
AD-4401-06 セットポイントユニット 
■概要 
AD-4401-06 は AD-4401 のリアパネルにある“SETPOINT”端子に接続し AD-4401 の比較値を
外部（AD-4401-06 のデジタルスイッチ）から設定するオプションです。  

■注意事項 
 ・AD-4401 との接続は必ず AD-4401 の電源を切ってから行ってください。 
 ・AD-4401 が通電中は AD-4401-06 を取り外さないでください。 
 ・分解、修理、改造はしないでください。事故や故障の原因になります。  
■梱包内容 
 ・本体 ･････ 1（50cm のケーブル付き）  
■使用方法 
・AD-4401-06 を使用するには、AD-4401 のファンクション設定“SPF-01：比較値の読み込
みモード”を 16 桁モード（SPF-01=2）に変更してください。 

・AD-4401 のファンクション設定“CALF-14：計量モード”を単純比較投入/排出計量もし
くはシーケンシャル投入/排出計量（CALF-14=1～4）で使用してください。 

・AD-4401の最小目盛（CALF-03）の設定が10以上の場合は、デジタルスイッチの値を10倍して
取り込みます。  

  ●フロントパネル            ●リアパネル 
    
 
   
 
 
    ①DATAOUT............AD-4401（リアパネル）の“SETPOINT”端子に接続します。 
    ②ガイドレール.......制御盤に取り付ける場合使用します。  
■仕様 
  使用温度範囲：-10℃～40℃（結露しない事） 
          重量：約 1kg 
    ケーブル長：約 50cm 
          外形：「外形寸法図／パネルカット寸法」参照。 
  注 1）AD-4401-06 の複数台接続は出来ません。 
  注 2）AD-4401-06 への外部設定入力は出来ません。  
■外形寸法図／パネルカット寸法 

 
 
 
 
 
 
 

AD-4401-06 SETPOINT UNIT 
Introduction 
AD-4401-06 is an optional unit to set the comparison value of the AD-4401 externally (using 
the digital switch of the AD-4401-06). It connects to the SETPOINT terminal on the rear 
panel of the AD-4401.   

Precautions 
- Always turn off the power of the AD-4401 before connecting to it. 
- Do not remove the AD-4401-06 from the AD-4401 while the AD-4401 is on. 
- Do not dissemble, repair, or modify the AD-4401-06. Doing so may cause an accident or 

mechanical damage.  
Contents 

Main unit…..1 (50 cm length cable attached)  
Using the AD-4401-06 

- Configure the following function settings of the AD-4401. 
SPF-01 (Setpoint value read mode): 2 (16-digit mode). 
CALF-14 (Weighing mode): 1 to 4. (Customer programmed control mode: Normal 
batching (1), Loss-in-weight (2); Built-in automatic program mode: Normal batching (3), 
Built-in automatic program mode: Loss-in-weight (4)) 

Note: When the minimum division setting (CALF-03) of the AD-4401 is 10 or more, the 
value of the digital switch is multiplied by 10 before it is imported.  

Front panel              Rear panel 
 
 
 
 
 

①DATAOUT….Connect this cable to the SETPOINT terminal on the rear panel of the AD-4401. 
②Guide rail……Use these rails when attaching the AD-4401-06 to the control cabinet.  

Specifications 
Operation temperature range : -10 to 40 0C (no condensation) 
Weight  : Approx. 1kg 
Cable length  : Approx.50 cm 
External dimensions  : Refer to “External dimensions / Panel cut dimensions”. 
Notes 
- AD-4401-06 units cannot be connected in a series. 
- The AD-4401-06 cannot be set externally. 

External dimensions / Panel cut dimensions 
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