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Please make the following additions to the Operation Guide for YS1000 series.
Applicable models: YS1700, YS1500, YS1310, YS1350, YS1360

YS1000 シリーズ オペレーションガイドの内容を、以下の通り変更いたします。
対象機種：YS1700、YS1500、YS1310、YS1350、YS1360

English
Notice of a change of YS1000 series terminal screws

The YS1000 Series terminal screws are changed as follows.
Target model and suffix code : YS1xx0-x0x/x YS1000 series basic type 
      YS1700-x1x/x  YS1700 basic type with expandable I/O
Before change  : M4 screw with spring washer
After change  : M4 screw without spring washer

This change does not affect product performance, safety standards and environmental regulations.
Note

When using the "M4 screw with washer", replace the terminal screws to "M4 screw with washer" included. For power 
supply, grounding and signal wiring cables, crimp terminals and fasten with “M4 screws with washers”.

Japanese
YS1000 シリーズ 端子ねじ変更のお知らせ

YS1000 シリーズの本体端子ねじを下記の通り変更します。
対象形名仕様コード ：YS1 □□ 0- □ 0 □ / □ YS1000 シリーズ基本形
      YS1700- □１□ / □ YS1700 基本形 ( 拡張 I/O 付き )
変更前端子ねじ ：座金付き M4 ねじ
変更後端子ねじ ：座金無し M4 ねじ

本変更による製品性能、安全規格、環境規制などへの影響はありません。
Note

従来通り「座金付き M4 ねじ」を使用する場合には、同梱の「座金付き M4 ねじ」に交換してご使用ください。電源配線、
接地配線、信号配線のケーブルは圧着端子処理を施し、「座金付き M4 ねじ」で端子に締結してください。

English
Cautions for tightening terminal screws  when wiring YS1000 series

CAUTION
Tightening condition for terminal screws for power supply terminals and signal terminals is tightening torque 1.2 N•m.
When using an electric screwdriver, it is necessary to use it at a rotation speed of 200 rpm or less. Please do not use a 
high-speed electric driver such as 1000rpm. An excessive load will be applied to the terminal screws and terminal fittings, 
leading to a damage.

Japanese
YS1000 シリーズ 配線時の端子ねじ締め付けに関する注意事項

注　　意
電源端子および信号端子の端子ねじ締め付けの条件は、締付トルク：1.2N・m です。
電動ドライバを使用する場合は、回転数 200 rpm 以下の電動ドライバを使用してください。
1000 rpm などの高速回転の電動ドライバは使用しないでください。端子ねじ、端子金具に過大な負荷がかかり破損
につながる場合があります。


