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CP-UM-5937JE

形 F7Mローダ通信用ケーブルアダプタ　形 F9Y7A1を
安全に正しくお使いいただくために

このたびは本製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
ご注文・ご使用に際しては、下記URL より「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。
https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html

 ■ 確認してください
お買い上げいただいたF9Y7A1は次のものが同梱されています。万一、異常や間違いがあった場合は直ちにお買
上げの販売店までご連絡ください。
・ ローダ通信用ケーブルアダプタ F9Y7A1

・ アダプタ本体 （１個）
・ ケーブルA （１個）
・ ケーブルB （１個）

・ 取扱説明書（本書）CP-UM-5937JE

 ■ 接続図
 ●通常使用時

 ●防水コネクタからケーブルを 
取り外した状態

 ●ローダ通信時

 
 

 参 考
• SLP-F7Mの操作方法の詳細は、 

 熱式微小液体流量計 形 F7M用　 
スマートローダパッケージ 形 SLP-F7M 取扱説明書　 
CP-SP-1423　をご覧ください。

 ■ 廃 棄

電気電子機器廃棄に関する注意（環境保護）：

本製品はWEEE指令による産業用途製品です。

電気および電子機器を家庭ごみとして廃棄しないでください。

製品にはリサイクルに役立つ貴重な原材料が含まれているため、

古い製品は、お客様にて正しい廃棄 /リサイクルのために認定

された回収場所に戻す必要があります。

USB ポート

USB ローダケーブル
（81441177-001）

Windows パソコン
（SLP-F7M インストール）

注 1　ローダ通信用ケーブルアダプタ（F9Y7A1）との接続時、
　　　F7M のアナログ出力、デジタル出力、デジタル入力は使用できません。
注 2　ケーブル F9Y7H□ 1 の□の文字はケーブルの材質によって異なります。

ローダ通信用ケーブルアダプタ本体
（F9Y7A1）

F7M

F7M

ケーブル（F9Y7H□1）

ケーブル（F9Y7H□1）

←DC24 V
→出力

←DC24 V
ケーブル B

（F9Y7A1 の付属品）

ケーブル A
（F9Y7A1 の付属品）
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CP-UM-5937JE

For safe and correct use of Model F9Y7A1 adapter  
for loader communication cable for Model F7M

Thank you for purchasing an Azbil Corporation product. 
Please read “Terms and Conditions” from the following URL before ordering and use. 
https://www.azbil.com/products/factory/order.html

	� Unpacking
The following items should be included in your purchase. If there is any problem with your purchase, please contact the azbil 
Group promptly.
• Adapter for loader communication cable F9Y7A1

• Adapter (1)
• Cable A (1)
• Cable B  (1)

• User’s manual (this manual) CP-UM-5937JE

	� Connection

	z For normal operation

	z Remove the cable from 
 the waterproof connector

	z For loader communication

 Note
• For details on the use of the SLP-F7M, refer to SLP-F7M Smart Loader Package for the F7M Micro Flow Rate Liquid Flow 

Meter   User’s Manual (document No. CP-SP-1423E). 

USB port

Note1: If the adapter for loader communication (F9Y7A1) is connected to the F7M, the analog output,
              digital output, and digital input of the F7M cannot be used.
Note2: The underscore represents a digit that tells the material of the cable F9Y7H_1.

USB loader cable
(81441177-001)

Windows PC
(with SLP -F7M installed)

Adapter for loader communication cable
(F9Y7A1)

← 24 V DC

→ Output

← 24 V DC

F7M

F7M

Cable (F9YH_1)

Cable (F9YH_1)
Cable A
 (included with the adapter)

Cable B
 (included with the adapter)

	� Disposal

 

Disposal of Electrical and Electronic Equipment (for Environmental Protection)
This is an industrial product subject to the WEEE Directive.
Do not dispose of electrical and electronic equipment 
in the same way as household waste.
Old products contain valuable raw materials and must be returned 
to an authorized collection point for correct disposal or recycling.




