディファイルは、ハンディファイルと同様に FANUC プロトコル、
ロボットプロトコルの両方に対応しています。
但し、制御装置が R-G/R-G2 の場合には、FANUC プロトコルのみの対応
になります。
•PC ハンディファイルは、 19200bps のボーレートが設定可能です。
但し、19200bps は R-J3 以降の制御装置で対応しているため、
R-J(Mate)/R-J2(Mate) 及び R-G/R-G2 との通信に 19200bps は使用
しないでください。

●お問い合わせ先
国内サービス本部 ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾛﾎﾞﾏｼﾝ部品販売課
電話：0120-240-613 FAX：0120-240-673

PC Handy File for Robot 仕様
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リチャージャブルバッテリユニットは、
充電可能な二次電源と充電回路を内蔵し
ているので、バックアップ電池の交換作
業が必要なくなります。

使用例

• アブソリュートパルスコーダや別置検出器およびCNC のバックアップ電源
として使用できます。

• 1 ユニットに結合できる CNC は 1 台です。
• 結合するセンサの種類・個数によりバックアップ期間が異なります。

概要

リチャージャブル
バッテリユニット

充電
24V

電源
24V

供給
6V

供給
6V

供給
3V

CNC

サーボアンプ パルスコーダ

リチャージャブルバッテリユニット
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項目 仕様

入力 電圧 ： 24V ± 10%
電流 ： 0.2A（max）

環境条件

周囲温度

湿度

振動
雰囲気

0℃ ～ 55℃（運転時）
-20℃ ～ 60℃（輸送、保管時）
通常 75%RH 以下、但し結露がないこと
短期間（1 ヶ月以内） 95%RH 以下、但し結露がないこと
0.5G 以下
導電性、可燃性、腐食性の異物やミスト、水滴がユニット内に侵入しないこと
（破裂、破損、誤動作などの原因になる可能性があります）

出力

アブソリュートパルスコーダ、別置検出器用バックアップ電源
電圧 ： 4V ～ 6V 電流 ： 連続 10mA（max）、瞬時 50mA（max）

CNC 用バックアップ電源
電圧 ： 3.3V

対象検出器 ai パルスコーダ/bi パルスコーダ、aiCZ センサ/aA1000S（別置パルスコーダ）
a パルスコーダ/b パルスコーダ、シリアルパルスコーダ A、ABS パルスコーダ

対象CNC
30i/31i/32i/35i シリーズ、0i シリーズ、Power Motion i、16i/18i/21i シリーズ、
20i シリーズ、15i シリーズ、Power Mate i シリーズ、16/18/21 シリーズ
15 シリーズ、Power Mate シリーズ、ディジタルサーボアダプタ

バックアップ期間
（24V 入力なし）

充電完了状態から 24V 入力を切り放置した場合（目安）

ai/bi パルスコーダ
aiCZ センサ
a/b パルスコーダ

6 ヶ月/（パルスコーダ 4 台 ＋ CNC 1 台）
2 ヶ月/（センサ 4 台 ＋ CNC 1 台）
3 ヶ月/（パルスコーダ 4 台 ＋ CNC 1 台）

寿命 約 10 年以上（目安であり、保証ではありません）
使用条件や動作環境により寿命は変動します

二次電池異常時 二次電池の異常（断線、短絡等）や寿命により充電ができない場合、本ユニットに内蔵して
いる予備の一次電池によりバックアップを継続します

故障診断
本ユニットが異常の際には、CNC 画面にパルスコーダまたは CNC のバッテリ電圧低下ア
ラームが表示されます
充電中は、本ユニットの状態を LED の点灯で表示します

●お問い合わせ先

国内サービス本部 FAサービス部FA部品販売課

電話：0120-240-763 FAX：0120-240-879

リチャージャブルバッテリユニット 仕様



絶縁劣化検出モジュールは、モータや
ケーブルの絶縁不良を予兆段階で検出
できます。
絶縁劣化検出回路が実装されていない
従来のアンプに後付けすることが可能
です。

※CNC 画面に信号やワーニングを表示させる為には、
I/O モジュールの追加やラダーの編集等が必要になります。

電源

絶縁劣化発生アンプ

LED ランプ絶縁劣化検出信号

～～～

I/O モジュールを接続
• 画面に警報を表示
• MT-LINKi で情報収集

分線モジュール

絶縁劣化検出
モジュール

絶縁劣化検出モジュール

使用例



項目 仕様

電源 電圧 ： 24VDC ±10%
電流 ： 0.5A（max）

周囲温度 0℃ ～ 55℃（運転時）
-20℃ ～ 60℃（輸送、保管時）

発熱量 4W

適用アンプ

200V 入力シリーズ
a シリーズ SVM、a シリーズ SPM、aiSV シリーズ、aiSP シリーズ、
biSVSP シリーズ、biSVSP-B シリーズ、

400V 入力シリーズ、
a（HV）シリーズ SVM、a（HV）シリーズ SPM、
400V 入力 aiSV シリーズ、400V 入力 aiSP シリーズ

検出軸数 最大 2 軸/台
（同一の共通電源、もしくは 1 台の biSVSP、biSVSP-B に接続されている軸）

取付け ネジ止め、DIN レール

入力

非常停止信号（*ESP）
DC リンク電圧
モータ動力 3 相のうちのいずれか 1 相
電磁接触器の接点モニタ信号

出力

ソース型絶縁 DC 出力 4ch
CH1 ： 1 軸目の絶縁劣化検出出力
CH2 ： 2 軸目の絶縁劣化検出出力
CH3 ： LDM アラーム出力
CH4 ： 測定完了出力
アナログ出力 2ch  （0V ～ 5V、1ch/軸）× 2
（各軸の絶縁抵抗値に対応した電圧を出力する
アナログ出力電圧レベルは次回測定までホールド）

検出レベル 絶縁検出レベル（DC 出力） ： 絶縁抵抗値 10MΩ、5MΩ、2MΩ、1MΩ から選択

検出時間 サーボアンプが非常停止状態となった直後、6 秒以内に出力を更新

接続可能台数 最大 4 台/システム（共通電源 1 台当り）

●お問い合わせ先
国内サービス本部 FAサービス部FA部品販売課
電話：0120-240-763 FAX：0120-240-879

絶縁劣化検出モジュール 仕様
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保守契約のご案内

万が一、保証期間後に故障した時には…

たとえば…
� 制御装置FS-0iの修理でプリント板を交換した場合、

技術料（3時間以内）＋ 部品代 ＋ 交通費 ＝ 約16万円
� ROBODRILL α-T14ｉAの修理でマスタプリント板を交換した場合、

技術料（3時間以内） ＋ 部品代 ＋ 交通費 ＝ 約18万円

保守契約の料⾦はいくら？

装置により異なります。裏⾯をご参照下さい。（注1）

【特約】
従来の保守契約では契約の適用対象外となっていた、モータおよびキーシートが対象に含まれる
モータ特約もございます。
基本保守契約に『モータ特約』を付加いただきますと、故障の際にこれらの部品代⾦※は不要になり
ます。

※ビルトインモータ、大型サーボモータ(フランジサイズ265mm以上)、リニアモータ、DDモータ、DCモータ、FANUC-NSKスピンドル、
および弊社仕様外の条件で使用した事による不具合は対象外です。 モータ交換作業につきましては機械メーカ様にご相談下さい。

保守契約のメリット

① ご契約いただいている弊社装置の故障に対して、契約期間内であれば何回でも修理可能です。
② 保全の予算、経費の⾒通しが容易になります。

CNC商品の保守契約についてのお問い合わせ
国内サービス本部 FA部品販売課

TEL: 0120-240-763
FAX: 0120-240-879

ロボット、ロボマシン商品の保守契約についてのお問い合わせ
国内サービス本部 ロボット・ロボマシン部品販売課

TEL: 0120-240-613
FAX: 0120-240-342

※装置および契約内容により、別途料⾦をいただくものがあります。（注2）
※装置の種類、状態によっては保守契約をお受けできない場合があります。
料⾦、適用範囲などの契約内容の詳細はお問い合わせ下さい。

ファナック株式会社



保守契約の料⾦詳細
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(注1)保守契約料⾦

全装置共通 バッテリー、キーシート等の消耗品とモータおよび発送費

制御部 タッチパネル保護シート、モータブラシとエスカッション等の消耗品および発送費

ロボット 安全継手､可動ケーブル､減速機､手⾸組⽴､ボールネジ､LMガイド､バランサ､クロスローラベア
リング(旋回軸)､ハンド､カメラ､センサー類､レーザ発振器と付属装置と溶接装置等の部品およ
び発送費

ロボドリル 機内灯､テレスコピックカバー及びゴムストッパ､スライドカバー､Z軸カバー､前扉のガイド
ローラ及びクッションゴム､主軸シャフト､ドローバユニット､センタスルークーラント用ポン
プとチェックバルブ､回転ユニオン､ボールネジとLMガイド等の部品および発送費

ロボカット 機内灯､ガイド類､電極､ノズル類､ブレーキシュー､イオン交換樹脂容器､電極ケーブル､アース
ケーブル､巻取りリール､流量計､セラミック製部品､絶縁版､シール板､アームカバー､ジャバラ
関係､Vパッキン､ボールネジ､LMガイド､水槽タンク､クーラ､ポンプ､ワークパンカバー､SUS
アーム､垂直調整治具とオートローダ等の部品および発送費

ロボショット ランプ､ヒータ､熱電対､バレル(加熱シリンダ)､スクリュー､ノズル､スクリューヘッド組⽴､減
速機､ボールネジ､LMガイドとロックアップユニット等の部品および発送費

(注2)別途料⾦を必要とする部品

機種
料⾦（円/年・台） (税込)

機構部 制御部のみ モータ特約

CNC装置

0i,16i,18i,20i,21i,31i,32i,35i,DSA,
PowerMate-iｼﾘｰｽﾞ,PowerMotion-iｼﾘｰｽﾞ

- 55,000

+33,0000,10,11,12,15,15i,16,18,20,21,30i,
PowerMate

- 77,000

1,2,3,6 - 99,000

ロボット LR Mate 200iD 他
対象機種は制御部が「R-J3」以降となります

110,000〜 55,000 ＋55,000

ロボカット α-C400iB 他 132,000〜
CNC装置と

同額

-

ロボドリル α-D14MiB5 他 165,000〜 -

ロボショット α-S15iA 他 132,000〜 -

装置により保守契約料⾦は異なります。契約更新時に料⾦が変更になる事があります。

2013年10月価格改定・2021年3月現在の税込価格（税率10%)
� ロボットのモータ特約は、制御部のみのご契約に付与することが可能です。
� 大型サーボモータ付CNCシステムの場合、ご使用の大型サーボモータのタイプと軸数により、また1台の機

械に複数の制御置が実装されている場合には追加料⾦が加算されます。
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