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平素はオムロン商品をご愛顧賜り、誠にありがたく厚くお

礼申しあげます。 

弊社では創業以来、皆様のニーズに基づく制御用コンポー

ネントおよびシステム機器の開発生産を行い、品揃えの充

実を図ってまいりました。 

しかしながら、経済環境の変化により、社会的要請はむし

ろ商品群の整理統合による資源有効活用や環境保全の方向

にあります。 

この要請に対処するため弊社では一部の商品群を整理統合

し、QCD 向上と安定した商品供給責任をより積極的に果

たしていくことといたしました。 

今回ご案内申しあげます 「生産終了商品」は生産数量の 

極端な減少からその部品調達が難しく、また生産体制の維

持も困難になってきております。 

上記事情をご賢察のうえ代替・推奨商品のご使用をお願い

申しあげます。 
 

 

なお、 形式比較の詳細内容につきましては、弊社担当者

までお問い合わせください。 

生産終了商品につきましては、終了時期（ 終受注年月）

の変更および追加の可能性があります。 

あしからず、ご了承のほどお願いいたします。 

2022 年 4 月 

オムロン株式会社 

インダストリアルオートメーション 

ビジネスカンパニー 

 

  



 
 

ご注意 
インターネットの掲載内容から追加・変更されている場合があります。 

あらかじめご了承のほど、お願いします。 
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ファイバセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

デジタルファイバアンプ 

形E3X-DAH□ 
形E3X-DA□1-N 2M 

形E3NX-FAHシリーズ 
形E3NX-FA□1AN 2M 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018044C 
形E3NX-FAシリーズに代替する場合、以下の点を
ご注意ください。 
1) センサの外形寸法が変わります。詳細は外形寸

法をご確認ください。 
2) 操作方法が変わります。詳細は操作方法を参照

ください。 
3) 性能特性が変わります。定格性能および動作特

性をご確認ください。 
4) 出力表示灯の位置が変わります。ご注意くださ

い。 
5) 制御出力が異なります。詳細は定格性能をご確

認ください。 
6) 形E3NX-FA/CAシリーズは 

形E3X-DA-N/NA/SDシリーズと光通信できませ
ん。 
連結時CH認識と相互干渉防止機能が動作しま
せんのでご注意ください。 

7) 形E3NX-FAシリーズはモバイルコンソール 
形E3X-MC11が使用できません。 

8) 形E3NX-FAシリーズは通信ユニット 
形E3X-DRT21、形E3X-SRT21、形E3X-CIF11が
使用できません。 

9) ファイバヘッド形E32-D61/D73/D81R/T61/T81R
（D81R/T61/T81Rは既に生産終了済）シリーズを
使用されている場合、ファイバヘッドのアンプ挿
入側の投、受光ファイバのピッチと形E3NX-FAシ
リーズのファイバ挿入穴ピッチと異なるため、取り
付けが出来ません。アンプと同時に以下のファイ
バヘッドへ変更ください。 
形E32-D61-S/D73-S/D81R-S/T61-S/T81R-S
シリーズ 

形E3X-DA□AN-S 
形E3X-DAH□-S 

形E3NX-FA□AN 
形E3NX-FAH□ 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018043C 
形E3NX-FAシリーズに代替する場合、以下の点を
ご注意ください。 
1) センサの外形寸法が変わります。詳細は外形寸

法をご確認ください。 
2) 操作方法が変わります。詳細は操作方法を参照

ください。 
3) 性能特性が変わります。定格性能および動作特

性をご確認ください。 
4) 出力表示灯の位置が変わります。ご注意くださ

い。 
5) 制御出力（残留電圧）が異なります。詳細は定格

性能をご確認ください。 
6) 形E3NX-FAシリーズはカウンタ機能がありませ

ん。 
7) 形E3NX-FAシリーズはATC機能がありませんが

上位互換機能のDPC機能を搭載しています。 
8) 形E3NX-FA/CAシリーズは形E3X-DA-Sシリー

ズと光通信できません。 
連結時CH認識と相互干渉防止機能が動作しま
せんのでご注意ください。 

9) 形E3NX-FAシリーズはモバイルコンソール  
形E3X-MC11-SV2が使用できません。 

10) 形E3NX-FAシリーズは通信ユニット  
形E3X-DRT21-S VER.3、形E3X-CRT、 
形E3X-ECTが使用できません。 

形E3X-DAB□ 
形E3X-DAG□ 
形E3X-DA□V 
形E3X-DAT6-2 
形E3X-DA□ 

形E3NX-CAシリーズ 
形E3NX-CAシリーズ 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018044C 
形E3NX-CAシリーズに代替する場合、以下の点を
ご注意ください。 
1) 形E3X-DAB（青）、形E3X-DAG（緑）の単色判別

からコントラストモード（RGB）光量判別となります。 
2) 複数のワークの判別をしている場合は：全てのワ

ークの判別ができるかご確認ください。 
＊RGBがチューニングワークにより異なるため、複数

の色のワークがあるとうまくいかない場合がありま
す。 

形E3X-DAB□-S 
形E3X-DAG□-S 
形E3X-DAH6-S-40 
形E3X-DAT6-S-□ 

形E3NX-CAシリーズ 
形E3NX-CAシリーズ 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018043C 
形E3NX-CAシリーズに代替する場合、以下の点を
ご注意ください。 
1) 形E3X-DAB（青）、形E3X-DAG（緑）の単色判別

からコントラストモード（RGB）光量判別となります。 
2) 複数のワークの判別をしている場合は：全てのワ

ークの判別ができるかご確認ください。 
＊RGBがチューニングワークにより異なるため、複数

の色のワークがあるとうまくいかない場合がありま
す。 

形E3X-MDA8 
形E3X-MDA6 
形E3X-MDA0 
形E3X-MDA41 5M 
形E3X-MDA41 2M 
 
形E3X-MDA11 5M 
形E3X-MDA11 2M 
 
形E3X-MDA6-24 
形E3X-MDA11-10 

形E3NX-MA8 
形E3NX-MA6 
形E3NX-MA0 
形E3NX-MA41 5M 
形E3X-MZV41 2M または 
形E3NX-MA41 2M 
形E3NX-MA11 5M 
形E3X-MZV11 2M または 
形E3NX-MA11 2M 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2021年8月末 
プロダクトニュースNo.； 2021048C 
操作方法が異なります。 
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ファイバセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

シンプルファイバアンプ 形E3X-NA11-M3J 0.3M なし 2021年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021052C 

ファイバアンプ 形E3X なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

ファイバアンプ（形E3X-DA-Nシ
リーズ）用通信ユニット 

形E39-TM1 なし 2021年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021052C 

モバイルコンソール 形E3X-MC11-C1-S なし 2021年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021052C 

ファイバユニット 
形E32 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

形F32シリーズ なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018002C 

ヘッドユニット 形F3UV-Hシリーズ なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018002C 

アンプユニット 形F3UV-XWシリーズ なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018002C 

アクセサリ 形E39 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

形F3UV用アクセサリ 形F39-FU1M なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018002C 

 

光電センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

小型ヘッドアンプ分離光電センサ 形E3C なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

デジタルアンプ分離光電センサ 形E3C-LD なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

デジタルアンプ分離光電センサ
（レーザータイプ） 

形E3C-LDシリーズ 
形E3C-LRシリーズ 
 
形E3C-LDAシリーズ 
 

形E3C-LD□Nシリーズ 
形E3C-LR□Nシリーズ 
または推奨代替商品なし 
形E3C-LDA□Nシリーズ 
または推奨代替商品なし 

2022年2月末 

プロダクトニュースNo.； 2022011C 
1. カウンタ機能、微分機能、外部入力一括設定機

能がありません。 
2. ATC機能がありませんが、DPC機能を搭載してい

ます。 
3. モバイルコンソール形E3X-MC11-SV2は使用出

来ません。 
4. 通信ユニット形E3X-DRT21-S VER.3、 

形E3X-CRT、形E3X-ECT、形E3NWは使用でき
ません。 

5. 制御出力の負荷電流が異なります。詳細は定格
／性能をご確認ください。 

6. 形E3NCシリーズおよび生産終了商品と組み合わ
せていただく際の注意点 
アンプ連結時の光通信ができないため、ＣＨ認識
および相互干渉防止機能が動作いたしません。 

アンプ内蔵光電センサ 
形E3Z-G/形E3Z/形OAS/ 
形OP 

なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

耐油・長距離光電センサ 形E3S-C なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

距離設定形光電センサ 形E3S-CL なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

透明体検出光電センサ 形E3S-DB なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

基板センサ 形E3S-LS なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

AC/DC電源フリータイプ 
光電センサ 

形E3JM なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

ステンレスケースアンプ内蔵形
光電センサ 

形E3ZM なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

取りつけ金具 形E39-L101 なし 2021年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021052C 

 

光電センサ、フォト・マイクロセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

アクセサリ 
形E39/形E3S-ZL3/形S92/
形E99/形EE なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 
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変位センサ／測長センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

EtherCAT搭載コントローラ 形ZW-Cシリーズ 
形ZW-5000シリーズ 
または推奨代替商品なし 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018045C 
推奨代替品の性能は同等となりますが、コントローラ
の取付・外径寸法が大きくなりますので、取付につ
いてはご注意ください。 

センサヘッド 

形ZS-HLDS2□ 
形ZS-HLDS12AF□ 
形ZS-HLDS3S□ 
形ZS-HLDS32□ 
形ZS-HLDS87 0.5M 
形ZS-LD40 4M 
形ZS-LD10GT-TE 0.5M 

形ZW-S5020（＋形ZW-5000□） 
なし 
なし 
なし 
なし 
なし 
なし 

2019年8月末 

プロダクトニュースNo.； 2018057C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
• センヘッドとコントローラをセットで切り替える必要

があります。 
• ビーム形状がラインビームからスポットに変更にな

ります。 
1.0mm×20μm□→ φ13μm（形ZW-5000□） 

形ZW-Sシリーズ 
形ZW-SQシリーズ 
または推奨代替商品なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018045C 
推奨代替品の性能は同等となりますが、コントローラ
の取付・外径寸法が大きくなりますので、取付につ
いてはご注意ください。 

設定用ソフトウェア 形ZW-SW101 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018045C 
設定用ソフトウェア Smart Monitor ZW 形ZW-SW101
そのものの代替商品はありませんが、オートメーショ
ンソフトウェア Sysmac Studioで代替可能です。詳細
につきましては弊社営業にご相談ください。 

ケーブル 形ZW-XFシリーズ 形ZW-XF50シリーズ 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018045C 
推奨代替品の性能は同等となります。 

スマートセンサ用 
両側コネクタコード 

形ZX-XC5R5A 5.5M 
形ZX-XC2YM 3M なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020077C 

スマートセンサ 
2次元CMOSレーザタイプ 

形ZS-LDC11-TE 
形ZS-LD80 1M 
形ZS-HLDC11-05 

なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020077C 

スマートセンサ リニア近接タイプ 
形ZX-EV04-01 
形ZX-EM07M-03 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020077C 

スマートセンサ  
レーザ変位センサ CMOSタイプ 

形ZX2-LD100L 9.5M なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020077C 

 

変位センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

接触式変位センサ 
形D5VM-3B1 
形D5VM-3F1 
形D5VM-3P1 

なし 2021年7月末 プロダクトニュースNo.； 2021065C 
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画像センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

PC Vision System 
（オールインワンビジョンシステム） 
コントローラ 
HG処理項目搭載 

形FJ-H3005-10 
形FJ-H3005 
形FJ-H3000-10 
形FJ-H3000 

形FH-3050-10H 
形FH-3050-H 
形FH-3050-10H 
形FH-3050-H 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017006C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
形FJシリーズから形FHシリーズへ代替いただく場
合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用
が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できま
せんので、ご注意ください。 
また、別途、モニタ、及び、モニタケーブルが必要で
す。 
CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場
合、処理時間などを事前にご確認ください。 
代替品 形FHシリーズに対応する処理項目が無い
場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 

PC Vision System コントローラ 

形FJ-350 
形FJ-350-10 
形FJ-355 
形FJ-355-10 

形FH-L550 
形FH-L550-10 
形FH-L550 
形FH-L550-10 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2014069C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
形FJシリーズから形FHシリーズへ代替いただく場
合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用
が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できま
せんので、ご注意ください。 

PC Vision System 
（オールインワンビジョンシステム） 
コントローラ 

形FJ-3005-10 
形FJ-3005 
形FJ-3000-10 
形FJ-3000 

形FZ5-1205-10 
形FZ5-1205 
形FZ5-1200-10 
形FZ5-1200 

2018年5月末 
プロダクトニュースNo.； 2017007C 
搭載CPUが異なりますので、代替えをご検討いただ
く場合、処理時間などを事前にご確認ください。 

カメラ&ソフトウェア  
ビジョンパッケージ 

形FJ-SG-S 
形FJ-SCG-S 
形FJ-S2MG-S 
形FJ-SC2MG-S 
形FJ-S5MG-S 
形FJ-SC5MG-S 

形FJ-SG2-S 
形FJ-SCG2-S 
形FJ-S2MG2-S 
形FJ-SC2MG2-S 
形FJ-S5MG2-S 
形FJ-SC5MG2-S 

2020年9月末 
在庫品がある
場合に限り

2020年12月ま
で受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020064C 
外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更
後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しを
お願いします。 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなど
が変化する可能性があります。ご使用にあたっては
性能検証を事前に実行いただきますようお願いしま
す。 

カメラ単体 

形FJ-SG 
形FJ-SCG 
形FJ-S2MG 
形FJ-SC2MG 
形FJ-S5MG 
形FJ-SC5MG 

形FJ-SG2 
形FJ-SCG2 
形FJ-S2MG2 
形FJ-SC2MG2 
形FJ-S5MG2 
形FJ-SC5MG2 

2020年9月末 
在庫品がある
場合に限り

2020年12月ま
で受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020064C 
外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更
後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しを
お願いします。 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなど
が変化する可能性があります。ご使用にあたっては
性能検証を事前に実行いただきますようお願いしま
す。 

カメラケーブル（電源・I/O） 
形FJ-VSP 3M 
形FJ-VSP 5M 
形FJ-VSP 10M 

形FJ-VSP2 3M 
形FJ-VSP2 5M 
形FJ-VSP2 10M 

2020年9月末 
在庫品がある
場合に限り

2020年12月ま
で受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020064C 
配線接続が異なります。 

ハイスピード 
デジタルCMOSカメラ（カラー） 

形FH-SC 形FH-SCX または 形FZ-SC 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021044C 
外形寸法、定格性能、動作特性が異なります。 
形FH-SCXをご利用いただいた場合は、計測時間
の改善や感度の向上が見込めます。 
形FZ-SCをご利用いただいた場合は、有効画素
数、画素サイズが同じであるため、シーンデータの
計測領域の変化を小さく抑えられます。 
外形寸法が異なりますので、変更後のカメラの仕様
に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなど
が変化する可能性があります。ご使用にあたっては
性能検証を事前に実行いただきますようお願いしま
す。 
形FH-SCXをご利用いただく場合はコントローラ本
体（形FHシリーズ）のシステムソフトウェアのバージョ
ンアップが必要になります。Ver6.11以降のみでご使
用いただけます。 

ハイスピード 
デジタルCMOSカメラ（モノクロ） 

形FH-SM 形FH-SMX または 形FZ-S 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021044C 
外形寸法、定格性能、動作特性が異なります。 
形FH-SMXをご利用いただいた場合は、計測時間
の改善や感度の向上が見込めます。 
形FZ-Sをご利用いただいた場合は、有効画素数、
画素サイズが同じであるため、シーンデータの計測
領域の変化を小さく抑えられます。 
外形寸法が異なりますので、変更後のカメラの仕様
に合わせて設置環境の見直しをお願いします。 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなど
が変化する可能性があります。ご使用にあたっては
性能検証を事前に実行いただきますようお願いしま
す。 
形FH-SMXをご利用いただく場合はコントローラ本
体（形FHシリーズ）のシステムソフトウェアのバージョ
ンアップが必要になります。Ver6.11以降のみでご使
用いただけます。 
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画像センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

デジタルCCDカメラ 

形FZ-SC5M2 形FZ-SC5M3 2018年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2017050C 
• コントローラ本体（形FHシリーズ、形FZ5シリーズ）

のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要
になります。 
画像取り込み速度および画質（明るさ等）の改善
が見込まれますが、コントローラの設定変更が必
要となる場合がありますので、実使用時は撮像画
像をご確認の上でご使用ください。 

• 採用素子がCCDからCMOSに代わるため、受光
感度などの仕様が変わっています。代替えをご検
討いただく場合はご注意ください。 

形FZ-S5M2 形FZ-S5M3 2019年7月末 

プロダクトニュースNo.； 2017050C 
• コントローラ本体（形FHシリーズ、形FZ5シリーズ）

のシステムソフトウェアのバージョンアップが必要
になります。 
画像取り込み速度および画質（明るさ等）の改善
が見込まれますが、コントローラの設定変更が必
要となる場合がありますので、実使用時は撮像画
像をご確認の上でご使用ください。 

• 採用素子がCCDからCMOSに代わるため、受光
感度などの仕様が変わっています。代替えをご検
討いただく場合はご注意ください。 

Cマウントカメラ用 
耐振動衝撃レンズ 

形3Z4S-LE VS-MC4 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC6.5 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC10 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC15 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC20 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC25N 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC30 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC35 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC50 
(-FNO56)(-FNO80) 
形3Z4S-LE VS-MC75 
(-FNO56)(-FNO80) 

形3Z4S-LE VS-MCA4 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA6.5 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA10 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA15 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA20 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA25 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA30 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA35 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA50 
(-F5.6)(-F8) 
形3Z4S-LE VS-MCA75 
(-F5.6)(-F8) 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018040C 
外形寸法及び定格性能で若干の差異があります。
画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異
が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する
際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご
確認の上、ご使用ください。 

Cマウントカメラ用 
高解像度耐振動衝撃レンズ 形3Z4S-LE VS-MCHシリーズ 形3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020060C 
推奨代替商品は交換絞りが付属しており、3種類の
絞り変更が可能です。 
外形寸法及び定格性能で若干の差異があります。
画像センサのカメラで撮像した画像に若干の差異
が出てくるため、代替機種への置き換えを検討する
際は画像センサの設定に影響がないことを再度ご
確認の上、ご使用ください。 

バッテリ 形3Z49-BAT1 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2015016C 

産業用カメラ  
形STC/形FSシリーズ専用 
アクセサリ ACアダプタ 

形UN310-1210 
形UN310-6P 
形UN310-6P-LS 
形UN310-6P-M 
形UN310-HD213 

形UA310-1210 
形UA310-6P 
形UA310-6P-LS 
形UA310-6P-M 
形UA310-HD213 

2022年6月末 プロダクトニュースNo.； 2022001C 
ケーブル長が約1.8ｍから約1.5mになります。 

DVI-I -RGB変換コネクタ 形FH-VMRGB 形FH-VMDAシリーズ 2018年10月末 

プロダクトニュースNo.； 2018056C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
生産終了商品 DVI-I -RGB変換コネクタ  
形FH-VMRGBは 液晶モニタケーブル 形FZ-VM
シリーズと合わせてご使用いただく商品です。 
推奨代替商品 形FH-VMDAシリーズは変換コネク
タとモニタケーブルを機能集約した変換ケーブルで
す。 
従いまして、推奨代替商品を利用いただく場合は生
産終了商品 DVI-I -RGB変換コネクタ  
形FH-VMRGBと 液晶モニタケーブル 形FZ-VMシ
リーズを合わせて置き換えいただく必要があります
のでご注意ください。 
なお、液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズは生
産終了商品ではございません。 

画像センサ 
標準コントローラ 
HG処理項目搭載 

形FZ4-H605-10 
形FZ4-H605 
形FZ4-H600-10 
形FZ4-H600 

形FH-1050-10H 
形FH-1050-H 
形FH-1050-10H 
形FH-1050-H 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017006C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
形FZ4シリーズから形FHシリーズへ代替いただく場
合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用
が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できま
せんので、ご注意ください。 
また、別途、モニタ、及び、モニタケーブルが必要で
す。 
CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場
合、処理時間などを事前にご確認ください。 
代替品 形FHシリーズに対応する処理項目が無い
場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 
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画像センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

画像センサ 
クワッドプロセッシング 
高速コントローラ 
HG処理項目搭載 

形FZ4-H1105-10 
形FZ4-H1105 
形FZ4-H1100-10 
形FZ4-H1100 

形FH-3050-10H 
形FH-3050-H 
形FH-3050-10H 
形FH-3050-H 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017006C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
形FZ4シリーズから形FHシリーズへ代替いただく場
合、カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用
が可能ですが、パラレルI/Oケーブルは流用できま
せんので、ご注意ください。 
また、別途、モニタ、及び、モニタケーブルが必要で
す。 
CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場
合、処理時間などを事前にご確認ください。 
代替品 形FHシリーズに対応する処理項目が無い
場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 

画像処理システム 
標準コントローラ（2コア） 

形FH-1050 
形FH-1050-10 
形FH-1050-20 

形FH-2050 
形FH-2050-10 
形FH-2050-20 

2021年5月末 
在庫品がある
場合に限り

2026年8月まで
受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020068C 
定格性能、動作特性が異なります。 
CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場
合、処理時間などを事前にご確認ください。 

画像処理システム 
標準コントローラ（4コア） 

形FH-3050 
形FH-3050-10 
形FH-3050-20 

形FH-5050 
形FH-5050-10 
形FH-5050-20 

2020年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2020067C 
定格性能、動作特性が異なります。 
CPUが異なりますので、代替えをご検討いただく場
合、処理時間などを事前にご確認ください。 

画像処理システム 
標準コントローラ 

形FZ5-605-10 
形FZ5-605 
形FZ5-600-10 
形FZ5-600 

形FZ5-805-10 
形FZ5-805 
形FZ5-800-10 
形FZ5-800 

2018年5月末 
プロダクトニュースNo.； 2017007C 
搭載CPUが異なりますので、代替えをご検討いただ
く場合、処理時間などを事前にご確認ください。 

画像処理システム 
高速コントローラ 

形FZ5-1105-10 
形FZ5-1105 
形FZ5-1100-10 
形FZ5-1100 

形FZ5-1205-10 
形FZ5-1205 
形FZ5-1200-10 
形FZ5-1200 

2018年5月末 
プロダクトニュースNo.； 2017007C 
搭載CPUが異なりますので、代替えをご検討いただ
く場合、処理時間などを事前にご確認ください。 

FZ5センサコントローラ 
Liteコントローラ 

形FZ5-L350 
形FZ5-L355 
形FZ5-L350-10 
形FZ5-L355-10 

形FH-L550 
形FH-L550 
形FH-L550-10 
形FH-L550-10 

2021年8月末 

プロダクトニュースNo.； 2021055C 
本体の色、配線接続、定格性能が異なります。 
CPUが異なりますので、推奨代替品をご検討いただ
く場合、処理時間などを事前にご確認ください。 
カメラ、カメラケーブル、レンズ、照明などは流用が
可能ですが、パラレルI/Oケーブル、RS-232Cケー
ブル、モニタケーブルは流用できませんので、ご注
意ください。 

産業用カメラ ロックネジ付き 
USB ケーブル 

形NU3MBASU3□-□□□M 形CAB-USB3-0□(-RB) 2021年10月末 

プロダクトニュースNo.； 2020082C 
本体の色が異なります。 
ケーブル外径がφ5.6からφ6.2（ノーマルケーブ
ル）、φ5.6からφ6.9（ロボットケーブル）にそれぞれ
変更となります。 

産業用カメラ CameraLink 
CMOS モデル 

形STC-CM□33PCL 形STC-SP□43PCL 2021年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2020079C 
外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更
後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しを
お願いします。 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなど
が変化する可能性があります。ご使用にあたっては
性能検証を事前に実行いただきますようお願いしま
す。 

形STC-CMB120APCL 
形STC-CMB120APCL-F 
形STC-CMC120APCL 
形STC-CMC120APCL-F 

形STC-SPB123BPCL 
 
形STC-SPC123BPCL 
 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022007C 
外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更
後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しを
お願いします。 
また、カメラの仕様が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて画像取り込み時間や画像の明るさ
などが変化する可能性があります。ご使用にあたっ
ては性能検証を事前に実行いただきますようお願い
します。 

産業用カメラ HD  
ハイビジョンカメラ 

形STC-HD203DV(-CS) 
形STC-HD203SDI(-CS) 

形STC-HD213DV(-CS) 
形STC-HD213SDI(-CS) 

2021年3月末 
在庫品がある
場合に限り

2021年9月まで
受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020072C 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて画像の明るさなどが変化する可能
性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前
に実行いただきますようお願いします。 

産業用カメラ USB3.0モデル 

形STC-MBCM200U3V 
形STC-MBCM200U3V-NIR 

形STC-MBS241U3V 
推奨代替商品なし 

2021年11月末 
確保数量を早
期に消化した
場合は、受付
期日以前に受
付を終了させ

ていただく場合
がございます。 

プロダクトニュースNo.； 2020085C 
カメラの性能が異なりますので、お客様の使用環境
に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化
する可能性があります。ご使用にあたっては性能検
証を事前に実行いただきますようお願いします。 

形STC-MCCM200U3V 形STC-MCS241U3V 

2021年5月末 
在庫品がある
場合に限り

2021年10月ま
で受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020069C 
カメラの性能が異なりますので、お客様の使用環境
に応じて計測処理時間や画像の明るさなどが変化
する可能性があります。ご使用にあたっては性能検
証を事前に実行いただきますようお願いします。 
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画像センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

産業用カメラGigE Vision Sシリーズ 形STC-S□□□□POE 形STC-M□□□□POE 

2021年4月末 
在庫品がある
場合に限り

2021年9月まで
受注します。 

プロダクトニュースNo.； 2020070C 
外形寸法や取付寸法などが異なりますので、変更
後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しを
お願いします。 
カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使
用環境に応じて計測処理時間や画像の明るさなど
が変化する可能性があります。ご使用にあたっては
性能検証を事前に実行いただきますようお願いしま
す。 

スマートセンサ 
（超高速CCDカメラタイプ） 形ZFVシリーズ 

形F430シリーズ または  
形FQ2シリーズ 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020059C 
カメラ、カメラケーブルなどは代替コントローラではご
使用いただけないため、システム全体の置き換えが
必要になります。 
推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合
わせください。 

スマートセンサ 
（液晶モニタ一体視覚センサ） 形ZFXシリーズ 

形F430シリーズ または  
形FQ2シリーズ 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020058C 
カメラ、カメラケーブルなどは代替コントローラではご
使用いただけないため、システム全体の置き換えが
必要になります。 
推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合
わせください。 

 

スマートカメラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

スマートカメラ 
形F420-F064N12M-□□□ 
形F430-F064N12M-□□□ 

形F420-F000N12M-□□□ 
形F430-F000N12M-□□□ 2022年1月末 

プロダクトニュースNo.； 2022004C 
生産終了商品は固定焦点（64mm）ですが、推奨代
替商品はオートフォーカス（40～150mm）になりま
す。 

 

コードリーダ／OCR 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ハンドヘルド型2次元コードリーダ 形V400-Hシリーズ 

形HDS-3608-0001 + 
形12-9000953-01 + 
形12-9001046-01 + 
形98-9000181-01 

2023年3月末 
製品がなくなり
次第の販売終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2019058C 
別シリーズ品のため、全ての仕様・構成が異なりま
す。生産終了商品からの置き換えを検討される場合
は、推奨代替商品のカタログやマニュアルを参考に
ケーブルなどのアクセサリ商品の構成を含め十分な
ご検討をお願い致します。 

形V400-H用通信ケーブル 形V400-Wシリーズ なし 

2023年3月末 
製品がなくなり
次第の販売終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2019058C 

形V400-H用コンタクタ 形V400-ACシリーズ なし 

2023年3月末 
製品がなくなり
次第の販売終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2019058C 

固定型2次元コードリーダ 
形V400-F050 
形V400-F250、-F350 

形FQ2-S40-13M 
形V430-Fシリーズ 

2023年3月末 
製品がなくなり
次第の販売終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2019057C 
別シリーズ商品のため、全ての仕様が異なります。
生産終了商品からの置き換えを検討される場合は、
推奨代替商品のカタログやマニュアルを参考に十
分なご検討をお願い致します。 

形V400-F用通信ケーブル 形V400-Wシリーズ なし 

2023年3月末 
製品がなくなり
次第の販売終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2019057C 

形V400-F用モニタケーブル 形V400-WM0 なし 

2023年3月末 
製品がなくなり
次第の販売終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2019057C 
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コードリーダ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

オートフォーカス・ 
マルチコードリーダ 

形V420-F064N12M-□□□ 
形V430-F064N12M-□□□ 

形V420-F000N12M-□□□ 
形V430-F000N12M-□□□ 

2022年1月末 

プロダクトニュースNo.； 2022004C 
生産終了商品は固定焦点（64mm）ですが、推奨代
替商品はオートフォーカス（40～150mm）になりま
す。 

 

近接センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

アンプ分離近接センサ 
（ボリウムタイプ） 

形E2Cの一部形式 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020078C 

アンプ分離近接センサ 
（高精度デジタルタイプ） 

形E2C-EDAシリーズ 形E2NCシリーズ 2022年6月末 プロダクトニュースNo.； 2022051C 
制御出力の負荷電流、残留電圧が異なります。 

デジタルアンプ分離近接センサ 形E2C-E なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

スタンダードタイプ 近接センサ 

形E2Eシリーズ M8サイズ 
ACタイプ 

形E2Eシリーズ M12サイズ 
ACタイプ 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020071C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 

形E2Eの一部形式 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020078C 

形E2E直流2線式シリーズ 形E2E直流2線式シリーズ 
または推奨代替商品なし 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022048C 
動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長
さ、スパッタ対策金具の色が異なります。 

形E2Eシリーズ直流3線式 
形E2E NEXTシリーズ直流3線式 
または、推奨代替商品なし 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021003C 
フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し
部の保護部の寸法が少し異なります。 

長距離近接センサ 

形E2EM直流2線式シリーズ 形E2E直流2線式シリーズ 2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022048C 
動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長
さ、スパッタ対策金具の色が異なります。 

形E2EMシリーズ直流3線式 形E2E NEXTシリーズ直流3線式 
または、推奨代替商品なし 

2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021003C 
フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し
部の保護部の寸法が少し異なります。 

スパッタ対策タイプ近接センサ 形E2EQ直流2線式シリーズ
一部 

形E2EQ直流2線式シリーズ 2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022048C 
動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長
さ、スパッタ対策金具の色が異なります。 

ロングサイズ近接センサ 

形E2E2直流2線式シリーズ 形E2E直流2線式シリーズ 2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022048C 
動作表示灯の色、長距離シールド型フライス面の長
さ、スパッタ対策金具の色が異なります。 

形E2E2シリーズ直流3線式 
形E2E NEXTシリーズ直流3線式 
または、推奨代替商品なし 

2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021003C 
フライスカット部、ねじ取付部の長さ、コード引き出し
部の保護部の寸法が少し異なります。 

樹脂ケースタイプ 近接センサ 

形E2Fシリーズ M8サイズ 
ACタイプ 

形E2Fシリーズ M12サイズ 
ACタイプ 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020071C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 

形E2Fの一部形式 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020078C 

静電容量形アンプ分離近接センサ 形E2Jの一部形式 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020078C 

フラットタイプ近接センサ 形E2K-Fの一部形式 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020078C 

超小型タイプ近接センサ 形E2Sの一部形式 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020078C 

角柱型近接センサ 

形E2Q2-N15Y4-H 
形E2Q2-N30MY4-H なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017022C 

形TL-PP51 形TL-Q5MC1 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021051C 

センサヘッド 延長コード 形E22-XC□Rシリーズ なし 2022年6月末 プロダクトニュースNo.； 2022051C 
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フォト・マイクロセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

フォト・マイクロセンサ 

形EE-SX3148-P1 
 
形EE-SX305 
形EE-SX405 
形EE-SA102 
形EE-SY113 
形EE-SB5 
形EE-SX129 

形EE-SX3162-P2 または 
形EE-SX3173-P2 
形EE-SX398 
形EE-SX498 
推奨代替商品なし 
形EE-SY110 
形EE-SF5 
形EE-SV3-D 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022030C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。正確な内容に関しまして
は、カタログまたは仕様書をご参照ください。 

光ファイバ式 
フォト・マイクロセンサ 

形EE-SPZ なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

 

ロータリエンコーダ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ロータリエンコーダ 
形E6A2-C/形SF-100/ 
形SF-200 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020074C 

 

超音波センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

デジタルアンプ分離式 
超音波センサ 

形E4C-DS なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020076C 

形E4C-DSシリーズ なし 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022047C 
他社相当品 
株式会社ピーアンドエフ様製 
形UBシリーズ 
配線接続、定格性能、操作方法が異なります。 
制御出力（ON/OFF出力）がなくなり、アナログ出力
（4～20mA）となります。 
制御出力（ON/OFF出力）が必要な場合はデジタル
パネルメーター等を接続してご使用ください。 

形E4C-UDAシリーズ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022047C 

 

圧力センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

圧力スイッチ 
形D8B-22 
形D8B-24B 

形D8B-2 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021029C(ON) 
外形寸法が異なります。 
主な相違点は、リード線の長さです。動作特性につ
いては、一部仕様変更がございます。推奨代替商
品がご使用環境に適しているか、ご確認ください。 

圧力センサ 形D8M-D82 形D8M-DP74 2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021037C(ON) 
外形寸法・定格性能・動作特性が異なります。ご使
用環境に適しているかご確認ください。 

超微圧力センサ 形D8M-R1 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021025C(ON) 

圧力表示器 

形E8Y-AR2シリーズ 
形E8Y-AR5シリーズ 
形E8Y-A2シリーズ 
形E8Y-A5シリーズ 

形E8Y-PR2シリーズ 
形E8Y-PR5シリーズ 
形E8Y-P2シリーズ 
形E8Y-P5シリーズ 

2020年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2019066C 
形E8Yシリーズに使用される内蔵のMEMS圧力セン
サモジュールのリニューアルにともない、形E8Yシリ
ーズとしては互換性を維持しての内部構造の設計
変更を予定しています。 
校正サービスも終了致します。 
推奨代替商品では校正サービスは行いません。 

形E8Y-A1B 
形E8Y-A1C 
形E8Y-A1Y 
形E8Y-A1C-R 
形E8Y-A1Y-R 

形E8Y-A□Bシリーズ 
形E8Y-A□Cシリーズ 
形E8Y-A□Yシリーズ 
形E8Y-A□C-Rシリーズ 
形E8Y-A□Y-Rシリーズ 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018042C 
形E8Yシリーズに使用される内蔵のMEMS圧力セン
サモジュールのリニューアルにともない、形E8Yシリ
ーズとしては互換性を維持しての内部構造の設計
変更を予定しています。 

パネル取付部品セット 形E89-Y1 形E89-Y2 2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022012C 
主な相違点は、外形寸法と取付方法が異なります
が、パネルカット寸法の変更はありません。 
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振動センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

小型自動水平感震器 形D7A-32A 
形D7A-3B-2 

形D7A-3 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021035C(ON) 
配線接続、動作特性が異なります。 
主な相違点は設定感度です。また、一部使用して
いる半田の変更（共晶半田から鉛フリー半田への変
更）や、タンシメッキの仕様変更がございます。推奨
代替商品がご使用環境に適しているか、ご確認くだ
さい。 

シール型振動センサ 形D7E-1-H 形D7E-1 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021036C(ON) 
外観色と検出性能に相違があります。 

感震装置 

形D7G-F121 
形D7G-F122 
形D7G-F221 
形D7G-F222 

なし 

2021年3月末 
校正サービス
も終了いたしま

す。 

プロダクトニュースNo.； 2020011C 

形D7H-A1 形D7H-B1 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021010C 
主な相違点は、保護ケースがないことと、ネオンラン
プがないことです。動作特性（設定加速度は同じ
100～170ガル、構造は同じで、接点も同じマイクロ
スイッチを採用）に違いはございませんが、ネオンラ
ンプの有無や配線接続、取付寸法といったインター
フェースが違いますので、ご使用環境に適している
かご確認ください。 

 

フローセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

MEMS 2軸フローセンサ 形D6F-D010A32-00 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021014C(ON) 
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光センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ダストセンサ 形B5W-LD0101-1 
形B5W-LD0101-2 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021017C(ON) 

フォト・マイクロセンサ 

形EE-SA1、形EE-SB5 
形EE-SF5、形EE-SG3 
形EE-SH3、形EE-SJ5 
形EE-SMR、形EE-SPX 
形EE-SPY、形EE-SV3 
形EE-SX、形EE-SY1 
上記シリーズ一部商品 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018030C(ON) 

形EY3Aシリーズ一部商品 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018031C(ON) 

限定反射形センサ 
形EY3A-1051 
形EY3A-1081 

形EE-SPY415 または 
形B5W-LB2112-1 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020029C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。正確な内容に関しまして
は、カタログまたは仕様書をご参照ください。 

機器内蔵用 
フォト・マイクロセンサ 

形EE-SA103 
形EE-SA104 
形EE-SF5-RANKA 
形EE-SX1128 
形EE-TP109A 

形EE-SX1055 
形EE-SX1055 
形EE-SF5 
形EE-SX1096 
推奨代替商品なし 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021026C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。正確な内容に関しまして
は、カタログまたは仕様書をご参照ください。 

形EE-SA113 
形EE-SM8 
形EE-SPY414 
形EE-SX153-B 
形EE-SX1049 
形EE-SX1061 
形EE-SX1071-RANKB 
形EE-SX1137-OMI 
形EE-SX3019-P2 
形EE-SX4019-P2 
形EE-SX460-P6 MID 
形EE-SX3157-P1 
形EE-SX4157E-P1 
形EEシリーズ一部商品 

形EE-SA105 
形EE-SX1070 
形EE-SPY415 
形EE-SG3 または 形EE-SG3-B 
形EE-SX1018 
形EE-SX1041 
形EE-SX1071 
形EE-SX1041 
形EE-SX3009-P1 
形EE-SX4009-P1 
形EE-SX4235A-P2 
形EE-SX3162-P1 
形EE-SX4162-P1 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019021C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。 
正確な内容に関しましては、カタログまたは仕様書
をご参照ください。 

形EE-L109 
形EE-TP109 
形EE-SA□07-P2 
形EE-SB5-B 
形EE-SG3-B 
形EE-SH3(-□) 
 
形EE-SX1023-W1 
形EE-SX1057 
形EE-SX1115 
形EE-SX1235A-P2 
形EE-SX□01 
形EE-SX□239-P2 
形EE-SX4235A-P2(-5) 
形EE-SY313 
形EE-SY413 

推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
形EE-SB5 
形EE-SX1088 
形EE-SX1088または 
形EE-SX1096 
形EE-SX1088-W11 
形EE-SX1071 
形EE-SX1042 
推奨代替商品なし 
形EE-SX□98 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
形EE-SY310 
形EE-SY410 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020086C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。正確な内容に関しまして
は、カタログまたは仕様書をご参照ください。 

形EE-SPY415 形B5W-LB2112-1 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020086C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。正確な内容に関しまして
は、カタログまたは仕様書をご参照ください。 

形EE-SY193 
形EE-SY193-1 

形EE-SY199 または 
形EE-SY1200 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020030C(ON) 
本体の色以外は寸法・仕様が異なりますので、完全
互換品ではございません。正確な内容に関しまして
は、カタログまたは仕様書をご参照ください。 

 

レベル機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

フロートなしスイッチ 
（ベースタイプ） 

形61F-G□シリーズ（一部仕様） 詳しくはお問い合わせください。 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017037C 

フロートなしスイッチ 
（コンパクトタイプ） 

形61F-G□Nシリーズ（一部仕様） 詳しくはお問い合わせください。 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017037C 

フロートなしスイッチ 
（プラグインタイプ） 

形61F-G□Pシリーズ（一部仕様） 詳しくはお問い合わせください。 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017037C 
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マイクロスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

双極双投基本スイッチ 

形DZ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形DZ-10GW55-105-ML 
0.5M 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020062C 

極超小形基本スイッチ 

形D2FN一部 
形D2FS-FL3-N 

形D2FN 
形D2FS-FL-N 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形D2F(UL/CSA)シリーズ 形D2F(CUL)シリーズ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021086C(ON) 
以下の内容が変更になります。 
(1) UL適用規格のUL1054からUL61058-1へ変更し

ます。また、CSA規格のcUL認証（ULによるCSA
認証）へ変更します。 

(2) 上記にともない、商品に表示している安全規格
マークを変更します。 

(3) 個装箱ラベルの表示内容を変更します。 

形D2MQ-4R-R 
形D2MQ-4L-L 
形J-7Y-V 

推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
形J-7-V 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

形D2MQ 一部形式 
形J-7Y なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022023C(ON) 

形D3MH-01 
形D3MH-01L1 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021016C(ON) 

軽トルク基本スイッチ 
形D2MC一部 形D2MC 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形D2MC-5E1 形D2MC-5E 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

超小形基本スイッチ 

形D2S一部 
形D3M一部 
形SSN一部 
形SS-P一部 

形D2S または 推奨代替商品なし 
形D3M または 推奨代替商品なし 
形SSN または 推奨代替商品なし 
形SS-P または 形SSN 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形D3M-01K1-3-E 
形SS 一部形式 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022023C(ON) 

形SS-5GL13-L コイルバネ 
形SS-3FLP-3D 
形SS-3GL13PB 

形SS-5GL13 
推奨代替商品なし 
形SS-3GL13P 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

シール形超小形基本スイッチ 

形D2SW-P一部 形D2SW-P 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形D2SW-P2B 
形D2SW-P01L2B なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

基本スイッチ 
形D3V一部 
形VN一部 
形VX一部 

形D3V 
形VN または 推奨代替商品なし 
形VX 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

磁気吹消基本スイッチ 

形X なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形X なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020062C 

形X-10GM2-AO-1-MLF 
形X-10GM59-B 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022045C 

一般用基本スイッチ 

形Z 
形ZAA（アクチュエータ） 

なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形Z なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020062C 

形Z なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021038C 

形Z-15GW-B7-K なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022045C 

高温用基本スイッチ 形TZ-1G-NQ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020062C 

小形基本スイッチ 

形D2MV一部 
形D2RV一部 

形D2MV または 推奨代替商品なし 
形D2RV 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形D2MVシリーズ 形VXシリーズ 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022020C(ON) 

形D2RV-LEB 
形D3V 一部 
形VN 一部 
形VX 一部 

推奨代替商品なし 
形D3V 
形VN または 推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

形D2RV-G3 
形D3V-015-2C23 
形V 一部形式 

形D2RV 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022023C(ON) 
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マイクロスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

マイクロスイッチ共通付属品 

形VAL一部 
形VAV一部 
形CAA一部 
形LEVER ASSY一部 
形JAL一部 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形VAL ﾌﾚ-ﾑ 形VAL 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022023C(ON) 

形2VAL2 
形2VAL02 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

アクチュエータ 形3XAA2-10LST なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021038C 

 

ロッカースイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ロッカースイッチ 

形A8A一部 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020054C(ON) 

形A8A-201-M 形A8A-201 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021020C(ON) 

形A8A-216-2G 
形A8A-201-2 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022027C(ON) 

リセット機能付きロッカースイッチ 形A8G-109-3G-24 
形A8G-1010-4-24 

形A8G-107-1-24 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020054C(ON) 

リモートリセットロッカースイッチ 

形A8GS一部 形A8GS または 推奨代替商品なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020054C(ON) 

形A8GS-□□□□□V 
TV定格認証品 

形A8GS-□□□□□ 
標準品 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022021C(ON) 
TV定格の認証品ではありません。 

小形ロッカースイッチ 

形A8L一部 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020054C(ON) 

形A8MD-116□ 
形A8MD-2262 
形A8MS-116□ 

形A8L-21-11N□ 
形A8L-21-11N2 
形A8L-11-11N□ 

2020年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2019014C(ON) 
配線接続、定格性能が異なります。 
定格は10Aとなります。 

2ボタン形プッシュボタンスイッチ 
形A8ND-3162 
形A8NS-3162 なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019013C(ON) 

シール形ロッカースイッチ 

形A8WD-116□ 
形A8WD-226□ 
形A8WS-116□ 
形A8WS-226□ 
形A8W RUBBER CAP 

形A8A-20□-□□＋形A8A CAP 
 
 
 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019015C(ON) 
外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
形A8Wは、IP67ですが、代替の形A8Aにはシール
性はありません。 
RUBBER CAPとの併用でシール性アップしますが、
IP67とはなりませんのでご注意願います。 
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リミットスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

小形重装備リミットスイッチ 

形D4A なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形D4A-3112N-F なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形D4A なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

形D4A-□N なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

小形リミットスイッチ 

形D4C 
形D4CC 
形HL 

なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形D4C なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形D4C 
形D4CC なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

形HL なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

小形封入スイッチ 

形D4E 
形SHL 

なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形D4E-1A10N-C なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形D4E なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

形D4E-□N なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

形SHL なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形SHL なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

形SHL なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

セミコンパクト封入スイッチ 
形D4MC なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形D4MC なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

小形セーフティ・リミットスイッチ 

形D4N なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形D4N なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

形D4N なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

小形プルリセット・ 
セーフティ・リミットスイッチ 

形D4N-R なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

高精度スイッチ 

形D5A 
形D5F-H（2段動作タイプ） なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形D5A-5371 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

触覚スイッチ 形D5B なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

高精度スイッチ（2段動作タイプ） 形D5F-H008 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

高精度スイッチ4方向タイプ 
（光方式） 

形D5F-2B□ 
形D5F-3C□ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020048C 

リミット形タッチスイッチ 形NL なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

リミットスイッチ用コネクタ 

形SC なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形SC なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形SC なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

円筒形リミットスイッチ 形SH なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

マルチプル・リミットスイッチ 

形VB なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形VB なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

形VB-2212 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 

汎用封入スイッチ 

形VE 
形ZE なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形1VE-10CA2-1316M 
形ZE なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形2VE-10CA2-11-C なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021039C 
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リミットスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

コンパクト封入スイッチ 

形ZC なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形ZC なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形ZC-□55 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

2回路リミットスイッチ 

形WL なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

形WL なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022044C 

形WLGCA2-TH1390 
F-4WY 1M なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020061C 

形WLNJ-21 
形WLNJ-28 
形WL-9H301 
形WLNJ-21-N 
形WLNJ-28-N 
形WL-9H301-N 
(FOR WLNJ-21-N) 

形WLHAL4 
形WLHAL4 
推奨代替商品なし 
形WLCAL4-N 
形WLCAL4-N 
推奨代替商品なし 
 

2021年10月末 

プロダクトニュースNo.； 2021077C 
推奨代替商品をご利用いただく場合は、外形寸
法、動作特性、操作方法などが異なりますので、事
前にカタログ、製品仕様書、外形寸法図をご確認い
ただきますようお願いいたします。 

形WL01G2シリーズ 
形WL01GCA2シリーズ 

形WLG2シリーズ 
形WLGCA2シリーズ 

2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019048C 

2回路リミットスイッチ表示灯付き
カバー単品 

形WL-LW-N 形WL-LD-N 2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020056C 
表示灯の発光色が黄色から赤色へ変更になりま
す。 

2回路リミットスイッチ用の 
内蔵スイッチ 

形W-□FB3シリーズ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022043C 
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押ボタンスイッチ／表示灯 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

押ボタンスイッチ 

形A16 
形A22 
形VAP 
形VAQ 
形ZAP 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020063C 

形A22シリーズ一部商品 形A22Nシリーズ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2016025C 
黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙か
らお選びください。 
例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA ま
たは、形A22□□-□□□-□OA 

形SLL-□□ 
形SLL-□E□ または 
推奨代替商品なし 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019044C 
• セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの

5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、
ACではご使用できません。+－の極性がありま
す。 

• セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプと
LEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみに
なるため、ACではご使用できません。+－の極性
があります。 

• ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと
色味は変わります。 

• LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に
合わせてお選びください。 

押ボタンスイッチ（分離形） 
（照光・非照光）（丸胴形φ16） 

形A16白熱ランプシリーズ 
形A16 LEDシリーズ または 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019041C 
5V仕様のランプの定格電圧がDCのみになるため、
ACではご使用できません。+－の極性があります。 
ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色
味は変わります。 
スイッチ部ユニットやLEDランプ単品の形式は、ご使
用されている照光色に合わせてお選びください。 

超小形押ボタンスイッチ 形A2A-4B D2SW-01H なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020063C 

押ボタンスイッチ 
（丸胴形φ22/25) 形A22白熱ランプシリーズ 形A22Nシリーズ 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019042C 
• ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと

色味は変わります。 
• LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に

合わせてお選びください。 

非常停止用押しボタンスイッチ 形A22E なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020063C 

押ボタンスイッチ（照光・非照光）
（丸胴形φ12） 形A3C□-90□□-□□□ 

形A3C□-90□□-□□E□ 
または 推奨代替商品なし 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019012C(ON) 
ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの
回路設計にご注意ください。 
ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色
味にご注意ください。 

照光押ボタンスイッチ 
形A3K 
形A3P 
形A3S 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020063C 

照光押ボタンスイッチ（角胴形） 

形A3P□-57□シリーズ(操作部) 
分割LED照光タイプ 
 
 
 
 
 
 
形A3P□-90□シリーズ(セット) 
分割LED照光タイプ 
 
 
 
 
 
 
 

形A3P□-502□シリーズ(操作部) 
分割LEDランプ照光タイプ 
＋ 
形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) 
＋ 
形A3P□-53□シリーズ  
(カラープレート) 
 
形A3P□-502□シリーズ(操作部) 
分割LEDランプ照光タイプ 
＋ 
形A3P□-7□シリーズ(スイッチ部) 
＋ 
形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) 
＋ 
形A3P□-53□シリーズ  
(カラープレート) 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020055C 
LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更され
るため、ランプの色味は変わります。 
形A3PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配
線を変更する必要があります。 
形A3PJ-□-Cの推奨代替品は、生産終了商品とラ
ンプ端子と極性が異なるため配線を変更する必要
があります。 
推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を
組合せてご使用ください。 

形A3P白熱ランプシリーズ 
形A3P LEDシリーズ または 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019043C 
• ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACでは

ご使用できません。+－の極性があります。 
• ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと

色味は変わります。 
• セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光

色に合わせてお選びください。 

形A3S白熱ランプシリーズ 形A3S LEDシリーズ または 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019044C 
• セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの

5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、
ACではご使用できません。+－の極性がありま
す。 

• セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプと
LEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみに
なるため、ACではご使用できません。+－の極性
があります。 

• ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと
色味は変わります。 

• LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に
合わせてお選びください。 



17 

押ボタンスイッチ／表示灯 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ツマミ形セレクタスイッチ 
形A22Sシリーズ一部商品 
形A22Wシリーズ一部商品 

形A22NSシリーズ 
形A22NWシリーズ 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2016025C 
黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙か
らお選びください。 
例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA ま
たは、形A22□□-□□□-□OA 

キー形セレクタスイッチ 形A22Kシリーズ一部商品 形A22NKシリーズ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2016025C 
黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙か
らお選びください。 
例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA ま
たは、形A22□□-□□□-□OA 

表示灯（丸胴形φ12） 形M2C□-90□□-□□□ 形M2C□-90□□-□□E□ 
または 推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019011C(ON) 
ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの
回路設計にご注意ください。 
ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色
味にご注意ください。 

表示灯（角胴形） 

形M2K なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020063C 

形M2P白熱ランプシリーズ 形M2P LEDシリーズ または 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019043C 
• ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACでは

ご使用できません。+－の極性があります。 
• ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと

色味は変わります。 
• セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光

色に合わせてお選びください。 

形M2P□-57□シリーズ(照光部) 
分割LED照光タイプ 
 
 
 
 
 
 
形M2P□-90□(セット) 
分割LED照光タイプシリーズ 
 
 
 
 
 
 
 

形M2P□-502□シリーズ(照光部) 
分割LEDランプ照光タイプ 
＋ 
形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) 
＋ 
形A3P□-53□シリーズ  
(カラープレート) 
 
形M2P□-502□シリーズ(照光部) 
分割LEDランプ照光タイプ 
＋ 
形M2P□-7□シリーズ(本体部) 
＋ 
形SLL-□E□シリーズ(LEDランプ) 
＋ 
形A3P□-53□シリーズ  
(カラープレート) 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020055C 
LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更され
るため、ランプの色味は変わります。 
形M2PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配
線を変更する必要があります。 
推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を
組合せてご使用ください。 

形M2S白熱ランプシリーズ 
形M2S LEDシリーズ または 
推奨代替商品なし 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019044C 
• セット組み合わせ形式の照光部無分割タイプの

5V仕様ランプの定格電圧がDCのみになるため、
ACではご使用できません。+－の極性がありま
す。 

• セット組み合わせ形式の照光部2分割タイプと
LEDランプ単品はすべて定格電圧がDCのみに
なるため、ACではご使用できません。+－の極性
があります。 

• ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと
色味は変わります。 

• LEDランプの形式は、ご使用されている照光色に
合わせてお選びください。 

表示灯（分離形）（照光・非照光）
（丸胴形φ16） 形M16白熱ランプシリーズ 形M16 LEDシリーズ 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019041C 
5V仕様のランプの定格電圧がDCのみになるため、
ACではご使用できません。+－の極性があります。 
ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色
味は変わります。 
スイッチ部ユニットやLEDランプ単品の形式は、ご使
用されている照光色に合わせてお選びください。 

表示灯 形M22シリーズ一部商品 形M22Nシリーズ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2016025C 
黄色の操作部の推奨代替商品は、黄色または橙か
らお選びください。 
例：形A22□-□Y → 形A22□□-□□□-□YA ま
たは、形A22□□-□□□-□OA 

ドアスイッチ 
形1VAP2-2 UNC 
D2VW-5-1 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020063C 
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押ボタンスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

押ボタンスイッチ 

形A22N□-R□シリーズ 
形A22N□-□□□-U□シリーズ 
形A30N□-M□□-U□シリーズ 

形A22N□-M□シリーズ 
形A22N□-□□□-N□シリーズ 
形A30N□-M□□-N□シリーズ 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022058C 
形A22N□-□□□-U□と形A30N□-M□□-U□
の推奨代替商品はボタンの取り外しが出来ないた
め、文字フィルムの取り付けが出来ません。また、彫
刻板を内蔵していないため彫刻することが出来ませ
ん。 

形A3C-4101 形A3C-4103 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020054C(ON) 

押ボタンスイッチ 
（丸胴形φ10.5） 

形VAQ-37WSH 
V-10-1E5SP 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021040C 

形VAQ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

押ボタンスイッチ 
(丸胴形φ22/25) 

形A22 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) 
形ZAP 
形XAP なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

押ボタンスイッチ(分離形) 
(照光・非照光)(丸胴形φ16) 形A16 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

ツマミ形セレクタスイッチ 
(分離形)(丸胴形φ16) 

形A165S/W なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

非常停止用押ボタンスイッチ
(φ16) 

形A165E なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

非常停止用押ボタンスイッチ
(φ22/25) 

形A22E なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

セレクタスイッチ 

形A22N□-□R□シリーズ 
形A22N□-□□□-NY□シリーズ 
形A30N□-□□□-NY□シリーズ 
形A22N□-□□□-NW□シリーズ 
形A30N□-□□□-NW□シリーズ 
形A22N□-□□□-NA□シリーズ 
形A30N□-□□□-NA□シリーズ 

形A22N□-□M□シリーズ 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022058C 

キー形セレクタスイッチ 
(丸胴形φ22/25) 

形A22K なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

キー形セレクタスイッチ 形A22N□-□R□シリーズ 形A22N□-□M□シリーズ 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022058C 

照光押ボタンスイッチ（角胴形） 

形A3K 
形A3P 
形A3S 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021040C 

形A3K 
形A3P 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

照光押ボタンスイッチ（角胴形）
超高輝度タイプ 

形A3PJ-90□□□-□A□ 
 
形A3PJ-90□1□-12A□ 
 
形A3PJ-90□1□-24A□ 
 
形A3PA-90□□□-□A□ 
 
形A3PA-90□1□-12A□ 
 
形A3PA-90□1□-24A□ 
 
形A3PT-90□□□-□S□ 
 

形A3PJ-90□□□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形A3PJ-70□0-□ ＋ 
形A3PJ-570□-12E 
形A3PJ-70□0-□ ＋ 
形A3PJ-570□-24E 
形A3PA-90□□□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形A3PA-70□0-□ ＋ 
形A3PA-570□-12E 
形A3PA-70□0-□ ＋ 
形A3PA-570□-24E 
形A3PT-90□□□-□C□ 
または推奨代替商品なし 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022061C 
形A3PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なりま
す。またLED定格も変更になりますのでご注意くださ
い。 

形A3SJ-90□□-□S□ 
 
形A3SJ-90□1-05S□ 
 
 
形A3SJ-90□1-12S□ 
 
 
形A3SA-90□□-□S□ 
 
形A3SA-90□1-05S□ 
 
 

形A3SJ-90□□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形A3SJ-80□0 ＋ 
形A3SJ-580□ ＋ 
形SLL-05E□ 
形A3SJ-80□0 ＋ 
形A3SJ-580□ ＋ 
形SLL-12E□ 
形A3SA-90□□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形A3SA-70□0 ＋ 
形A3SA-580□ ＋ 
形SLL-05E□ 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022056C 
LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接
続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。 

照光式押ボタンスイッチ 
形C5SA-1W243 
形C5SB-1W243 

形C5SA-1W244 
形C5SA-1W244 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021031C 

押ボタンハンドスイッチ 形C2U-1 M-PLUG 形C2U-1 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021020C(ON) 

表示灯(丸胴形φ16) 形M16 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 

表示灯（角胴形） 

形M2K なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021040C 

形M2K 
形M2P 
形M2S 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022046C 
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表示灯 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

表示灯（角胴形）超高輝度タイプ 

形M2PJ-90A□□-□A□ 
 
形M2PA-90A□□-□A□ 
 
形M2PA-90A1□-12A□ 
 
形M2PT-90A□□-□S□ 
 

形M2PJ-90A□□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形M2PA-90A□□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形M2PA-70□0-□ ＋ 
形M2PA-570□-12E 
形M2PT-90A□□-□C□ 
または推奨代替商品なし 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022062C 
形M2PTはLED点灯時の明るさ、色合いが異なりま
す。またLED定格も変更になりますのでご注意くださ
い。 

形M2SJ-90A□-□S□ 
 
形M2SA-90A□-□S□ 
 

形M2SJ-90A□-□E□ 
または推奨代替商品なし 
形M2SA-90A□-□E□ 
または推奨代替商品なし 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022057C 
LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接
続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。 

 

トグルスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

超小形トグルスイッチ 形A9T23-0021 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020054C(ON) 

 

サムロータリスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

サムロータリスイッチ 

形A7BS-2□□-P2シリーズ
の一部 
形A7BS-20□-R05シリーズ 
形A7BS-20□-R01シリーズ 
形A7BS-Uシリーズ 
形A7BS-206-S-41-1 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018023C(ON) 

形A7BS-203シリーズ なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017010C(ON) 

形A7BS-207シリーズ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019017C(ON) 

形A7CN-206-U-1 
形A7CN-259-1 
形A7CN-106-28-1 
形A7CN-206-15-1 
形A7CN-206-29 
形A7CN-8206-30-1 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018024C(ON) 

形A7D-206-S07-55-1 なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019018C(ON) 

形A7D-206-S07-60-1 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020019C(ON) 

形A7MD-106-P 
形A7MD-106-P-PM 

形A7MD-106-P-09 
形A7MD-106-P-PM-09 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019016C(ON) 
生産終了商品と推奨代替商品は本体の色が一部
異なります。 
外形寸法、配線接続、取付寸法、定格性能、動作
特性、操作方法は、変わりありません。 

形A7MD-106-P-R05-09 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018025C(ON) 

形A7MD-106-P-09-D 
形A7MD-106-P-PM-09-D 
形A7MD-2106-P-D 

なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017011C(ON) 

形A7MD-2106-P 
形A7MD-2106-P-09 
形A7ME-106-P 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018059C(ON) 

形A7PS-20□-R05シリーズ 
形A7PH-207-R05-1 
形A7PS-20□-Uシリーズ 
形A7PS-255-21-1 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018026C(ON) 

 

  



20 

タクタイルスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

タクタイルスイッチ 

形B3F一部 形B3F または 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020038C(ON) 

形B3F 一部 形B3F 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021021C(ON) 

形B3F-3162 
形B3F-1050-M 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022024C(ON) 

サーフェスマウント 
タクタイルスイッチ 

形B3FS一部 
形B3FS または 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020038C(ON) 

形B3FS-1050PS なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022024C(ON) 

ヒンジ形タクタイルスイッチ 形B3J 一部 形B3J 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021021C(ON) 

ロングストローク形 
タクタイルスイッチ 

形B3Mシリーズ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020045C(ON) 

シール形サーフェスマウント 
タクタイルスイッチ 

形B3S一部 形B3S 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020038C(ON) 

形B3S-1002P# なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022024C(ON) 

シール形タクタイルスイッチ 形B3W一部 
形B3W または 
推奨代替商品なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020038C(ON) 

タクタイルスイッチ用キートップ 形ｷ-ﾄﾂﾌﾟ B32 一部 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020038C(ON) 

 

ディップスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ロータリーディップスイッチ 形A6A-16RF-L1 形A6A-16RF 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020051C(ON) 

スライドディップスイッチ 

形A6D-2100 DRT 
形A6D一部 
形A6HF-6102-L 
形A6S-H一部 
形A6T 一部 

形A6D-2100 
形A6D 
形A6HF-6102 
推奨代替商品なし 
形A6T 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020051C(ON) 

形A6HF-8102-L 
形A6S-2101-PMH 
形A6T-4102-ES 

形A6HF-8102 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022022C(ON) 

形A6T-B104 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021023C(ON) 

ピアノディップスイッチ 

形A6DR 一部 
形A6HR 一部 

形A6DR 
形A6HR 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020051C(ON) 

形A6DR-6100-02 形A6DR-6100 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021023C(ON) 

形A6ER-□101 
形A6ER-□104 

形A6FR-□101 
形A6FR-□104 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019010C(ON) 
推奨代替商品の操作部の色は、白色となりますの
でご注意ください。 
外形寸法が異なります。 

 

検出スイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

検出スイッチ 

形D2A一部 
形D3C-1220-L1 

形D2A または 推奨代替商品なし 
形D3C-1220 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

形D2A 一部 形D2A または 推奨代替商品なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021022C(ON) 

 

ドア／電源スイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ドア用小形電源スイッチ 
形D2T-L022T1S 
形D2T-LT1-1 . 

推奨代替商品なし 
形D2T-LT1 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 

小形ドアスイッチ 形D3D-121-F 形D3D-121 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020039C(ON) 
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電源スイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ドア用小形電源スイッチ 

形D2T-LT1 
形D2T-LT1S 
形D2T-T1 
形D2T-T1S 
形D2T-LKT1-1 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021015C(ON) 

 

セーフティセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

シングルビームセーフティセンサ 
形E3ZS/形E3FS用 ダミープラグ 形F39-CN4 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018021C 

短絡コネクタ 形F39-CN8 なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019001C 

シングルビームセーフティセンサ 
形E3ZS/形E3FS用 中継コネクタ 
接続用両側コネクタコード 

形F39-JFシリーズ なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018021C 

セーフティターミナルリレー 
（形F3SJ-A□□□□P□□専用） 

形F3SP-T01 なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019001C 

セーフティライトカーテン 形F3SR-Bシリーズ 形F3SG-4RA-30シリーズ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017009C 
外形寸法、取付寸法、配線接続、定格性能、動作
特性、操作方法が異なります。 
上下調整金具、標準調整金具は別売りです。 

セーフティライトカーテン  
形F3SN用 
セッティングコンソール 

形F39-MC11 なし 2018年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2015055C 
接続先の形F3SNシリーズは 
2012年3月に生産終了済みです。 

セーフティライトカーテン  
形F3SN用 
メンテナンスツール 

形F39-MT11 なし 2018年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2015055C 
接続先の形F3SNシリーズは 
2012年3月に生産終了済みです。 

コネクタ中継ボックス 
（ミューティングターミナル） 形F39-TC5シリーズ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019001C 

セーフティライトカーテン用 
テストロッド 

形F39-TR14 
形F39-TR20 
形F39-TR25 
形F39-TR30 

形F39-TRD14 
形F39-TRD20 
形F39-TRD25 
形F39-TRD30 

2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2016048C 

スパッタ保護カバー 形F39-HRBシリーズ 形F39-HGAシリーズ 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017009C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 

取付金具 形F39-LRシリーズ 形F39-LGシリーズ 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017009C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 

セーフティセンサ 
形F3SJ用簡易防滴カバー 形F39-MJシリーズ 形F39-HJシリーズ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018020C 
形F39-HJのセンサへの取付方法は取扱説明書を
ご確認ください。 

レーザポインタ 形F39-PTR 形F39-PTG 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017009C 
本体の色、外形寸法、取付寸法が異なります。 

中継ボックス 形F39-TB01 形F39-CN5 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018020C 

エッジコントローラ 
形SCC-1224 
形SCC-1224ND 形SCC-1224A 2018年10月末 

プロダクトニュースNo.； 2017069C 
オートリセット（工場出荷時設定）／マニュアルリセッ
トの切替、補助出力の継続ON（工場出荷時設定）
／ワンショットタイマ出力の切替は製品本体のDIPス
イッチで行います。 
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セーフティライトカーテン 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

セーフティライトカーテン 

形MS4800A-□□-□□□□ 

形F3SG-4SRA□□□□-□□、 
または、 
形F3SG-4SRA□□□□-□□-F、 
または、 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020003C 
外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタッ
プ（形F39-SGIT-IL3）は、一部の機能セットに設定
する必要があります。 

形MS4800B-□□-□□□□ 

形F3SG-4SRB□□□□-□□、 
または、 
形F3SG-4SRB□□□□-□□-F、 
または、 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020003C 
外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタッ
プ（形F39-SGIT-IL3）は、一部の機能セットに設定
する必要があります。 

形MSF4800A-□□-□□□□ 

形F3SG-4SRA□□□□-□□、 
または、 
形F3SG-4SRA□□□□-□□-F、 
または、 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020003C 
外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタッ
プ（形F39-SGIT-IL3）は、一部の機能セットに設定
する必要があります。 

形MSF4800B-□□-□□□□ 

形F3SG-4SRB□□□□-□□、 
または、 
形F3SG-4SRB□□□□-□□-F、 
または、 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020003C 
外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
設定ツールSD Manager 3またはインテリジェントタッ
プ（形F39-SGIT-IL3）は、一部の機能セットに設定
する必要があります。 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
プログラミング診断モジュール
（PDM） 

形MS4800-PDM なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020003C 

セーフティライトカーテン用 
反射ミラー 

形F39-MLG□□□□ 形F39-SML□□□□ 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021005C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 
主な相違点は、設置方法が生産終了商品は壁面据
え付けタイプに対して推奨代替商品は自立スタンド
タイプになります。設置場所をご確認のうえご使用く
ださい。 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
片側コネクタコード/両側コネクタ
コード/直列連結コード 

形MS4800-CBL□ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
置き換え用アダプタコード 

形MS4800-ADPT□ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
IP67耐環境ケース 

形MS4800-IP67□ 
形MSF4800-IP67□ 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
中継用バラ線コネクタ 

形MS4800-PMC□ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
ミューティングモジュール 

形MS4800-RM6 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
中間取りつけ金具キット 

形MS4800-SDM-KT□ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
スパッタ保護カバー 

形MS4800WS-□ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

セーフティライトカーテンMS4800
シリーズ用 
スレーブ 

形MSF4800-□-XR2 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021006C 

 

セーフティリミットスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

セーフティ・リミットスイッチ 形D4B-N なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 

小形セーフティ・リミットスイッチ 
形D4F 
形D4N なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019046C 
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セーフティマット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

セーフティマット 
形UMM□-□□□□-□□□□ 
形UMYM□-□□□□-□□□□ 
形UMYM□-□□□□-□□□□-AG 

形UMMA-□□□□-□□□□-□ 
形UMMYA-□□□□-□□□□-□ 
推奨代替商品なし 

2019年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2019060C 
配線接続（接続ケーブル）と定格性能（保護構造、
使用周囲温度）が異なります。 
形UMシリーズと形UMAシリーズを混在して使用す
ることはできません。 
形UMシリーズから形UMAシリーズへの置き換えに
おける接続方法について、弊社の営業担当者へご
確認ください。 

セーフティマット UM シリーズ用
中継ボックス 

形UMDB-6 なし 2019年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2019060C 
形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接
続方法が異なるため推奨代替商品としては準備し
ておりません。 

セーフティマット UM シリーズ用
中継コネクタ 

形UM-Y-2-1 なし 2019年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2019060C 
形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接
続方法が異なるため推奨代替商品としては準備し
ておりません。 

セーフティマット UM シリーズ用
変換コネクタ 

形UMPMC なし 2019年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2019060C 
形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接
続方法が異なるため推奨代替商品としては準備し
ておりません。 

セーフティマット UM シリーズ用
延長ケーブル 形UMEC-□□ なし 2019年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2019060C 
形UMAシリーズとコネクタ種類、複数台使用時の接
続方法が異なるため推奨代替商品としては準備し
ておりません。 

セーフティマット 
（カタログ非掲載品） 

形UM□-□□□□ 
形UMM□-□□□□-□□□□ 
の一部仕様 
形UMYM□-□□□□-□□□□ 
の一部仕様 

弊社担当営業にお問い合わ
せください。 

2019年6月末 プロダクトニュースNo.； 2019060C 

 

非常停止用押ボタンスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

スイッチユニット 形A22NZ-S-P□□N 形A22NZ-S-P□□ 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020046C 

点灯ユニット 形A22NZ-T-□PN 形A22NZ-T-□P 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020046C 

 

セーフティコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

接続コード 
（形F3SJ－形G9SA-300-SC 
接続専用） 

形F39-JC□C 一部商品 形F39-JD□B 一部商品 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019006C 
配線接続が異なります。 

セーフティ・リレーユニット 
（センサコネクタ接続タイプ） 

形G9SA-300-SC 形F3SP-B1P 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019006C 
配線接続が異なります。 

 

セーフティリレーユニット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

低速検知ユニット 形G9SX-LM224-F10-□ なし 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022010C 
低速検知ユニット形G9SX-LMとセットでご使用いた
だく近接センサ形E2Eシリーズは、2022年3月を持ち
まして生産終了となります。その後継機種である 
形E2E NEXTシリーズは形G9SX-LMと接続すること
ができません。 
お手数ですが2022年3月までに形E2Eシリーズを購
入いただくようお願いいたします。 
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一般リレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

スリムI/Oリレー 

形G2RV-SL5 
形G2RV-SL7 

形G2RV-SR5 
形G2RV-SR7 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018018C 
商品本体のケース色と、開閉部の配線順番が変更
になりますので、ご注意ください。 

形G2RV-1-Sシリーズ 形G2RV-1-S-Gシリーズ 2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020037C 
本体の色（カバー）が変更となりますのでご注意くだ
さい。 

ラチェットリレー 形G4Qシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

パワーリレー 

形G7Jシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022032C(ON) 

形G7Jシリーズ の一部仕様 
形G7X-4BP-JD DC125V 
形MMシリーズ の一部仕様 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

パワーリレー本体＋ 
補助接点ブロックセット 

形G7Z-□A□B-□Zシリーズ 形G7Z-□A□B-□Z-Rシリーズ 2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018034C 
生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なりま
す。 

形G7Z-□A□B-□Z-Bシリーズ 形G7Z-□A□B-□Z-R-Bシリーズ 2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018035C(ON) 
生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なりま
す。 

ミニパワーリレー 

形G2R-2-SNI の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022032C(ON) 

形MYシリーズ の一部仕様 
形G2Rシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

小形パワーリレー 
＜直流負荷開閉形＞ 形MK-S(X)シリーズ なし 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020018C 
他社相当品 
Weidmüller社様製 
形DRHシリーズ 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 

小形パワーリレー 
＜交流負荷開閉形＞ 形MK-S(X)シリーズ 

形G2Rシリーズ または 
形MK-Sシリーズ 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020018C 

本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 

小型パワーリレー 
形MKシリーズ の一部仕様 
形MK-Sシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

ラッチングリレー 
形G7Kシリーズ の一部仕様 
形MKKシリーズ の一部仕様 
形MMKシリーズ の一部仕様 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

I/Oリレー 
形G7Tシリーズ の一部仕様 
形P70A AC110/120 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

バイパワーリレー 形LYシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

補助接点ブロック 

形G73Z-□Zシリーズ 形G73Z-□Z-Rシリーズ 2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018034C 
生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なりま
す。 

形G73Z-□Z-Bシリーズ 形G73Z-□Z-R-Bシリーズ 2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018035C(ON) 
生産終了品と推奨代替商品で定格性能が異なりま
す。 

リレー回路ユニット 
（有接点アナンシェータ） 形MYAシリーズ（配線タイプ） なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019027C 

リレー回路ユニット 形MYAシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

短絡バー 形P2RVMシリーズ 形PYDN-6.2シリーズ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018018C 
推奨代替機種は、生産終了商品と互換性がありま
せん。 
生産終了機種は、推奨代替商品と互換性がないた
め、ご注意ください。 

専用ソケット 形P7M(F)シリーズ なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020018C 

保持金具 形PYC-A2 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020018C 

形G2RVソケット用 
プラスチックラベル 形R99-15 for G2RV 

形XW5Z-P2.5LB1 
形XW5Z-P2.5LB2 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018018C 
推奨代替機種は、生産終了商品と互換性がありま
せん。 
生産終了機種は、推奨代替商品と互換性がないた
め、ご注意ください。 

形G2RVソケット用ラベル 
（シール） 

形R99-16 for G2RV なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018018C 
推奨代替機種は、生産終了商品と互換性がありま
せん。 
生産終了機種は、推奨代替商品と互換性がないた
め、ご注意ください。 
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ターミナルリレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ターミナルリレー 

形G6A-8BND DC24 
形G6A-8BND DC12 
形G6A-8BND DC5 

形G6B-4CB DC24 
形G6B-4CB DC12 
なし 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018027C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
推奨代替品は1Cリレー4個となりますので、コイル端
子①端子－②端子と③端子－④端子を短絡させ、
簡易的に2Cリレー2個としてご使用ください。 

形G6C-2B/4B DC5シリーズ 
形G6C-2B/4B DC12シリーズ 
形G6C-2B/4B DC24シリーズ 

推奨代替商品なし 
形G6B-4CB DC12 
形G6B-4CB DC24 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021069C 
外形寸法･取付寸法など多くの変更があります。 
推奨代替商品 形G6B-4CBにつきましては、安全
規格認証がありませんので、ご注意ください。 

リレーターミナル 形G70D-VZOM16 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022035C 

リレーターミナルソケット 形G70A-ZIM16-5 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022035C 

 

I/Oリレーターミナル 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

リレーターミナル 

形G7VC-OC16 DC24 
形G7VC-OC16-1 DC24 
形G7VC-OD16 DC24 
形G7VC-OA16 DC24 

形G70D-SOC16 DC24 
形G70D-SOC16-1 DC24 
形G70D-FOM16 DC24 
形G70D-FOM16 DC24 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022034C 
外形寸法、取付寸法、定格性能が異なりますので、
ご注意ください。 

リレーターミナル 
（形B7A・PLCコネクタタイプ接続
用） 

形G7VC-OC16-B7 
形G70D-R6R11-B7A DC24 
または 
形G70D-R6R31-B7A DC24 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022034C 
外形寸法、取付寸法、定格性能が異なりますので、
ご注意ください。 

I/Oリレーターミナル 形G7TCシリーズ  の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022035C 

I/Oターミナルソケット 形P7TFシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022035C 

短絡板 形G78-V02 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022034C 

共通オプション 形P6BFシリーズ  の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022035C 
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ソリッドステート・リレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ソリッドステート・リレー 

形G3B-205S DC4-30 
形G3B-205S-VD DC5-24 
形G3B-205SM 
形G3B-205SA 
形G3BD-103S(-VD) DC5-24 
 
 
形G3BD-103SM DC4-24 
 
 

形G3PJ-215B DC12-24 
形G3PJ-215B DC12-24 
形G3PJ-215B DC12-24 
形G3PJ-215B DC12-24 
形G3HD-X03SN-VD DC5-24 
または 
形G3HD-202SN-VD DC12-24V 
形G3HD-X03SN-VD DC5-24 
または 
形G3HD-202SN-VD DC12-24V 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021076C 
形G3PJ-215Bは外形寸法・配線接続等が異なりま
すので、ご注意ください。 
入力端子プッシュイン（形G3PJ-215B-PU）も品揃え
しております。 
形G3HDシリーズは、ソケットが異なりますので、ご注
意ください。 
定格負荷DC110V/3Aが必要な場合は、 
形G3NA-D210B-UTUをご検討ください。 

形G3CN-202PL一部商品 なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019022C(ON) 

形G3CN の一部仕様 
形G3R の一部仕様 
形G3S(D) の一部仕様 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022039C(ON) 

形G3DZ-DZR8P1 DC24 なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019023C(ON) 

形G3F の一部仕様 
形G3H の一部仕様 
形G3NA の一部仕様 
形G3NE の一部仕様 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022037C 

適合規格なし品 
形G3F-202SN 
形G3F-203S(N) 
形G3F-203SL(N) 
形G3FD-102S(N) 
形G3FD-X03S(N) 

適合規格あり品 
形G3F-202SN-VD 
形G3F-203S(N)-VD 
形G3F-203SL(N)-VD 
形G3FD-102S(N)-VD 
形G3FD-X03S(N)-VD 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021075C 
形G3F-203S(N)-VDは入力インピーダンスが変わり
ますので、ご注意ください。 

適合規格なし品 
形G3H-203S(N) 
形G3H-203SL(N) 
形G3H-X03S(N) 
形G3HD-202SN 

適合規格あり品 
形G3H-203S(N)-VD 
形G3H-203SL(N)-VD 
形G3H-X03S(N)-VD 
形G3HD-202SN-VD 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021074C 
形G3H-203S(N)-VDは入力インピーダンスが変わり
ますので、ご注意ください。 

形G3M-203P(-4) 
形G3M-203PL(-4) 
形G3M-203P-UTU-1(-4) 
形G3M-203PL-UTU-1(-4) 
形G3M-205P(L)(-4) 
形G3M-205P(L)-VD-1(-4) 

形G3CN-203P1-US 
形G3CN-203PL1-US 
形G3CN-203P1-US 
形G3CN-203PL1-US 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020021C(ON) 
外形寸法、プリント基板加工寸法が異なります。 
UL,CSA規格認証品については、推奨代替商品、
形式末尾に-USのついた規格認証形式をご選定い
ただきますようご注意ください。 
EN規格認証品については、推奨代替商品にはござ
いません。ご選定の際はご注意ください。 

形G3MC-101P(-VD)  
形G3MC-201P(-VD)(-1) 
形G3MC-202P(-VD)(-1) 
形G3MC-101PL(-VD) DC5 
形G3MC-101PL(-VD) DC12 
形G3MC-101PL(-VD) DC24 
形G3MC-202PL(-VD)(-1) DC5 
形G3MC-202PL(-VD)(-1) DC12 
形G3MC-202PL(-VD)(-1) DC24 
形G3MC-201PL(-VD)(-1) DC5 
形G3MC-201PL(-VD)(-1) DC12 
形G3MC-201PL(-VD)(-1) DC24 
形G3MC-102PL DC5 
形G3MC-202PL-VD-2 DC12 

形G3CN-202P1-US DC3-28 
形G3CN-202P1-US DC3-28 
形G3CN-202P1-US DC3-28 
形G3CN-202PL1 DC5 
形G3CN-202PL1-US DC12 
形G3CN-202PL1-US DC24 
形G3CN-202PL1 DC5 
形G3CN-202PL1-US DC12 
形G3CN-202PL1-US DC24 
形G3CN-202PL1 DC5 
形G3CN-202PL1-US DC12 
形G3CN-202PL1-US DC24 
形G3CN-202PL1 DC5 
形G3CN-202PL1-US DC12 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020020C(ON) 
外形寸法、プリント基板加工寸法が異なります。 
形G3CNシリーズについては、EN規格認証形式が
ございませんので、ご注意ください。 
形G3CN-202PLシリーズのDC5V仕様については、
UL/CSA規格認証形式がございませんので、ご注
意ください。 

形G3NA-205B(-UTU) 
形G3NA-210B(-UTU)(-3) 
形G3NA-220B(-UTU) 
形G3NA-225B(-UTU) 
形G3NA-240B(-UTU) 
形G3NA-250B-UTU 

AC100-120 
形G3NA-250B-UTU 

AC200-240 
形G3NA-410B 
形G3NA-420B 
形G3NA-425B-2 
形G3NA-440B-2 
形G3NA-450B-2 
形G3NA-D210B 

形G3NA-205B-UTU 
形G3NA-210B-UTU 
形G3NA-220B-UTU 
形G3NA-225B-UTU 
形G3NA-240B-UTU 
形G3NA-250B-UTU 

AC100-240 
形G3NA-250B-UTU 

AC100-240 
形G3NA-410B-UTU 
形G3NA-420B-UTU 
形G3NA-425B-UTU-2 
形G3NA-440B-UTU-2 
形G3NA-450B-UTU-2 
形G3NA-D210B-UTU 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019065C 
• 定格性能：入力電圧AC100-120タイプと

AC200-240タイプは生産終了とし、AC100-240タ
イプの推奨代替商品へ集約します。 

• 安全規格：UL/CSA規格のみ取得タイプは生産
終了とし、UL/CSA/EN規格を取得の推奨代替商
品へ集約します。 

• 形G3NA-□B(-UTU) AC100-120については、推
奨代替商品の入力インピーダンスが異なりますの
で、ご注意ください。 

• 形G3NA-□B(-UTU) AC200-240については、推
奨代替商品の動作電圧・復帰電圧が異なります
ので、ご注意ください。 

適合規格なし品 
形G3NE-205T(L) 
形G3NE-210T(L) 
形G3NE-220T(L) 

適合規格あり品 
形G3NE-205T(L)-US 
形G3NE-210T(L)-US 
形G3NE-220T(L)-US 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021085C 

I/Oソリッドステート・リレー 

適合規格なし品 
形G3R-IAZR1SN 
形G3R-IDZR1SN(-1) 
形G3R-OA202SZN 
形G3R-OA202SLN 
形G3R-ODX02SN 
形G3R-OD201SN 

適合規格あり品 
形G3R-IAZR1SN-UTU 
形G3R-IDZR1SN(-1)-UTU 
形G3R-OA202SZN-UTU 
形G3R-OA202SLN-UTU 
形G3R-ODX02SN-UTU 
形G3R-OD201SN-UTU 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021072C(ON) 

形G3TA-IDZR02S 
DC100-240 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022037C 



27 

ソリッドステート・リレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

I/Oソリッドステート・リレー 

適合規格なし品 
形G3TA-IAZR02S 
形G3TA-IDZR02S(M) 
形G3TA-OA202SZ 
形G3TA-OA202SL 
形G3TA-ODX02S 
形G3TA-OD201S 

適合規格あり品 
形G3TA-IAZR02S-US 
形G3TA-IDZR02S(M)-US 
形G3TA-OA202SZ-US 
形G3TA-OA202SL-US 
形G3TA-ODX02S-US 
形G3TA-OD201S-US 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021071C 

パワー・ソリッドステート・リレー 形G3PA の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022037C 

三相モータ用ソリッドステート・コ
ンタクタ（ソフトスタート/ストップ、
モニタ出力機能内蔵タイプ） 

形G3J-T-217BL-C-05 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022037C 

スリムI/Oソリッドステート・リレー 形G3RV-SL500 
形G3RV-SL700 

形G3RV-SR500 
形G3RV-SR700 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018022C 
商品本体のケース色と、開閉部の配線順番が変更
になりますので、ご注意ください。 

ハイブリッド・パワーリレー 
適合規格なし品 
形G9H-205S 
形G9H-210S 

適合規格あり品 
形G9H-205S-US 
形G9H-210S-US 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021070C 

ソリッドステート・リレー  
形G3NAシリーズ用取付金具 形R99-11 FOR G3NA なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019040C 

パワー・デバイス・カートリッジ 形G32A-A□□-VD-3 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022037C 

放熱器 形Y92B-P250N なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022037C 

 

シグナルリレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

MOS FETリレー 

形G3VM-2 
形G3VM-2F 
形G3VM-2F(TR) 
形G3VM-3 
形G3VM-3F 
形G3VM-3F(TR) 
形G3VM-V 
形G3VM-VF 
形G3VM-VF(TR) 
形G3VM-XN 
形G3VM-XNF 
形G3VM-XNF(TR) 
形G3VM-4N 
形G3VM-W 
形G3VM-WF 
形G3VM-WF(TR) 
形G3VM-S2 
形G3VM-S2(TR) 
 
形G3VM-S1 
形G3VM-S1(TR) 
 
形G3VM-SY 
形G3VM-SY(TR) 

形G3VM-351A 
形G3VM-351D 
形G3VM-351D(TR) 
形G3VM-351B 
形G3VM-351E 
形G3VM-351E(TR) 
形G3VM-61B1 
形G3VM-61E1 
形G3VM-61E1(TR) 
形G3VM-61B1 
形G3VM-61E1 
形G3VM-61E1(TR) 
形G3VM-401B 
形G3VM-352C 
形G3VM-352F 
形G3VM-352F(TR) 
形G3VM-351VY 
形G3VM-351VY(TR) または 
形G3VM-351VY(TR05) 
形G3VM-61VY3 
形G3VM-61VY3(TR) または 
形G3VM-61VY3(TR05) 
形G3VM-62J1 
形G3VM-62J1(TR) 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019029C(ON) 
本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の
一部が変わります。 
配線接続・取付寸法・操作方法は完全互換です。 

形G3VM-351G 
形G3VM-351G(TR) 
 

形G3VM-351VY 
形G3VM-351VY(TR) または 
形G3VM-351VY(TR05) 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018037C(ON) 
本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の
一部が変わります。 
入出力間耐電圧・使用周囲温度定格は上位互換で
す。 
配線接続・取付寸法・操作方法・出力側定格は完
全互換です。 

形G3VM-4NF 
形G3VM-4NF(TR) 

形G3VM-401E 
形G3VM-401E(TR) 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017039C(ON) 
定格性能、動作特性の一部が変わります。 
本体の色、外形寸法、配線接続、取付寸法、操作
方法については完全互換の商品です。 

形G3VM-61G1 
形G3VM-61G1(TR) 
 
形G3VM-61GR1 
形G3VM-61GR1(TR) 
 

形G3VM-61VY3 
形G3VM-61VY3(TR) または 
形G3VM-61VY3(TR05) 
形G3VM-61VR 
形G3VM-61VR(TR) または 
形G3VM-61VR(TR05) 

2019年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2018054C(ON) 
本体の色、および外形寸法・定格性能・動作特性の
一部が変わります。 
入出力間耐電圧・使用周囲温度定格は上位互換で
す。 
配線接続・取付寸法・操作方法・出力側定格は完
全互換です。 
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MOS FETリレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

MOS FETリレー 

形G3VM-41AY 
形G3VM-41DY 
形G3VM-41DY(TR) 
形G3VM-61AY 
形G3VM-61DY 
形G3VM-61DY(TR) 
形G3VM-201AY 
形G3VM-201DY 
形G3VM-201DY(TR) 
形G3VM-351AY 
形G3VM-351DY 
形G3VM-351DY(TR) 
形G3VM-401AY 
形G3VM-401DY 
形G3VM-401DY(TR) 
形G3VM-601AY 
形G3VM-601DY 
形G3VM-601DY(TR) 

形G3VM-41AY1 
形G3VM-41DY1 
形G3VM-41DY1(TR05) 
形G3VM-61AY1 
形G3VM-61DY1 
形G3VM-61DY1(TR05) 
形G3VM-201AY1 
形G3VM-201DY1 
形G3VM-201DY1(TR05) 
形G3VM-351AY1 
形G3VM-351DY1 
形G3VM-351DY1(TR05) 
形G3VM-401AY1 
形G3VM-401DY1 
形G3VM-401DY1(TR05) 
形G3VM-601AY1 
形G3VM-601DY1 
形G3VM-601DY1(TR05) 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021033C(ON) 
動作特性の一部が変わります。本体の色、外形寸
法、配線接続、取付寸法、定格性能、操作方法は
完全互換です。 

 

パワーリレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

パワーリレー 

形G4AN-1A 
形G4AS-1A 

形G4A-1A-PE  
形G4A-1A-PE 

2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020044C(ON) 
外形寸法／取付寸法、コイル定格、接点定格、動
作特性が変更となります。 

形G5PA-2 
形G5PA-2 DC9 (PF) 
形G5PA-28 
形G5PA-28-MC 
形G5PA-28-MC DC9 
形G5PA-28-NW-MC 
形G5PA-28-X-MC 

形G2R-2A 
推奨代替商品なし 
形G2RL-2A 
形G2RL-2A 
推奨代替商品なし 
形G2RL-2A 
形G2RG-2A4 

2018年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2017038C(ON) 
外形寸法／取付寸法が変わりますので、適応性を
ご確認ください。 

形G5SBシリーズ 形G5Qシリーズ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017032C(ON) 
互換品となりますが、接点定格・性能・各種特性が
若干異なりますので、適応性を改めてご確認くださ
い。 

 

DCパワーリレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

DCパワーリレー 
形G9EBシリーズ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019061C(ON) 

形G9ENシリーズ なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020080C(ON) 

 

車載用リレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

車載用プラグインリレー 

形G8JNシリーズ 
形G8MSシリーズ 
形G8HNシリーズ 
形G8HLシリーズ 

なし 2018年12月末 プロダクトニュースNo.； 2017070C(ON) 

車載用PCBリレー 

形G8Uシリーズ 
形G8SNシリーズ 
形G8SEシリーズ 
形G8Sシリーズ 
形G8QNシリーズ 
形G8QEシリーズ 
形G8PEシリーズ 
形G8FEシリーズ 

なし 2018年12月末 プロダクトニュースNo.； 2017071C(ON) 
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温度調節器（デジタル調節計） 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

サーマックR デジタル調節計 

形E5ARシリーズ(1入力タイプ) 
形E5ERシリーズ(1入力タイプ) 
形E5ARシリーズ(2入力タイプ) 
形E5ERシリーズ(2入力タイプ) 
形E5ARシリーズ(4入力タイプ) 

形E5ACシリーズ 
形E5ECシリーズ 
形E5ECシリーズ(2台) 
形E5ECシリーズ(2台) 
形E5ECシリーズ(4台) 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019045C 
外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内
容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社
担当営業までお問い合わせください。 

サーマックR デジタル調節計 
（プログラムタイプ） 

形E5AR-Tシリーズ(1入力タイプ) 
形E5ER-Tシリーズ(1入力タイプ) 
形E5AR-Tシリーズ(2入力タイプ) 
形E5ER-Tシリーズ(2入力タイプ) 
形E5AR-Tシリーズ(4入力タイプ) 
 

形E5AC-Tシリーズ 
形E5EC-Tシリーズ 
形E5EC-Tシリーズ(2台) 
形E5EC-Tシリーズ(2台) 
形E5EC-Tシリーズ(1台) ＋ 
形E5ECシリーズ(3台) 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019045C 
外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内
容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社
担当営業までお問い合わせください。 

温度調節器（デジタル調節計） 
高性能タイプ 

形E5AN-HSS□(-FLK) 形E5AN-HAA□(-FLK) 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017044C 
• 配線接続が異なります。 
• 推奨代替商品にはSSR出力機能がありません。 

別売の電圧出力ユニット(SSR駆動用)を装着し
て、外部にSSRを接続することにより、生産終了商
品と同様のSSR出力仕様としてお使いいただけま
す。 

形E5EN-HSS□(-FLK) 形E5EN-HAA□(-FLK) 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017046C 
• 配線接続が異なります。 
• 推奨代替商品単体においてはSSR出力機能があ

りません。 
別売の電圧出力ユニット(SSR駆動用)を装着し
て、外部にSSRを接続することにより、生産終了商
品と同様のSSR出力仕様としてお使いいただけま
す。 

温度調節器（デジタル調節計） 
プログラムタイプ 

形E5AN-HTPRR□(-FLK) 形E5AC-TPR□-□ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017045C 
• 外形寸法、配線接続、定格性能が異なります。 
• 推奨代替商品の通信インターフェースはRS-485

のみとなります。 

形E5CN-HTQQ□(-FLK) 形E5CC-TQQ□-□ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017048C 
• 外形寸法、配線接続、定格性能が異なります。 
• 推奨代替形式の通信インターフェースはRS-485

のみとなります。 

形E5EN-HTPRR□(-FLK) 形E5EC-TPR□-□ 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017047C 
• 外形寸法、配線接続、定格性能が異なります。 
• 推奨代替形式の通信インターフェースはRS-485

のみとなります。 

温度調節器 
形E5CCシリーズ 
形E5ECシリーズ 
ドローアウトタイプ 

形E5CDシリーズ 
形E5EDシリーズ 
 

2022年7月末 

プロダクトニュースNo.； 2021057C 
• 端子配置 

一部異なる推奨代替え機種があります。 
• 定格性能 

一部異なる推奨代替え機種があります。 

デジタル調節計 
（DeviceNet™タイプ） 

形E5AR-DRTシリーズ
(DeviceNet™) 
形E5ER-DRTシリーズ
(DeviceNet™) 

形EJ1N-HFUB-DRT ＋  
形EJ1Nシリーズ 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019045C 
外形寸法、定格性能など多くの変更があります。内
容が多く複雑なため、ご不明点につきましては弊社
担当営業までお問い合わせください。 

デジタルサーモ 

形E5LD-714C AC200 4M 形E5LD-715C AC200 5M 2019年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2019037C 
本製品にはサーミスタが付属されています、生産終
了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なりま
す。 
その他の相違点はありません。 
 リード長 
 ・生産終了商品 4m 
 ・推奨代替商品 5m 

形E5LDシリーズ一部商品 
形E5CB-R1TC AC100-240V 
または 
形E5CB-R1P AC100-240V 

2024年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022049C 
• 外部入力機能「設定シフト」が使用できません。 
• 外部入力機能「制御禁止」が使用できません。 
• 温度入力センサーのサーミスタが使用できませ

ん。 
使用可能な温度入力センサーは熱電対及び、白
金測温抵抗体のみとなります。 

• 温度センサーは製品一体型ではなく入力端子接
続となり、また別途ご準備いただく必要がありま
す。 

• 外形寸法、取付方法が大きく異なります。 
• 表示、操作方法が大きく異なります。 
• 消費電力が増加します。（約1.2VA⇒約3.5VA） 
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温度調節器（デジタル調節計） 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

デジタルサーモ 

形E5LC-1□□ 
 
形E5LC-2□□ 
 
形E5LC-3□□ 
 
形E5LC-4□□ 
 
形E5LC-5□□ 
 
形E5LC-6□□ 
 
形E5LC-7□□ 
 
形E5LD-1□□□ 
 
 
形E5LD-2□□□ 
 
 
 
形E5LD-3□□□ 
 
 
形E5LD-4□□□ 
 
形E5LD-5□□□ 
 
 
 
形E5LD-6□□□ 
 
 
 
形E5LD-7□□□ 
 
 
 
 
形E5LD-313C AC100 3M 
形E5LD-314C AC100 4M 
形E5LD-414C AC100 4M 

形E5LC-1 
形E5LC-115 5M 
形E5LC-2 
形E5LC-215 
形E5LC-3 
形E5LC-315 
形E5LC-4 
形E5LC-415 
形E5LC-5 
形E5LC-515 
形E5LC-6 
形E5LC-615 
形E5LC-7 
形E5LC-715 
形E5LD-1C 
形E5LD-115 
形E5LD-115C 
形E5LD-2 
形E5LD-2C 
形E5LD-215 
形E5LD-215C 
形E5LD-3 
形E5LD-315 
形E5LD-315C 
形E5LD-4 
形E5LD-415 
形E5LD-5 
形E5LD-5C 
形E5LD-515 
形E5LD-515C 
形E5LD-6 
形E5LD-6C 
形E5LD-615 
形E5LD-615C 
形E5LD-7 
形E5LD-7C 
形E5LD-715 
形E5LD-715C 
 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020057C 
本製品にはサーミスタが付属されています。生産終
了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが異なりま
す。 

DeviceNet™通信ユニット 形E5ZN-DRT なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018014C 

ターミナルユニット 形E5ZN-SCT□ なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018014C 

モジュール型温度調節器 
（傾斜温度制御タイプ） 
高機能ユニット 

形EJ1G-HFU□ 形NX1P2-9024DT 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019034C 
形EJ1Gシリーズは、形EJ1G-HFU□-□と 
形EJ1G-TC□□を連結して使用されます。 
推奨代替商品の場合は、形NX-TSシリーズ、 
形NX-HBシリーズ、形NX1P2-9024DTとSysmac 
Liberaryの温度制御ライブラリ（形SYSMAC-XR007）
の組み合わせの構成になります。 
Sysmac Liberary詳細については当社営業担当にお
問い合わせいただけますようお願いいたします。 

モジュール型温度調節器 
（傾斜温度制御タイプ） 
基本ユニット 

形EJ1G-TC□ 
形NX-TS2□01 
形NX-TS3□01 
形NX-HB3201 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019034C 
形EJ1Gシリーズは、形EJ1G-HFU□-□と 
形EJ1G-TC□□を連結して使用されます。 
推奨代替商品の場合は、形NX-TSシリーズ、 
形NX-HBシリーズ、形NX1P2-9024DTとSysmac 
Liberaryの温度制御ライブラリ（形SYSMAC-XR007）
の組み合わせの構成になります。 
Sysmac Liberary詳細については当社営業担当にお
問い合わせいただけますようお願いいたします。 

モジュール型温度調節計  
高機能ユニット 

形EJ1N-HFUB-NFLK 
形EJ1N-HFUB-NFL2 
形EJ1N-HFUB-DRT 
形EJ1N-HFUA-NFLK 
形EJ1N-HFUA-NFL2 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022060C 

モジュール型温度調節計 

形EJ1N-TC4A-QQ-300 
形EJ1N-TC2A-QNHB-300 
形EJ1N-TC2A-CNB-300 
形EJ1N-HFUA-NFLK-300 
形EJ1N-HFUA-NFL2-300 
形EJ1C-EDUA-NFLK-300 

形EJ1N-TC4A-QQ 
形EJ1N-TC2A-QNHB 
形EJ1N-TC2A-CNB 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
形EJ1C-EDUA-NFLK 

2022年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2022009C 
• -300が製品ラベルに「Sマーク」あり → 代替製品

（-300をとったもの） 「Sマークなし」 
• その他の仕様、性能、操作性、外観は変更ありま

せん。 
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温度調節器（デジタル調節計） 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

モジュール型温度調節器 形E5ZN-2□ 形NX-TCシリーズ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018014C 
本体の色、外形寸法など多くの変更があります。 
形E5ZNシリーズは形E5ZN-SCTと形E5ZN-2□の組
み合わせで使用になりますが、形NX-TCシリーズを
ご使用の際は、形NXシリーズの通信カプラユニット
との接続が必要になります。形NX-TCシリーズ仕様
詳細については、形NX-IOシリーズカタログをご参
照ください。 
2017年に生産終了している設定表示器  
形E5ZN-SDLとセットでご使用されている際には、 
形E5DC等表示付温度調節器への移行を検討いた
だきますようお願いいたします。 

温度センサ 

形E52-CA1D609 4M 
形E52-CA15AY D=1.6 3M 
形E52-CA15AY D=3.2 NETU 5M 
形E52-CA9AY-8 D=6 NETU 2M 
形E52-CA16AY-8 D=6 NETU 2M 
形E52-CA10A-N-14 D=3.2 1M 
形E52-CA10AE-N 6M 
形E52-CA10ASY 3M 
形E52-CA1DY M6 3M 
形E52-CA1DY M6 5M 
形E52-CA1DSY W1/4 3M 
形E52-THE5A 0-100 5M 
形E52-THE5A -50-50 8M 
形E52-P10GPY-7 3M 
形E52-P15AY D=3.2 15M 
形E52-P15AY D=3.2 NETU 15M 
形E52-P10AY-24 D=1.6 2M 
形E52-P20AY-24 D=1.6 1M 
形E52-P6AY-24 D=1.6 NETU 4M 
形E52-P15AY-24 D=2 1M 

推奨代替商品なし 
形E52-CA15AY D=1.6 4M 
形E52-CA15AY D=3.2 NETU 8M 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
形E52-CA10AE-N 4M 
形E52-CA10ASY 4M 
形E52-CA1DY M6 4M 
形E52-CA1DY M6 8M 
形E52-CA1DSY W1/4 4M 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020040C 
生産終了商品と推奨代替商品とで、リードの長さが
異なります。 

形E52-THE2A-431 0-50 D=3 2.5M 
形E52-THE5A603 100-200 2M 
形E52-THE2A624 100-200 2M 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021007C 

形E52シリーズ保護管長、 
リード線長変更品 

形E52シリーズカタログ品 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021067C 
保護管長、リード線長がカタログ品と異なります。取
付方法、リード線延長に際してはカタログの注意事
項を確認ください。 

サーミスタ温度センサ 

形E52-THE3A-40 0-100 10M なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020033C 

形E52-THE3A-44 0-100 D4.5 0.075M 形E52-THE-E5L 0-100 0.5M 2018年9月末 
プロダクトニュースNo.； 2018055C 
外形寸法において、生産終了商品と相違がありま
す。 

端子カバー 

形E53-COV01 
形E53-COV07 
形E53-COV08 
形E53-COV11 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022029C 

形E53-COV12 
形E53-COV13 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018014C 

形E53-COV14 
形E53-COV15 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020007C 

形E53-COV0809 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020035C 

温度調節器出力ユニット 形E53-S なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017041C 

USB-赤外線変換ケーブル 形E58-CIFIR 形E58-CIFQ1 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021002C 
配線接続、取付寸法が異なります。 
本製品の生産終了にともない温度調節器（デジタル
調節計） 高性能タイプ 形E5AN-H、形E5EN-Hシリ
ーズに搭載している赤外線通信の機能も削除しま
す。（温度調節器に関する設計変更は、弊社担当
営業にお問い合わせください。） 

非接触温度センサ用 
黒体スプレー 

形ES1-S なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018003C 
他社相当品 
 オキツモ株式会社様製 
 形No.6670 補正用スプレー 

非接触温度センサ用 
黒体テープ 

形ES1-T なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018003C 
他社相当品 
 日本ポリマー株式会社様製 
 形GTT-3 

湿度センサ 形ES2-HB 形ES2-HB-N 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017040C 
• 湿度センサモジュール形ES2-Mは生産終了しま

せんが、推奨代替商品には専用の湿度センサモ
ジュール形ES2-M-Nが必要です。 

• 湿度センサモジュールは生産終了品のものと異
なるため、生産終了品用のモジュールを使用する
ことはできません。 
また、逆に推奨代替品用のモジュールを生産終
了品に使用することもできません。（互換性無し） 

• 湿度信号用および温度信号用の内部端子台の
位置が異なりますので、ケーブル延長される場合
には、配線にご注意ください。 
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温度調節器（デジタル調節計） 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

温湿度センサ 形ES2-THB 形ES2-THB-N 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017040C 
• 湿度センサモジュール形ES2-Mは生産終了しま

せんが、推奨代替商品には専用の湿度センサモ
ジュール形ES2-M-Nが必要です。 

• 湿度センサモジュールは生産終了品のものと異
なるため、生産終了品用のモジュールを使用する
ことはできません。 
また、逆に推奨代替品用のモジュールを生産終
了品に使用することもできません。（互換性無し） 

• 湿度信号用および温度信号用の内部端子台の
位置が異なりますので、ケーブル延長される場合
には、配線にご注意ください。 

形ES1000シリーズ用出力ケーブル 
形ES1000-CA021-051 
形ES1000-CA021-202 形ES1000-CA021-102 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018047C 
生産終了商品と推奨代替商品ではケーブルの長さ
のみが異なります。 

検査成績書 
形E5AR-K 
形E5ER-K なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020004C 

設定内容連絡書 
形E5AR-D 
形E5ER-D なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020034C 

オプション品（取り付け金具） 形Y92H-12 
形Y92H-13 

なし 2025年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022049C 

単位ラベル 形Y92S-L1 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020006C 
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タイマ／タイムスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ソリッドステート・タイマ 

形H3CR-H8L-601 
AC200-240 12S 

形H3CR-H8L-343 
DC100-125 S 

形H3CR-H8L-343 
DC100-125 M 

形H3CR-H8L-343 
AC/DC24 M 

形H3CR-G8L-604 
AC200/220/240 

形H3CR-G8L-301 
AC100-120 

形H3CR-A8E-314 
AC100-240/DC100-1 

形H3CR-A8E-30 AC50 
 
形H3CR-A8-50 DC48 
 
形H3CR-A8-30 AC50 
形H3CR-HRL-343 DC48 S 
形H3CR-H8RL-40 AC120 6S 
形H3CR-A8E-32 

AC100-/DC100- 300H 
形H3CR-A-603 

AC24-/DC12- 300H 

形H3CR-H8L AC200-240 S 
 
形H3CR-H8L DC100-125 S 
 
形H3CR-H8L DC100-125 M 
 
形H3CR-H8L AC/DC24 M 
 
形H3CR-G8L AC200-240 
 
形H3CR-G8L AC100-120 
 
形H3CR-A8E 

AC100-240/DC100-125 
形H3CR-A8 

AC24-48/DC12-48 
形H3CR-A8 

AC24-48/DC12-48 
形H3CR-A8E AC/DC24-48 
形H3CR-HRL DC48 S 
形H3CR-H8RL AC100-120 S 
形H3CR-A8E 

AC100-240/DC100-125 
形H3CR-A 

AC24-48/DC12-48 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019030C 
生産終了商品と推奨代替商品とで、電源仕様が大
きく異なり、使用いただける電圧範囲も異なる場合
があります。 
使用時には推奨代替商品の電圧仕様範囲をご考
慮いただけますようお願いします。 

形H3Y-4 特殊電圧仕様 
形H3Y-4-☐ 特殊仕様 

形H3CR、形H3YN 
形H3Y、形H3YN 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018046C 
形H3Y-4の特殊電源電圧仕様品を形H3CRに置き
換える際、制御出力が限時4cから限時2cになりま
す。 
形H3Y-4の特殊電源電圧仕様品を形H3CRに置き
換える際、推奨ソケット（別売）が別途必要になりま
す。 

形H3Y-4-CBG DC125 10S 
形H3Y-4-CBG DC125 30S 
形H3Y-4-CBG DC24 30M 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020013C 

アナログタイマ 

形H3AM-NS-□ 
 
 
 
 
形H3AM-NSR-□ 
 
 
 
 

形H5CX-L8E-N＋形P3G-08 
（ソケット） 
または 
形H3CR-A8E＋形P3G-08 
（ソケット） 
形H5CX-L8-N＋形P3G-08 
（ソケット） 
または 
形H3CR-A＋形P3GA-11 
（ソケット） 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018029C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
• 形H3AMはモータ駆動のモータタイマです。モー

タ駆動の推奨代替品はありません。 
推奨代替品は、ソリッド・ステートタイマ、デジタル
タイマのため、電断中の出力状態が異なる場合
があります。 

• 推奨代替品は可動指針による経過時間表示があ
りません。 
形H3CRでは残り時間が設定時間の１割を切る
と、動作/通電表示（グリーン）の点滅が早くなりま
すので、ある程度推測できます。 
形H5CXはデジタル（数字）にて経過時間と設定
時間を同時表示しています。 

• 形H3AMシリーズと推奨代替品では、本体寸法、
形状、取り付け方法・寸法が異なります。 
（メンテナンスでの交換時） 形H3AMの取りつけ
加工穴（φ81穴）をメンテナンスなどで流用される
場合は、埋込み取りつけ用アダプタ形Y92F-38
（別売）（※）をご使用下さい。（6ｐの■取付寸法
をご覧ください。） 
※形Y92F-38（別売）：2020年4月発売予定 

• 形H3AM-NSR-□のリセット入力は、 
形H5CX-L8-N、形H3CR-Aでは同様にリセット入
力に相当します。 
ただし、形H5CX-L8-N、形H3CR-Aのリセット入
力は無電圧入力のため、形H3AM-NSR-□のリセ
ット入力の信号レベルと同じ入力をすると破壊し
ます。リレー等を介して、無電圧レベルの入力に
変換が必要となります。 

• 形H3CR-Aは電断保持動作仕様がないため、電
断時はリセットされ、計時値は保持されません。 

• 形H3AMと推奨代替品は出力接点数・仕様が異
なる場合があります。 
推奨代替品には配線用のソケットが必要となりま
す。 

L用フック 形PHC-4 (L.HOOK FOR H2A) なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020010C 

ベースアダプタ 形Y92F-43 なし 2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020012C 
2017年3月末に生産終了した形H3Mシリーズのオプ
ションのベースアダプタです。 
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タイマ／タイムスイッチ、カウンタ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

タイマ/タイムスイッチ・カウンタ用
軟質カバー 

形Y92A-48F 形Y92A-48F1 2020年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2019024C 
推奨代替商品には、固定用の金具が付属されま
す。 

 

タイマ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ソリッドステート・タイマ 

形H3CR-A-43 
AC100-240/DC100-125 
形H3CR-A-43 
AC24-48/DC24-48 
形H3CR-A8-43 
AC100-240/DC100-125 
形H3CR-A8-43 
AC24-48/DC24-48 
形H3CR-A8-604 
AC100-240/DC100-125 
形H3CR-G8L-604 
AC100/110/120 
形H3CR-H8L-343 
AC100-120 M 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021004C 

形H3Y 特殊電圧仕様 
 
形H3Y 特殊仕様 

形H3Y 標準電圧仕様 
形H3YN 
推奨代替商品なし 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021024C 
形H3Y-2 AC240を形H3Y-2 AC200-230に置き換え
る場合、許容入力電圧範囲が変更になります。 
形H3Yから形H3YNに置き換える場合、設定できる
時間レンジが異なります。 

形H3Y-106-22シリーズ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022026C 

 

タイムスイッチ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ソーラータイムスイッチ 形H4KV-DSA-R なし 2022年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021062C 
他社相当品 
大崎電気工業株式会社様製 
形TYE5-1SA 
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カウンタ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

電子カウンタ 

形H7ANシリーズ 形H7BXシリーズ 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022031C 
本体の色、操作方法が異なります。 
• 機種構成 

形H7BXではトータルカウンタがありませんので、
プリセットカウンタのトータルプリセットカウンタ機
能が推奨代替品となります。 

• パラメータの設定 
推奨代替商品では動作モード、入力信号方式な
どを内部パラメータで設定する方式に変わりま
す。 

• 電源ON/ OFF時の入力受付時間 
電源ONから入力受付可までの時間（センサ待ち
時間）が形H7AN：50msから形H7BX：290msへ変
更となります。 
電源OFFから入力受付不定時間は、形H7AN:0
～50msから形H7BX：5ms～1005msへ変更となり
ます。 
入力受付時間についてご留意ください。 

• 端子配置 
端子配置が一部異なります。詳細は「■端子配置
／配線接続（4ページ）」をご確認ください。 
接地端子なし 
ノイズ対策として形H7ANには接地端子を設けて
いますが、形H7BXでは不要となります。 
制御出力 
接点構成が一部異なります。 

• 表示桁数 
形H7ANは表示桁数が2、4、6、8桁の4種類ありま
すが、形H7BXでは6桁のみとなります。 

• 停電記憶方式の書き換え回数 
形H7AN：100万回から形H7BX：10万回へ変更と
なります。 

形H7CNシリーズ 形H7CCシリーズ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021012C 
• 本体の色が異なります。 
• 推奨代替商品では動作モード、入力信号方式な

どを内部パラメータで設定する方式に変わりま
す。 

• 端子配置が異なる推奨代替機種があります。 
• 電源ON/OFF時の入力受付時間（形H7CNシリー

ズをお使いの場合） 
電源ONから入力受付可までの時間（センサ待ち
時間）が形H7CN：50msから形H7CC：290msへ変
更となります。 
電源OFFから入力受付不定時間は、形H7CN：0
～50msからH7CC：5ms～1005msへ変更となりま
す。 
入力受付時間についてご留意ください。 

形H7CZシリーズ 形H7CCシリーズ 2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021011C 
本体の色が異なります。 
端子配置が異なる推奨代替機種があります。 

電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nシリーズ 形H7CC-A□シリーズ 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021061C 
• 桁数が6桁のみ、ケース色がブラックのみで、交

換用フロントパネル（形Y92P-CXCシリーズ）はあ
りません。 

• パラメータ設定において、前面キーのみでの設定
に変わります。電源を投入してから設定を行って
ください。また、リセットキー、モードキーは単独キ
ーから指定の2キー同時押しに変わります。 

• 全機種に外部供給電源がありますので配線にご
注意ください。 

• 形H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/ 
-AWD1-N/-AWSD1-N/-A4-N/-A4S-N/ 
-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUSD1につきまし
ては、形H7CCシリーズでは短胴となり全長が短く
なります。 

• 形H7CX-R11D1-N-301/-R11-N-302の推奨代
替商品 形H7CC-R11D/R11では電源投入により
AMD互換モードで起動しませんので、パラメータ
設定が必要となります。 

トータルカウンタ 
形H7EC-NV-BH-350 
形H7EC-NV-B-350 
形H7EC-N-B-350 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020008C 

小型トータルカウンタ 形H7EC 特殊仕様 形H7EC 標準仕様 2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021019C 
代替品に変更することで開梱時に絶縁シートを引き
抜いていただく必要があります。 

タイムカウンタ／タコメータ
（DIN48×24） 

形H7E□-□-□-350の一部商品 
形H7ET-NFV-302 

形H7E□-□-□ 
形H7ET-NFV-300 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017036C 
• 形H7E□-□-□について 

ご使用になる前には絶縁シートを取り除いてくだ
さい。 

※カウンタを未使用のまま長期保管する場合を考慮
し、出荷時に絶縁シートを入れてあります。 

タイムカウンタ 
形H7ET-NV-350 
形H7ET-NFV1-350 
形H7ET-NFV-350 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020008C 
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カウンタ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

デジタルタコメータ 
形H7CX-R□-Nシリーズ 形H7CC-R□シリーズ 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021061C 
• 桁数が6桁のみ、ケース色がブラックのみで、交

換用フロントパネル（形Y92P-CXCシリーズ）はあ
りません。 

• パラメータ設定において、前面キーのみでの設定
に変わります。電源を投入してから設定を行って
ください。また、リセットキー、モードキーは単独キ
ーから指定の2キー同時押しに変わります。 

• 全機種に外部供給電源がありますので配線にご
注意ください。 

• 形H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/ 
-AWD1-N/-AWSD1-N/-A4-N/-A4S-N/ 
-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUSD1につきまし
ては、形H7CCシリーズでは短胴となり全長が短く
なります。 

• 形H7CX-R11D1-N-301/-R11-N-302の推奨代
替商品 形H7CC-R11D/R11では電源投入により
AMD互換モードで起動しませんので、パラメータ
設定が必要となります。 

形H7ER-NV-350 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020008C 

オプション品 
（交換用フロントパネル） 形Y92P-CXCシリーズ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021061C 

 

カムポジショナ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

カムポジショナ 
形3F88L-160 
形3F88L-162 

なし 2024年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022005C 
形3F88Lの推奨代替商品はありません。 
形3F88Lの置き換えには、他社製品（エヌエスディ
株式会社バリカムなど）をご使用ください。 

カムポジショナ  
形3F88Lシリーズ用 
メンテナンスケーブル 

形3F88L-CM00□S 
形3F88L-CN00□C 
形3F88L-CR001 
形3F88L-CR001SA 
形3F88L-CR002□A 
形3F88L-CR004□ 
形3F88L-CR006□ 
形3F88L-CR007□ 
形3F88L-CR008□A 
形3F88L-CR012C 
形3F88L-CR015SA 
形3F88L-CR020SA 
形3F88L-CR025□ 
形3F88L-CR030SA 
形3F88L-CR040□A 
形3F88L-CR050□A 
形3F88L-CR60□ 
形3F88L-CR070C 
形3F88L-CR100□A 

なし 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022003C 
形3F88L-CM00□S、形3F88L-CN00□C 、 
形3F88L-CR001は、2001/03 受注終了の 
形3F88L-130 / 130D / 132 / 155用 保守ケーブル
です。 

カムポジショナ 
形3F88Lシリーズ用 
カム出力ケーブル 

形3F88L-CG010S なし 2024年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022005C 

カムポジショナ 
形3F88Lシリーズ用 
レゾルバケーブル 

形3F88L-CR001C 
形3F88L-CR008C 
形3F88L-CR015C 
形3F88L-CR080C 
形3F88L-CR001NA 
形3F88L-CR015NA 
形3F88L-CR030NA 
形3F88L-CR003SA 
形3F88L-CR005SA 
形3F88L-CR010SA 

なし 2024年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022005C 

カムポジショナ 
形3F88Lシリーズ用 
レゾルバ取付金具 

形3F88L-RT10 なし 2024年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022005C 
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デジタルパネルメータ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

防滴用ソフトカバー 形K32-L24SC 
形K32-L49SC 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020014C 

防滴用取付金具 形K32-L49MB なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020014C 

端子カバー 形K32-L49TC なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020014C 

 

信号変換器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

電力用トランスデューサ 形K3FLシリーズ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019032C 

通信変換器 形K3SC-10 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021030C 

 

プログラムリレー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

プログラムリレー 

形ZEN-KIT01-(E)V4 
形ZEN-KIT02-(E)V4 

形ZENシリーズ CPUユニッ
ト、パソコン接続ケーブル、サ
ポートソフト 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018008C 
形ZEN-KIT0□-(E)V4はCPUユニット、パソコン接続
ケーブル、サポートソフトのセット商品です。今回の
生産終了はセット商品のみであり、個別商品をご購
入ください。 

形ZENシリーズ 形CP2Eシリーズ 2024年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022006C 
形ZENシリーズは修理対応を行っておりません。 
推奨代替商品は形CP2Eシリーズになります。 
仕様の相違があるため、プログラム、配線の変更が
必要になります。 

スイッチング・パワーサプライ 形ZEN-PA03024 
形S8VK-S03024 
形S8FS-G03024CD 
形S8FS-G03024CE 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018008C 
形ZEN-PA03024はスイッチング・パワーサプライへ
の代替えとなり、外形寸法、取りつけ、配線方法、動
作特性などが変更になります。詳細はデータシート
をご確認ください。 
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産業用PC プラットフォーム 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

産業用ボックス型PC 形NYB17-□シリーズ 形NYB27-□シリーズ 2021年1月末 

プロダクトニュースNo.； 2020083C 
主な相違点は、新世代のCore i7およびWindows 10 
IoT Enterprise LTSC 2019への移行です。 
安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーション
をインストールして、テストされることをお勧め致しま
す。 

産業用パネル型PC 形NYP17-□シリーズ 形NYP27-□シリーズ 2021年1月末 

プロダクトニュースNo.； 2020083C 
主な相違点は、新世代のCore i7およびWindows 10 
IoT Enterprise LTSC 2019への移行です。 
安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーション
をインストールして、テストされることをお勧め致しま
す。 

ストレージデバイス 形NY000-AS02 形NY000-AS04 2018年11月末 

プロダクトニュースNo.； 2018058C 
本置き換えにより定格・性能が向上しました。 
この変更による既存のアプリケーションへの影響は
ありませんが、ご確認いただくことをお勧めします。 
当社、Rescue Disk Utilityを使用してシステムバック
アップおよびリストアを行う場合、ユーザデータのパ
ーティションはRescue Disk Utilityの対象範囲でな
いため、この部分に関しては、必ず、ファイルコピー
など別途、他の方法でバックアップを行なってくださ
い。 

IPCマシンコントローラ 形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□ 形NY5□□-1□00-□□□44□□□□ 2021年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2020084C 
主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポー
トが終了になったことにより、Windows 10へ移行。 
そして、第４世代のCore i7 CPUモジュールが生産
終了になることから、第７世代のCore i5 CPUへの移
行です。 
安全な環境にて、新しいモデルにアプリケーション
をインストールして、テストされることをお勧め致しま
す。 

NYシリーズ  
IPCプログラマブル 
多軸モーションコントローラ 

形NY512-A600-1XX□1391X 

産業用ボックス型PC  
形NYB35-31391と 
プログラマブル多軸モーショ
ンコントローラ  
形CK3E-1□10の組み合わ
せ 

2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022015C 
仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変
更および動作確認が必要となります。 

NYシリーズ  
IPCマシンコントローラ  
NC統合コントローラ 

形NY532-5400-11□213□10 

産業用パネル型PC  
形NYP35-313□1-□□WC1000と 
マシンオートメーションコント
ローラ 形NJ501-5300の組み
合わせ 

2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022016C 
仕様に相違がありますので、プログラム、配線の変
更および動作確認が必要となります。 

 

多軸モーションコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ACC-E1 UMAC AC電源 形3-3269A-00-0000-B000 
形3-3269A-00-0000-F000 

形3-3269A-00-C000-B000 
形3-3269A-00-C000-F000 

2020年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2019067C 
• 定格出力電力が異なります。 
• 定格出力電圧が異なります。 
• 過電流保護特性が異なります。 
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プログラマブルコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

CJ1M CPUユニット 
形CJ1M-CPU11 
形CJ1M-CPU12 
形CJ1M-CPU13 

形CJ2M-CPU11 
形CJ2M-CPU12 
形CJ2M-CPU13 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020017C 
CJ1MシリーズのCPUユニットが生産終了の対象とな
ります。 
推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの置き換え時、
使用中の機能によりプログラムの変更が必要になる
場合があります。 
CJ1Wユニットはそのまま使えます。 

CJ1M（内蔵入出力機能付き）
CPUユニット 

形CJ1M-CPU21 
形CJ1M-CPU22 
形CJ1M-CPU23 

形CJ2M-CPU11+CJ2M-MD211 
形CJ2M-CPU12+CJ2M-MD211 
形CJ2M-CPU13+CJ2M-MD211 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020017C 
CJ1MシリーズのCPUユニットが生産終了の対象とな
ります。 
推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの置き換え時、
使用中の機能によりプログラムの変更が必要になる
場合があります。 
CJ1Wユニットはそのまま使えます。 

CJ1M（Ethernet機能付き） 
CPUユニット 

形CJ1M-CPU11-ETN 
形CJ1M-CPU12-ETN 
形CJ1M-CPU13-ETN 

形CJ2M-CPU31+CP1W-CIF01 
形CJ2M-CPU32+CP1W-CIF01 
形CJ2M-CPU33+CP1W-CIF01 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020017C 
CJ1MシリーズのCPUユニットが生産終了の対象とな
ります。 
推奨代替商品 形CJ2Mシリーズへの置き換え時、
使用中の機能によりプログラムの変更が必要になる
場合があります。 
CJ1Wユニットはそのまま使えます。 

CPUユニット 形CPM2C-□C□ 形CP2E-□ 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022002C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
推奨代替商品は形CP2Eシリーズになります。仕様
の相違があるため、プログラム、配線の変更が必要
になります。 
一部機能は推奨代替商品では置換できません。 

CP1E CPUユニット 

形CP1E-E14□-A 
形CP1E-E20□-A 
形CP1E-E30□-A 
形CP1E-E40□-A 
形CP1E-E60□-A 
形CP1E-N30S□-□ 
形CP1E-N40S□-□ 
形CP1E-N60S□-□ 
形CP1E-N14D□-□ 
形CP1E-N20D□-□ 
形CP1E-N30D□-□ 
形CP1E-N40D□-□ 
形CP1E-N60D□-□ 

形CP2E-E14DR-A 
形CP2E-E20DR-A 
形CP2E-E30DR-A 
形CP2E-E40DR-A 
形CP2E-E60DR-A 
形CP2E-S30D□-□ 
形CP2E-S40D□-□ 
形CP2E-S60D□-□ 
形CP2E-N14D□-□ 
形CP2E-N20D□-□ 
形CP2E-N30D□-□ 
形CP2E-N40D□-□ 
形CP2E-N60D□-□ 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021001C 
推奨代替商品への置換えには、CP1E→CP2E置き
換えガイド（SBCA-133）を準備しております。弊社
WEBサイトよりダウンロードして、ご活用ください。 

CS1DシリーズCPUユニット 

形CS1D-CPU42S 
形CS1D-CPU44S 
形CS1D-CPU65S 
形CS1D-CPU67S 

形CS1D-CPU44SA 
形CS1D-CPU44SA 
形CS1D-CPU67SA 
形CS1D-CPU67SA 

2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021013C 
CS1D CPU単独システム用CPUユニット  
形CS1D-CPU□□Sが生産終了の対象になります。 
推奨代替商品 形CS1D-CPU□□SAは、ラダー言
語に加えて、ST言語、SFC言語およびFBでのプロ
グラミングが可能です。 
推奨代替商品へのリプレースに関する詳細情報に
ついて当社Webサイト
（https://www.fa.omron.co.jp/support/improvement
/replace/replacement_guide/download.html）にて、
置換えガイドのダウンロードが可能です。 

シリアルコミュニケーション 
ユニット 形CJ1W-SCU□1-V1 形CJ1W-SCU□2 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022041C 
推奨代替商品では設定や配線の変更が必要になり
ます。 

IDセンサユニット 

形CJ1W-V600C11 
形CJ1W-V600C12 
形CS1W-V600C11 
形CS1W-V600C12 

形CJ1W-V680C11 
形CJ1W-V680C12 
形CS1W-V680C11 
形CS1W-V680C12 

2024年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021078C 
動作特性が異なります。 
交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそ
のままご使用いただくことは出来ません。形V680シリ
ーズのアンテナとRFタグに変更ください。 
IDセンサユニットは、形V600シリーズに対して機能
がアップワードの形で追加されているため、形V600
シリーズを形V680シリーズに置き換えることが出来
ます。詳細はユーザーズマニュアルを参照くださ
い。 

プログラマブルコントローラ 形NSJ□-T□□□(B)-G5D 

プログラマブルターミナル  
形NAシリーズとプログラマブ
ルコントローラの3ユニットによ
るシステム構築が必要になり
ます。 
形NA5-□W□01□-V1 
 形CJ2M-CPU35 
 形CJ1W-DRM21 
 形CJ1W-PD022 

2022年2月24日 

プロダクトニュースNo.； 2022014C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
推奨代替商品は 形NSJシリーズの表示部、コントロ
ーラ部、DeviceNet部がそれぞれ独立した商品にな
ります。 
形NSJの設置場所に形NAシリーズを据え付けた場
合、新たに形CJシリーズを設置するスペースが必要
になります。 
形CJ2M-CPU35は、プログラム変更や配線の変更
が必要になります。 
形NAシリーズは、画面データの変更や配線の変更
が必要になります。 
形NSJシリーズで使用可能な拡張ユニットも生産終
了の対象となります。 
置き換え後の構成では消費電力の見直しが必要に
なることがあります。 

プログラマブルコントローラ 
ボードタイプ 

形CPM2Bシリーズ 
形C20HBシリーズ 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018006C 

RS-422A/485（絶縁型） 
オプションボード 

形CP1W-CIF12 形CP1W-CIF12-V1 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018048C 
形状と操作方法が変更になります。 
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プログラマブルコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

トライアック出力ユニット 形CS1W-OA201 形CS1W-OA211 2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022042C 
推奨代替商品では設定や配線の変更が必要になり
ます。 

給電ユニット 

形CQM1-IPS01 
形CQM1-IPS02 

なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018013C 
形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズ
になります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。 

形C200H-APS03 なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021009C 

形C1000H-APS01 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018015C 
推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1D
シリーズとなります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。ご活用くださ
い。 

AC電源ユニット 形CQM1-PA203 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018013C 
形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズ
になります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。 

DC電源ユニット 形CQM1-PD026 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018013C 
形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズ
になります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。 

CQM1用接続ケーブル 形CQM1-CIF11 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018013C 
形CQM1シリーズの推奨代替えは形CJ2Mシリーズ
になります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。 

CSシリーズ FL-netユニット 形CS1W-FLN02 形CS1W-FLN22 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018004C 
生産終了商品 形CS1W-FLN02は10BASE5タイプ
です。推奨代替商品 形CS1W-FLN22は、
100BASE-TXタイプになります。 

アナログ入出力ユニット 形CPM2C-MAD11 形CP1W-MAD11 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022002C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 

アナログ入力PID制御ユニット 形C200H-PID03 形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

アナログユニット 形C200Hシリーズ一部商品 形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

ASCIIユニット 形C200H-ASC11 

形CS1W-SCU21-V1 
（または CS1 CPUユニット内
蔵ポート） 
または 
形CJ1W-SCU21-V1 
（または CJ2 CPUユニット内
蔵ポート） 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

ベースユニット絶縁板 形C200HW-ATT□□一部商品 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018010C 

固定金具 形C200H-ATT□□一部商品 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018010C 

DINレール固定金具 形C200H-DIN02 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018010C 

拡張ユニット 
形NSJW-CLK21-V1 
形NSJW-ETN21 
形NSJW-IC101 

形CJ1W-CLK23 
形CJ1W-ETN21 
形CJ1W-IC101 

2022年2月24日 プロダクトニュースNo.； 2022014C 

拡張I/Oユニット 形CPM2C-□E□ 
形CP1W-□または、 
推奨代替商品なし 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022002C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
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プログラマブルコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

C200H基本I/Oユニット 
C200Hグループ2多点I/Oユニット 

形C200Hシリーズ一部商品 
形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ または 
推奨代替商品なし 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

ペリフェラルインタフェースユニット 形C200H-IP007 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018010C 

温度調節ユニット 形C200H-TC□□□ 
形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

温度センサユニット 

形CPM2C-TS□ 形CP1W-TS□ 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022002C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 

形C200H-TS□□□ 形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

加熱冷却制御ユニット 形C200H-TV002 形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

プロコン接続ケーブル 形C200HS-CN222 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018010C 

コミュニケーションボード 形C200HW-COM□□-(E)V1 形CS1シリーズ または 
形CJ2シリーズ 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

ベースユニット 形C200HW-BC□□□(-V1) 
形C200HW-BI□□□(-V1) 

形CS1シリーズ 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018010C 

高速カウンタユニット 形C200H-CT021 形CS1W-CT021 または  
形CJ1W-CT021 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

上位リンクユニット 形C200H-LK201-V1 

形CS1W-SCU21-V1 
（または CS1 CPUユニット 
内蔵ポート） 
または 
形CJ1W-SCU21-V1 
（または CJ2 CPUユニット 
内蔵ポート） 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018010C 
推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラ
ムの変更や配線の変更が必要になります。 

電源ユニット 

形CPM2C-PA201 形S8VK-G01524 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022002C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 

形3G2A5-PS2□2-E 
形C500-PS2□2 
形CV500-PS2□1 
形CVM1-PA208 
形CVM1D-PA2□□ 

なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018015C 
推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1D
シリーズとなります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。ご活用くださ
い。 

サービス電源ユニット 形CV500-IPS01 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018015C 
推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1D
シリーズとなります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。ご活用くださ
い。 

給電ケーブル 

形C200H-CN111 
形C200H-CN211 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021009C 

形C1000H-CN111 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018015C 
推奨代替は、形CJ2シリーズまたは形CS1/形CS1D
シリーズとなります。 
推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線
の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」
（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_r
eplace/）にて、置換えガイド、PLC置き換え機種選
定ツールのダウンロードが可能です。ご活用くださ
い。 

光ファイバケーブル 

形S3200-HCCO101 
形S3200-HCCO501 
形S3200-HCCO102 
形S3200-HCCO502 
形S3200-HCCO103 

形S3200-HCCB101 
形S3200-HCCB501 
形S3200-HCCB102 
形S3200-HCCB502 
形S3200-HCCB103 

2021年10月末 プロダクトニュースNo.； 2020081C 
本体の色が異なります。 

一軸ポジショナ 
形3F88M用ケーブル 

形3F88M-CT□□□□ 
形3F88M-CS□□□□ 
形3F88M-CP□□□□ 
形3F88M-CD□□□□ 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018007C 

プログラマブルコントローラ 
形3G2S6-CPU用バッテリ 

形3G2A9-BAT05 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018007C 

プログラマブルコントローラ 
形3G6B2-CPU用バッテリ 形3G6B2-BAT08 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018007C 
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プログラマブルコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

PCIバス用SYSMAC LINK 
サポートボード 

形3G8F7-SLK21 
形3G8F7-SLK21-E 
形3G8F7-SLK11 
形3G8F7-SLK11-E 

なし 2020年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2019007C 
SYSMAC LINKネットワークをEtherNet/IPネットワー
クへ置換することをおすすめします。 

コントローラ 
形3G8SX用ケーブル 

形3G8SX-918□ なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018007C 

アダプタユニット 
形CPM2C-CIF01-V1 
形CPM2C-CIF11 
形CPM2C-CIF21 

形CP1W-CIF01 
形CP1W-CIF12-V1 
推奨代替商品なし 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022002C 

 

ソフトウェア 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

CVサポートソフトウェア 
形CV500-ZS3AT1-EV2 
形CV500-ZL3J31 

形CXONE-AL01D-V4-UP 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018009C 

JPCN1サポートソフト 形C200HW-ZW3PC3 なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018009C 
JPCN1サポートソフト（形C200HW-ZW3PC3）の推奨
代替商品はありません。置換したネットワークに対応
したサポートソフトウェアを選択してください。 

SYSMACサポートソフトウェア 

形C500-ZL3DV1 形CXONE-AL01D-V4-UP 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018009C 

形C500-ZL3PC1 
形C500-ZL3AT1-E 形CXONE-AL01D-V4-UP 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018009C 

CX-Motion 
形WS02-MCTC1-JV2 
形WS02-MCTC1-EV2 形CXONE-AL01D-V4 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020001C 
CX-OneはCX-Motionを含むPLCプログラミングツ
ールの統合ツールパッケージです。 
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ネットワーク機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

I/Oリンクユニット 

形CPM1A-DRT21 なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017035C 

形CP1W-SRT21 
形CPM2C-SRT21 

なし 2022年12月末 プロダクトニュースNo.； 2021087C 

CompoBus/Sマスタ付CPUユニット 形CPM2C-S1□0C なし 2022年12月末 プロダクトニュースNo.； 2021087C 

CompoBus/Sマスタユニット 
形CS1W-SRM21 
形CJ1W-SRM21 

形CS1W-CRM21 
形CJ1W-CRM21 2022年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2021087C 
推奨代替商品 CompoNetへの置換えには、プログ
ラムの変更や配線の変更が必要になります。 

プログラマブルスレーブ 形CPM2C-S1□0C-DRT なし 2022年12月末 プロダクトニュースNo.； 2021087C 

デジタルI/Oスレーブ 形CRT1-ID16-DF なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018012C 

アナログI/Oスレーブ 
（表示機能タイプ） 

形CRT1-VAD02SD 
形CRT1-VDA02SD 
形CRT1-VAD02MLD 
形CRT1-VDA02MLD 

なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017034C 

アナログ入力ターミナル 形DRT2-AD04 なし 2021年11月18日 

プロダクトニュースNo.； 2021088C 
他社相当品 
株式会社エム・システム技研様製 
形R7D-SV4 

アナログ出力ターミナル 形DRT2-DA02 なし 2021年11月18日 

プロダクトニュースNo.； 2021088C 
他社相当品 
株式会社エム・システム技研様製 
形R7D-YV2 
形R7D-YS2 

Sコントローラ 形SRM1-C01/C02-V2 なし 2022年12月末 プロダクトニュースNo.； 2021087C 

リモートI/Oターミナル 形SRT2シリーズ 
形CRT１シリーズ 
または、推奨代替商品なし 2022年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2021087C 
推奨代替商品 CompoNetへの置換えには、プログ
ラムの変更や配線の変更が必要になります。 

DeviceNet™周辺機器 

形DCA1-5CN□□□□ 
形DCA1-5CN□□□□-R 
形DCA1-5C□□ 
形DCA1-5CS□□□□ 
形DCA1-5CS□□□□-R 
形DCA2-5CN□□□□ 
形DCA2-5C□□ 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020016C 

DeviceNet™コンフィグレータ 形3G8E2-DRM21-V1 
形3G8E2-DRM21-EV1 

なし 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019062C 
他社相当品 
Molex社様製 
形112076-0001 
本体の色、外形寸法が異なります。 

DeviceNet™ボード（PCIボード） 形3G8F7-DRM21-E10 形3G8F7-DRM21-E 2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018005C 
生産終了商品は推奨代替商品  
形3G8F7-DRM21-Eを10枚1まとめにしたもの。 

DeviceNet™アナライザ 形WS02-ALDC1(-E)(-J) なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019039C 

DeviceNet™プロキシサーバ 形WS02-PEDC1(-E)(-J) なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019039C 

DeviceNet™太線用防水コネクタ 

形XS4F-D421-1C5-A 
形XS4M-D421-1C5-A 
形XS4P-D□21-□□□-□ 
形XS4R-D424-6 
形XS4W-D□□□-1□□-□ 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020036C 

CompoNet™PCIバス用マスタボード 形3G8F8-CRM21 形3G8F7-CRM21 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018017C 

フラットケーブル対応接続コネクタ 形DCN4-SF4D 形XW4G-05C1-H1-D 2018年11月末 

プロダクトニュースNo.； 2017068C 
本体の色が異なります。 
推奨代替品も標準的に推奨するDeviceNet™用標
準コネクタですが、推奨代替品と生産終了品ではケ
ーブルとの接続方法等が異なります。 

カウンタユニット 形GT1-CT01 なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017033C 

拡張ユニット 

形XWT-VMD08S 
形XWT-VMD08S-1 
形XWT-VMD16ML 
形XWT-VMD16ML-1 
形XWT-VOD08S 
形XWT-VOD08S-1 
形XWT-VOD16ML 
形XWT-VOD16ML-1 

なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017034C 

デバイスインスペクタ 
形WS02-DIPC1(-E)(-J) 
形WS02-DIPC1(-ELXX)(-JLXX) 

なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019039C 

ネットエックスサーバ 形WS02-NX□C1(-E)(-J) なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019039C 
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ネットワーク機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

産業用スイッチングハブ 

形W4S1-03B 形W4S1-05D 

2022年8月末 
（ただし、確保
数量を早期に
消化した場合
には、受付期
日以前に受付
を終了させて
いただく場合
がございます） 

プロダクトニュースNo.； 2021027C 
• 外形寸法、取付寸法が異なります。 
• 電源接続方式がねじ式からプッシュイン式へ変

更になります。 
• 船舶規格を取得しておりません。 

形W4S1-05B 
形W4S1-05C 

形W4S1-05D 2021年11月中旬 

プロダクトニュースNo.； 2021028C 
• 電源接続方式がねじ式からプッシュイン式へ変

更になります。 
• 船舶規格を取得しておりません。 
• SW・LSI・マイコン異常検知機能は未サポートとな

ります。 
• 上記以外の仕様・機能は互換となります。 

 

無線機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

FA無線LANユニット 形WE70シリーズ なし 2020年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2019059C 
他社相当品 

MOXA Inc. 様製 
形AWKシリーズ 

推奨代替商品の詳細および標準価格につきまして
は、販売店様へお問い合わせください。 
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プログラマブルターミナル 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

プログラマブルターミナル 

形NA5-7U001B 
形NA5-7U001S 
形NA5-9U001B 
形NA5-9U001S 
形NA5-12U101B 
形NA5-12U101S 
形NA5-15U101B 
形NA5-15U101S 

形NA5-7W001B 
形NA5-7W001S 
形NA5-9W001B 
形NA5-9W001S 
形NA5-12W101B 
形NA5-12W101S 
形NA5-15W101B 
形NA5-15W101S 

2019年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2018028C 
推奨代替商品はハードウェア、ソフトウェア共に完全
な互換性を有しています。 

形NA5-7W001B 
形NA5-7W001S 
形NA5-9W001B 
形NA5-9W001S 

形NA5-7W001B-V1 
形NA5-7W001S-V1 
形NA5-9W001B-V1 
形NA5-9W001S-V1 

2021年1月末 

プロダクトニュースNo.； 2021018C 
配線接続が異なります。 
保護接地端子を必ずD種接地してください。また、
内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対
におこなわないでください。 

形NA5-12W101B 
形NA5-12W101S 
形NA5-15W101B 
形NA5-15W101S 

形NA5-12W101B-V1 
形NA5-12W101S-V1 
形NA5-15W101B-V1 
形NA5-15W101S-V1 

2021年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2021059C 
配線接続が異なります。 
保護接地端子を必ずD種接地してください。また、
内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対
におこなわないでください。 

形NS□-□□□□(B)-V2 
形NSH5-SQ□10B-V2 

形NA5-□W□01□-V1 
推奨代替商品なし 

2022年2月24日 

プロダクトニュースNo.； 2022013C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
保護接地端子を必ずD種接地してください。また、
内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対
におこなわないでください。 

形NT11-SF121(B)-EV1 
形NT11-SF121(B)-ECV1 

形NB3Q-TW01B または 
形NB5Q-TW01B 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017023C 
推奨代替機種は形NT11とはハード/ソフト共に互換
性はありません。 
形NBシリーズは、65536色TFTのコストパフォーマン
スが高いタッチパネルで、作画ツール
（NB-Designer）はオムロンWebサイトから無償ダウン
ロードできます。 

形NT21-ST121-E 
形NT21-ST121B-E 

形NB3Q-TW01B または 
形NB5Q-TW01B 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018053C 
推奨代替機種はNT21とはハード/ソフト共に互換性
はありません。 
NBシリーズは、65536色TFTのコストパフォーマンス
が高いタッチパネルで、作画ツール（NB-Designer）
はオムロンWebサイトから無償ダウンロードできま
す。 

形NT631C-ST153-V3 
形NT631C-ST153-EV3 
形NT631C-ST153B-V3 
形NT631C-ST153B-EV3 

形NA5-12W101S-V1 
形NA5-12W101S-V1 
形NA5-12W101B-V1 
形NA5-12W101B-V1 

2022年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021084C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
保護接地端子を必ずD種接地してください。また、
内部電源が非絶縁電源のため、24V側接地は絶対
におこなわないでください。 

反射保護シート 形NP3-KBA04 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018038C 

脱着ボックス 形NSH5-AL001 なし 2022年2月24日 プロダクトニュースNo.； 2022013C 

インタフェースユニット 

形NS-CLK21 
形NS-CA002 
形NS-CA001 
形NS-AL002 

なし 2022年2月24日 プロダクトニュースNo.； 2022013C 

ケーブル 形NT-CNT121 なし 2022年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021084C 

インターフェース用アタッチメント 形NT20-IF001 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018039C 

 

IT商品群 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

メモリカード 形HMC-EF183-ONC 形HMC-EF183 2022年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2021041C 
形HMC-EF183をご使用いただく場合、フォーマット
をしてからご使用ください。 
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RFIDシステム 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

RFIDシステム形V600シリーズ用
データキャリア 

形V600-D8KR12 形V600-D8KR12D 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018050C 
推奨代替品は同仕様にて設計しておりますが、外
形寸法（厚み）において差異があります。 
使用に際しましては事前に十分ご検討頂けますよう
お願いします。 
詳細につきましてはお問い合わせください。 

インテリジェントフラグ 形V600-HS63-3 □□ なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020073C 

ハンディリーダライタ 

形V600-CHUD 0.8M 
形V600-CHUD 1.9M 
形V600-CH1D-V2 
形V600-CH1D-PSI 

形V680-CHUD 0.8M 
形V680-CHUD 1.9M 
形V680-CH1D 
形V680-CH1D-PSI 

2024年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021079C 
推奨代替商品は、形V680コマンドと形V600コマンド
の2種類のコマンドフォーマットが使用できますの
で、形V600コマンドを使用することにより、今までと
同様に使用できます。 

IDコントローラ 
形V600-CA5D01 
形V600-CA5D02 

形V680-CA5D01-V2 
形V680-CA5D02-V2 

2024年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021080C 
動作特性が異なります。 
交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそ
のままご使用いただくことは出来ません。V680シリー
ズのアンテナとRFタグに変更ください。 
コントローラは、形V680コマンドと形V600コマンドの
2種類のコマンドフォーマットが使用できます。詳細
はユーザーズマニュアルを参照ください。 

DeviceNet™ IDスレーブ 
形V600-HAM42-DRT 
形V600-HAM42-DRT-2 

形V680-HAM42-DRT 
推奨代替商品なし 2024年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021081C 
外形寸法、動作特性など多くの変更があります。 
交信周波数が異なるため、アンテナやRFタグはそ
のままご使用いただくことは出来ません。V680シリー
ズのアンテナとRFタグに変更ください。 
DeviceNet™ IDスレーブは、形V600互換アクセスモ
ードを搭載しており、形V600から簡単に置き換えで
きます。詳細はユーザーズマニュアルを参照くださ
い。 

アンプ 

形V600-HAM81 0.5M 
形V600-HAM91 0.5M 
形V600-HAR81 0.5M 
形V600-HAR91 0.5M 
形V600-HAR92 0.5M 

形V680-HAM81 
形V680-HAM91 
形V680-HAM81 
形V680-HAM91 
形V680-HAM91 

2024年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021081C 
外形寸法、動作特性など多くの変更があります。 

インターフェースケーブル 形V600-A6□M 
形V600-A6□R 

形V680-A60 
推奨代替商品なし 

2024年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021081C 
配線接続が異なります。 

リードライトヘッド 形V600-H□ 形V680-H□ 2024年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021082C 
配線接続、動作特性が異なります。 
交信周波数が異なります。V680シリーズをご使用い
ただく場合は、コントローラも変更ください。 
交信距離仕様が近いアンテナとRFタグの組み合わ
せで代替品を推奨しています。そのため外形サイズ
が変更となる組み合わせがあります。詳細はユーザ
ーズマニュアルを参照ください。 

データキャリア 
形V600-D23P□ 
形V600-D8K□ 

形V680-D1KP□ 
形V680S-D8KF□ 

2024年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021082C 
外形寸法、取付寸法など多くの変更があります。 
交信周波数が異なります。V680シリーズをご使用い
ただく場合は、コントローラも変更ください。 
交信距離仕様が近いアンテナとRFタグの組み合わ
せで代替品を推奨しています。そのため外形サイズ
が変更となる組み合わせがあります。詳細はユーザ
ーズマニュアルを参照ください。 

ケーブル 
形V600-A4□ 
形V600-A4□-W 
形V600-A5□ 

形V700-A4□ 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2024年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021082C 
本体の色、配線接続が異なります。 

ID Map Manager（PC用） 形V680-A-IMMJP-P01 なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020073C 

ホルダ 形V600-A84 なし 2024年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021082C 

形V600シリーズ用ホルダ 形4S2VR-V600-A87 なし 2018年4月末 プロダクトニュースNo.； 2018036C 

 

マシンオートメーションコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

AI搭載マシンオートメーション 
コントローラ 形NY5□2-Z□00-1□□214T□□ 形NY5□2-Z□00-1□□445T□□ 2021年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021008C 
主な相違点は、マイクロソフトのWindows 7のサポー
トが終了になったことにより、Windows 10へ移行。 
第４世代のCore i7 CPUモジュールが生産終了にな
ることから、第７世代のCore i5 CPUへの移行です。 

メモリカード 

形HMC-SD491 形HMC-SD492 2021年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021050C 

形HMC-SD291 
形HMC-SD1A1 

形HMC-SD292 
形HMC-SD1A2 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021050C 
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インバータ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

高機能型汎用インバータ 形3G3RX-□-V1 形3G3RX2-□ 

2022年8月末 
通信ユニット

（オプション品）
は2029年8月
生産終了予定 

プロダクトニュースNo.； 2021068C 
(1) 形3G3RX-□-V1と形3G3RX2-□の取付け寸法

は同一のため、インバータ本体はそのまま交換
できますが、主回路端子台および制御回路端子
台の位置･配線方式が異なるため、「高機能型
汎用インバータRXシリーズ置き換えガイド
3G3RX-V1から3G3RX2へ（SBCE-114）」（以降
「置き換えガイド」）にてご確認をお願いします。 

(2) 形3G3RX-□-V1と形3G3RX2-□のパラメータの
工場出荷時設定値が異なるため、置き換えガイ
ドにてご確認をお願いします。また、設定に際し
ては、形3G3RX-□-V1のユーザーズマニュアル
（SBCE-367）および形3G3RX2-□のユーザーズ
マニュアル（SBCE-437）を参照いただき、機能
詳細を確認した上で設定ください。 

(3) 形3G3RX2-□では、形3G3RX-□-V1用デジタ
ルオペレータ、PG ボード、通信ユニット（オプシ
ョン品）は使用出来ません。 

(4) 形3G3RX2-□では、オペレータが 
形3G3RX-□-V1の4桁7SEG表示から、LCD（カ
ラー液晶）オペレータへ変更しています。操作方
式が異なるため、形3G3RX2-□のユーザーズマ
ニュアルを参照いただき、機能詳細を確認した
上でご使用ください。 

(5) 形3G3RX-□-V1では、三相400V 0.4kWの品揃
えをしていましたが、形3G3RX2-□では準備さ
れていません。申し訳ありませんが、三相400V 
0.75kWでの置き換えをお願いいたします。 

(6) 制御回路の初期値は形3G3RX-□-V1と異なり、
ソース論理で出荷しています。配線完了後、電
源投入前に、回路にあわせてDIPスイッチの設
定を確認してください。 

(7) 形3G3RX-□-V1では内蔵EMCフィルタは”無
効”設定で出荷していましたが、形3G3RX2-□
では”有効”に設定した状態で出荷しています。
主に以下の場合においては、EMCフィルタを無
効にする必要がある場合があります。必要に応
じてEMCフィルタの配線を変更してください。 
• 外部ノイズフィルタを使用される場合 
• 欧州以外の電源環境において使用される場

合 

デジタル指令ボード 形3G3AX-DI01 なし 2022年8月末 プロダクトニュースNo.； 2021068C 

EMC用ノイズフィルタ 
形3G3AX-EFI2□ 
形3G3AX-EFIB□ 

なし 2021年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021058C 

PGボード 形3G3AX-PG01 形3G3AX-RX2-PG01 2022年8月末 プロダクトニュースNo.； 2021068C 
外形寸法、配線接続など多くの変更があります。 
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サーボモータ／サーボドライバ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

エンコーダケーブル 形R7A-CRA□□□C 
形R7A-CRA□□□CR 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2011098 

モニタソフト接続用ケーブル 形R7A-CCA002P□ なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2011098 

モータケーブル 
（エンコーダ・動力ケーブル一体型） 

形R7A-CEA□□□S 
形R7A-CEA□□□B なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2011098 

ACサーボシステム用コネクタ 形R7A-CNA01R なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019008C 

ACサーボシステム Wシリーズ用
コネクタ 

形R88A-CNW02R なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020009C 

サーボシステム用通信用ケーブル 
形R88A-CCG001P4 
形R88A-CCG0R5P4 

なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020065C 

エンコーダコネクタ（モータ側） 形R7A-CNA02R なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2011098 

サーボモータ用減速機 

形R7G-VRSFシリーズ 
形R7G-RGSFシリーズ なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017067C 

形R88G-VRSF□CJシリーズ 
形R88G-VRSF□PCJシリーズ 

形R88G-VRXF□CJシリーズ 
形R88G-VRXF□PCJシリーズ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017066C 
推奨代替商品 形R88G-VRXFシリーズに置換する
際に、下記の仕様差にご注意いただくようお願いい
たします。 
1. 外形寸法の相違 

寸法の詳細をご確認のうえ、取り付け可否をご確
認ください。 

2. 質量の相違 
質量をご確認のうえ、取り付け可否をご確認くだ
さい。 

3. モータ取付用ボルト長さの相違 
モータへの取り付けは、商品に同梱されているボ
ルトをご使用ください。 

4. 動作特性の相違 
置換後、動作確認を実施し、必要に応じチューニ
ングを実施してください。 

 

サーボドライバ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ポジションドライバ 形FND-X用
ティーチングボックス接続ケーブル 

形CV500-CN22A 
形CV500-CN42A 
形CV500-CN62A 

なし 2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020002C 
形FND-Xは2010年3月に生産終了済です。保守期
間終了にともないティーチングボックス接続ケーブ
ルを生産終了します。 

ROMカセット 形CVM1-MP703-V1 なし 2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020002C 
形FND-Xは2010年3月に生産終了済です。保守期
間終了にともないROMカセットを生産終了します。 

 

産業用ロボット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ビジョンシステム 形14189-901 形AC1-152000 2020年10月末 

プロダクトニュースNo.； 2020005C 
本体の色、外形寸法、取付寸法が異なります。 
出荷時にインストールしているApplication 
Controller Environment（ACE）のバージョンが異な
るため、形14189-901で作成したプロジェクトを 
形AC1-152000にインストールしているACEで使用
する事はできません。 
形14189-901 ACE3.8で作成したプロジェクトを 
形AC1-152000で使用する場合は、オムロン制御機
器ホームページ（I-WEB）よりACE3.8をダウンロード
いただき、形AC1-152000へインストールしてご使用
ください。 

スカラロボット 
形1720□-13000 
形1720□-13010 

形1720□-14500 
なし 2018年7月末 

プロダクトニュースNo.； 2018052C 
外形寸法､取付寸法など多くの変更があります。 
Cobra450（形1720□-14500）はアーム長が
Cobra350（形1720□-130□0）より100mm長くなって
います。 
フットプリント、フランジのサイズが異なります。 
繰返し精度/動作速度も異なります。 

カメラ 形24114-100 形24114-250 2018年12月末 
プロダクトニュースNo.； 2018051C 
カメラを変更する場合、焦点距離に合わせたレンズ
の選択が必要です。 
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モバイルロボット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

EM2100 形11168-200 形20271-900 2022年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2021066C 
• Legacy MSS 4.X EM2100（形11168-200）は

FLOW CORE MSS 5.X EM2100（形20271-900）
に置き換え可能です。 
- 形11168-200はフィールドで形20271-900と同

等の機能にアップグレードできます。 
Fleet Operations Workspace/EM2100 移行ガ
イドの第3章に記載されている手順に従ってく
ださい。 

- 形20271-900をフィールドダウングレードして、
形11168-200と同等の機能にすることが可能で
す。 
Fleet Operations Workspace/EM2100 移行ガ
イドの第4章に記載されている手順に従ってく
ださい。 

FLOW Migration Bundle 形20271-3□□ 形20271-806 2021年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2022008C 
FLOW Migration Bundleは、旧ソフトウェアLegacy 
MSSから新ソフトウェアFLOW Coreへの移行を希望
されるお客様のために、発売当初のプロモーション
として用意されたライセンス用の形式です。生産終
了する形式はロボット必要台数に応じ数種類用意さ
れていましたが、推奨代替品である標準のプライマ
リFLOW Coreライセンスはフリートマネージャーに接
続するロボット1台に付き1つ必要ですので、ロボット
の台数に応じてライセンス数を調整する必要があり
ます。 

LD-60 形37031-□□□□□ 形37032-□□□□□ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021043C 
• 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を

追加し、混在でフリート（群）管理で使用される場
合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケー
スがあります。 
混在で使用を検討される場合は、 寄りのオムロ
ン営業へお問い合わせください。 

• 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走
査レーザー（部品番号 12172-032F）に置き換え
ることが可能です。 

• 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご
使用ロボットがi5LDコア（部品番号 22735-000）と
ARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備え
ている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使
用頂いているロボットへの据付は不可です。 

LD-90 形37041-□□□□□ 形37042-□□□□□ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021043C 
• 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を

追加し、混在でフリート（群）管理で使用される場
合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケー
スがあります。 
混在で使用を検討される場合は、 寄りのオムロ
ン営業へお問い合わせください。 

• 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走
査レーザー（部品番号 12172-032F）に置き換え
ることが可能です。 

• 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご
使用ロボットがi5LDコア（部品番号 22735-000）と
ARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備え
ている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使
用頂いているロボットへの据付は不可です。 

LD-90X 形37061-□□□□□ 形37062-□□□□□ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021043C 
• 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を

追加し、混在でフリート（群）管理で使用される場
合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケー
スがあります。 
混在で使用を検討される場合は、 寄りのオムロ
ン営業へお問い合わせください。 

• 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走
査レーザー（部品番号 12172-032F）に置き換え
ることが可能です。 

• 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご
使用ロボットがi5LDコア（部品番号 22735-000）と
ARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備え
ている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使
用頂いているロボットへの据付は不可です。 

LD-105CT 形37141-□□□□□ 形37142-□□□□□ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021043C 
• 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を

追加し、混在でフリート（群）管理で使用される場
合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケー
スがあります。 
混在で使用を検討される場合は、 寄りのオムロ
ン営業へお問い合わせください。 

• 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走
査レーザー（部品番号 12172-032F）に置き換え
ることが可能です。 

• 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご
使用ロボットがi5LDコア（部品番号 22735-000）と
ARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備え
ている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使
用頂いているロボットへの据付は不可です。 
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モバイルロボット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

LD-130CT 形37161-□□□□□ 形37162-□□□□□ 2022年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021043C 
• 生産終了予定のロボット機種に推奨代替機種を

追加し、混在でフリート（群）管理で使用される場
合は停止位置精度の点でばらつきが生じるケー
スがあります。 
混在で使用を検討される場合は、 寄りのオムロ
ン営業へお問い合わせください。 

• 旧機種の安全走査レーザーは、新機種の安全走
査レーザー（部品番号 12172-032F）に置き換え
ることが可能です。 

• 新機種の安全走査レーザーの据え付けには、ご
使用ロボットがi5LDコア（部品番号 22735-000）と
ARAMソフトウェアバージョン4.9.9.24a以上を備え
ている必要があります。古いコア/ソフトウェアを使
用頂いているロボットへの据付は不可です。 

Enterprise Manager 1100 形11167-100 形11168-200 2019年11月末 

プロダクトニュースNo.； 2019002C 
本体の色、外形寸法が異なります。 
推奨代替商品の形11168-200は生産終了商品の 
形11167-100に比べて奥行きが88mm長くなってい
ます。 

モバイルロボット用バッテリー 形18578-000 形20452-000 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020066C 

 

協調ロボット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

協調ロボット HW3.0/3.1 
形RT6-0□□□□□0 
形RT6-1□□□□□0 
形RT6-2□□□□□0 

形RT6-0□□□□□1 
形RT6-1□□□□□1 
形RT6-2□□□□□1 

2020年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020015C 
コントロールボックスの入出力端子の端子数と配置
が違います。 

 

電力監視 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

小型電力量センサ 
形KM20-B40 
形KM20-B40-FLK 

形KM-N1-S01 
（形KM-N1-FLKと 
形KM-N1OP-01との 
セット形式） 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2016012C 
本体の色、外形寸法が異なります。 
形KM20-CTF-□Aシリーズは、他機種に使用して
いるため生産終了しません。 
形KM-N1-S01へ置き換えする場合、KM20モードを
必ず選択してご使用ください。詳細はマニュアル
（KANC-713）を参照ください。 
形KM-N1-S01へ置き換えする場合、DINレール取
付のみとなります。 
KM20モードで搭載されているアドレスマップはすべ
ての項目で Read Onlyです。通信による 設定値の
書込みはできません。 
KM20 モードで設定値を変更する場合は、 
形KM-N1-FLK本体を 直接操作して変更してくだ
さい。 
CT比、VT比の設定値の考え方が形KM20-B40シリ
ーズと異なります。 

電力量モニタ 
形KM100-T-FLK 
形KM100-TM-FLK なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019028C 

DCクランプロガー 形ZN-DCC11 なし 2021年5月末 プロダクトニュースNo.； 2021042C 
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EQUO環境センサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

エア流量センサ 

形D6FZ-FGS1000 なし 2022年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021073C 

形D6FZ-FGT200 
形D6FZ-FGT500 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022052C 

エア流量センサセット 形D6FZ-FGS1000-S なし 2022年9月末 プロダクトニュースNo.； 2021073C 

エア流量ステーション 形D6FZ-FGX21 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022052C 

T分岐コネクタ 形D6FZ-FC02 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022052C 

取りつけ金具 形D6FZ-FC03 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022052C 

片側コネクタコード 
形D6FZ-JD3A 
形D6FZ-JD10A 
形D6FZ-JD20A 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022052C 

両側コネクタコード 

形D6FZ-JD3B 
形D6FZ-JD5B 
形D6FZ-JD10B 
形D6FZ-JD20B 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022052C 

エアパーティクルセンサ 
校正サービス 

形ZN9-PD なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020075C 

 

データ収集機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

センサネットワークサーバ 形EQ100 形EQ100-E 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018032C 

 

監視・分析ソフトウェア 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

環境あんどん 形EQS-AD10 形EQS-AD10-E 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018032C 

省エネ分析支援ソフトDr.ECO 形EWS-DE10 なし 2019年12月末 プロダクトニュースNo.； 2019026C 

 

クリーン機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

エアクリーンユニット 形ZN-A 
形ZN9-ACP 

なし 2021年1月末 プロダクトニュースNo.； 2020075C 
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パワーサプライ（電源） 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

スイッチング・パワーサプライ 

形S8EAシリーズ 形S8FS-Gシリーズ 
または 推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019003C(ON) 
• 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
• 起動時間が長くなります。 
• 出力保持時間が短くなります。 
• 冷却方法が異なるタイプがあります。 
• ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
以下理由により、 終購入数量を決定の際はご注
意ください。 
• 2020年12月以降は、取得安全規格が失効するた

め、欧州への出荷が制限されます。 
• 規格失効後も解析受付は可能ですが、修理・代

品提供は保証期間内であっても対応できなくなる
可能性があります。 

形S8EXシリーズ 
 
 
形S8EXシリーズ 240Wタイプ 
（不足電圧検出機能を使用） 
 

形S8FS-Gシリーズ 
または 推奨代替商品なし 
 
形S8JX-Pシリーズ 
300W/600Wタイプ 
または 推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019004C(ON) 
• 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
• 起動時間が長くなります。 
• 出力保持時間が短くなります。 
• 過電流保護特性が異なります。 
• 冷却方法が異なるタイプがあります。 
• ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
以下理由により、 終購入数量を決定の際はご注
意ください。 
• 2020年12月以降は、取得安全規格が失効するた

め、欧州への出荷が制限されます。 
• 規格失効後も解析受付は可能ですが、修理・代

品提供は保証期間内であっても対応できなくなる
可能性があります。 

形S8JX-Nシリーズ 
 15/30/50/100/150Wタイプ 
 300W（12/24/48V）タイプ 
 600W（12/24/48V）タイプ 
形S8JX-Nシリーズ 
 300W（5V）タイプ 
 600W（5V）タイプ 

形S8FS-Gシリーズ 
 15/30/50/100/150Wタイプ 
 300W（12/24/48V）タイプ 
 600W（12/24/48V）タイプ 
形S8JX-Pシリーズ 
 300W（5V）タイプ 
 600W（5V）タイプ 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017043C 
• 外形寸法、配線接続、取付寸法が異なります。 
• 起動時間が長くなります。 
• 出力保持時間が短くなります。 
• 過電流保護特性が異なります。 
• 並列運転ができないタイプがあります。 
• 冷却方法が異なるタイプがあります。 
• ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容

量は40Wです。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容

量は80Wです。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容

量は105Wです。 

形S8JX-Pシリ－ズ 
 50/100/150Wタイプ 

形S8FS-Gシリーズ 
 50/100/150Wタイプ 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017042C 
• 外形寸法、配線接続、取付寸法、入力電流、力

率が異なります。 
• 出力保持時間が短くなります。 
• 過電流保護特性が異なるタイプがあります。 
• ディレーティング曲線が異なります。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容

量は40Wです。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容

量は80Wです。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容

量は105Wです。 

形S8VMシリーズ 
 15/30/50/100/150Wタイプ 
 不足電圧検出機能付タイプ 
 
形S8VMシリーズ 
 300W（5V,12V,24V）タイプ 
 600W（5V,12V,24V）タイプ 
形S8VMシリーズ 
 300W（15V）タイプ 
 600W（15V）タイプ 
 1500W（24V）タイプ 
 

形S8FS-Gシリーズ 
 15/30/50/100/150Wタイプ 
形S8VSシリーズ（表示モニタ付） 
 60/90/120/180Wタイプ 
形S8JX-Pシリーズ 
 300W（5V,12V,24V）タイプ 
 600W（5V,12V,24V）タイプ 
形S8FS-Gシリーズ 
 300W（15V）タイプ 
 600W（15V）タイプ 
 600W（24V）タイプ 
（並列運転機能タイプ） 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018041C 
• 外形寸法、配線接続、取りつけ方法が異なりま

す。 
• 起動時間が長くなります。 
• 出力保持時間が短くなります。 
• 過電流保護特性が異なります。 
• 並列運転ができないタイプがあります。 
• リモートセンシング機能がないタイプがあります。 
• 冷却方法が異なるタイプがあります。 
• ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
• 並列接続が必要なタイプがあります。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容

量は40Wです。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容

量は80Wです。 
• 推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容

量は105Wです。 

形S82Sシリーズ 
 形S82S-□□05 
 形S82S-□□12 
 形S82S-□□24 
 形S82S-7727 
 
 
 形S82S-□□15 
 形S82S-7728 

形S8VSシリーズ 15Wタイプ 
 形S8VS-01505 
 形S8VS-01512 
 形S8VS-01524 
 形S8VS-01512（2台） 
 
形S8FS-Gシリーズ 15Wタイプ 
 形S8FS-G01515CD 
 形S8FS-G01515CD（2台） 

形S82S-7727、
形S82S-7728：
2022年9月末 

形S82S-□□05、
形S82S-□□12、
形S82S-□□15、
形S82S-□□24： 
2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022059C 
• 外形寸法が異なります。 
• 配線接続が異なります。 
• ±出力は2台接続にて置き換え可能です。 
• 取りつけ寸法が異なります。 
• 定格入力電圧がDC入力からAC入力に変わりま

す。 
• 過電流保護特性が異なります。 
• ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
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パワーサプライ（電源） 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ブロック電源 

形S8TSシリーズ 
 25W5Vタイプ 
 30W12Vタイプ 
形S8TSシリーズ 
 60W24Vタイプ 

形S8VSシリーズ 
 30W5Vタイプ 
 30W12Vタイプ 
形S8VK-Sシリーズ 
 60W24Vタイプ 

2024年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022050C 
• 外形寸法が異なります。 
• 配線接続が異なります。 
• 取りつけ方法が異なります。 
• 起動時間が異なります。 
• 出力保持時間が異なります。 
• 過電流保護特性が異なります。 
• 並列運転ができないタイプがあります。 
• ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
• 推奨代替商品の形S8VS-03005の出力容量は

20Wです。 
• 不足電圧表示/不足電圧検出出力はありません。 

DCバックアップブロック 
バッテリホルダ 
バッテリ 

形S8T-DCBU-01 
形S82Y-TS01 
形S82Y-BAT01 

形S8BA-24D24D240LF 2021年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2020087C 
• 外形寸法が異なります。 
• 配線接続が異なります。 
• 取りつけ方法が異なります。 
• 組合せ可能なDC電源が異なります。 
• バッテリの種類が異なります。 
• 電圧低下を検出する電圧値が異なります。 
• バックアップ時の出力電圧が異なります。 
• 入出力信号機能が異なります。 
• バッテリの交換期間が異なります。 
• 推奨代替商品の形S8BA-24D24D240LFの出力

容量は240Wです。 
• 必要なバックアップ時間によっては、容量ランクの

低いものでも代替いただける可能性がございま
す。 

• 推奨代替商品の形S8BA-24D24D240LFはバッテ
リ一体型のため、バッテリホルダとバッテリは不要
です。 

形S8T-DCBU-01 
形S82Y-TS01 
形S82Y-BAT02 

形S8BA-24D24D360LF 

2021年12月末 
（形S82Y-BAT02
のみ、2021年9月

末） 

プロダクトニュースNo.； 2020087C 
• 外形寸法が異なります。 
• 配線接続が異なります。 
• 取りつけ方法が異なります。 
• 組合せ可能なDC電源が異なります。 
• バッテリの種類が異なります。 
• 電圧低下を検出する電圧値が異なります。 
• バックアップ時の出力電圧が異なります。 
• 入出力信号機能が異なります。 
• バッテリの交換期間が異なります。 
• 推奨代替商品の形S8BA-24D24D360LFの出力

容量は360Wです。 
• 必要なバックアップ時間によっては、容量ランクの

低いものでも代替いただける可能性がございま
す。 

• 推奨代替商品の形S8BA-24D24D360LFはバッテ
リ一体型のため、バッテリホルダとバッテリは不要
です。 

バッテリ 
形S82Y-BAT01 なし 2021年12月末 プロダクトニュースNo.； 2020087C 

形S82Y-BAT02 なし 2021年9月末 プロダクトニュースNo.； 2020087C 

入力・出力用ハーネス 形S82Y-EX□□H□-□□ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019005C(ON) 

シャーシ・カバー 形S82Y-EX□□□LC なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019005C(ON) 

取りつけ金具 

形S82Y-JX□□B 
形S82Y-JX□□F 
形S82Y-JX0□DIN 
形S82Y-J00F 
形S82Y-J30F 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017043C 

形S82Y-JX02DIN なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017042C 

形S82Y-VM□□B 
形S82Y-VM□□F 
形S82Y-VM□□S 
形S82Y-VM□□D 

なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018041C 

バッテリホルダ 形S82Y-TS01 なし 2021年12月末 プロダクトニュースNo.； 2020087C 

不足電圧検出出力用配線ケーブル 形S82Y-VM10H なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018041C 

信号入出力用コネクタ端子 
およびハウジングケーブル 

形S82Y-VM30C なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018041C 

停電検出器 
形S87A-11N 
形S87A-12N なし 2022年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021047C 

バスラインコネクタ 形S8T-BUS□1/-BUS□2 なし 2024年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022050C 
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状態監視機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

モータ状態監視機器  
電流総合診断タイプ 

形K6CM-CIMA-EIP 
形K6CM-CIMD-EIP 

形K6CM-CI2MA-EIP 
形K6CM-CI2MD-EIP 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020047C 

 

軸流ファン 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

AC軸流ファン（□120×t38、 
端子タイプ、中速） 

形R87□-A□A15MP 形R87□-A□A15HP 2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022028C 
形R87□-A□A15MPから形R87□-A□A15HPへの
置き換えでは電流、消費電力、回転数、風量、静
圧、騒音が高くなります。 

ボックスファン 形R87B-Fシリーズ一部商品 
形R87B-Tシリーズ 

形R87B-N□（アタッチメント）
＋ 
形R87□-A□A15□ 
（AC軸流ファン） 
＋ 
形R87F-PC-20 
（プラグコード） 
＋ 
形R87F-SET1238 
（オプションセット） 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2022028C 
形R87B-□シリーズの推奨代替品はアタッチメント
（形R87B-N□）、軸流ファン（形R87□-A□A15□）、
プラグコード（形R87F-PC-20）、オプションセット（フィ
ンガーガード、取付ねじ、バネ座金、ナットのセット
品：形R87F-SET1238）の個別手配になります。尚、
軸流ファン本体は中速タイプ（形R87□-A□A15MP）
から高速タイプ（形R87□-A□A15HP）への置き換え
になります。 

 

UV-LED照射器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

UV-LED照射器 コントローラ 
形ZUV-C20H 
形ZUV-C20H-D1 

形ZUV-C40H 
形ZUV-C40H-D 

2022年9月末 

プロダクトニュースNo.； 2021064C 
本体の色、操作方法が異なります。 
形ZUV-C40H シリーズは形ZUV-C20Hシリーズ の
機能追加モデルです。形ZUV-C20Hシリーズ でご
利用いただいていた機能が使用できなくなることは
ございません。 
形ZUV-C40Hシリーズをご使用いただく場合は、22
年4月発売予定のヘッドユニット形ZUV-HN□□MD
シリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズ
を接続してご使用ください。 

UV-LED照射器 ヘッドユニット 形ZUV-H□0MCシリーズ 
形ZUV-H□5MCシリーズ 

形ZUV-HN□0MDシリーズ 
形ZUV-HN□5MDシリーズ 

2022年9月末 
製品がなくなり
次第の受注終
了とさせていた

だきます。 

プロダクトニュースNo.； 2021063C 
形ZUV-HN□□MDシリーズをご使用いただく場合
は、22年4月発売予定のコントローラ形ZUV-C40H
シリーズ、延長ケーブル形ZUV-XCN□□シリーズ
に接続してご使用ください。 
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電力・機器用保護機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

高圧地絡継電器 

形AGF-1□-□ 
形AGF-2-□ 

形K2GR-AV1 
形K2GR-AC1 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017012C 
• 従来機種が丸胴埋込形のR2ケースのみ形状互

換となります。 
（F4ケース、F2ケースの代替えはございませんの
でR2ケースでご検討願います。） 

• 形K2GRには英文銘板仕様はありません。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 
• 形AGF-1-P5は生産終了ではありません。 

形K2GA-C 
形K2GA-V 

形K2GR-AC1 
形K2GR-AV1 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017017C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 
• 角胴埋込形ADRケースは形K2GRシリーズにござ

いません。 
• 形K2GRシリーズには英文銘板仕様はありませ

ん。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 

過電流継電器 
形K2CA-DOシリーズ 
形K2CA-DO3シリーズ 

形K2OC-ACN 
形K2OC-AVN 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017013C 
操作方法が異なります。 
• 従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形

状互換となります。 
（F4ケース、D2ケースの代替えはございませんの
でR2ケースでご検討願います。） 

• 形K2OCには英文銘板仕様はありません。 
• 形K2OCの限時要素時間整定目盛は0.25-0.5- 

1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-20のため、
形K2CA-D□L1-□（限時要素時間整定目盛：
16-32）、形K2CA-D□L2-□（限時要素時間整
定目盛：32-64）から置き換えする場合、限時整定
目盛は20でご検討願います。 

• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、
M4丸端子は装着可能です。 

静止形過電流継電器 
形K2CA-R-F1 E 
形K2CA-R-R2 E 
形K2CA-R-S5 E 

なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019038C 

デジタル形過電流継電器 形K2CA-HC 
形K2CA-HV 

形K2OC-ACN 
形K2OC-AVN 

2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017014C 
外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 
• 角胴埋込形ADRケースは形K2OCシリーズにござ

いません。 
• 形K2OCシリーズには英文銘板仕様はありませ

ん。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 
• 形K2OCの限時要素時間整定目盛は60、120が

ありません。限時整定目盛は20でご検討願いま
す。 

デジタル形地絡方向継電器
（EVT方式） 

形K2GF-H なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017025C 

デジタル形地絡方向継電器
（ZPD方式） 形K2GS-H 形K2DG-AV1 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017019C 
外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 
• 角胴埋込形ADRケースは形K2DG-AV1にはあり

ません。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 
• 零相電圧検出装置（形VOC-1MS2、形VOC-3S

（2012年2月生産終了））は使用可能です。 
• 零相変流器（形OTG-N□、形OTG-D□）は使用

可能です。 
• 遮断機が電流引き外しの場合、形K2GSシリーズ

同様、補助電源装置（形AOF-1N）は必要です。 

デジタル形電圧継電器 

形K2VA-H 形K2OV-AVN 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017020C 
外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 
• 角胴埋込形ADRケースは形K2OVシリーズにござ

いません。 
• 形K2OVシリーズには英文銘板仕様はありませ

ん。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 

形K2VU-H 形K2UV-AVN 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017016C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 
• 角胴埋込形ADRケースは形K2UVシリーズにござ

いません。 
• 形K2UVシリーズには英文銘板仕様はありませ

ん。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 

静止形周波数継電器 形K2FWシリーズ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019036C 

地絡方向継電器（EVT方式） 形K2GF-B-F4シリーズ なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017024C 
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電力・機器用保護機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

地絡方向継電器（ZPD方式） 形K2GS-BT-□ 
形K2GS-BP-□ 

形K2DG-AV1 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017018C 
外形寸法、取付寸法、操作方法が異なります。 
• 従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形

状互換となります。 
（F4ケース、D2ケースの代替えはございませんの
でR2ケースでご検討願います。） 

• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、
M4丸端子は装着可能です。 

• 零相電圧検出装置（形VOC-1MS2、形VOC-3S
（2012年2月生産終了））は使用可能です。 

• 零相変流器（形OTG-N□、形OTG-D□）は使用
可能です。 

• 遮断機が電流引き外しの場合、形K2GSシリーズ
同様、補助電源装置（形AOF-1N）は必要です。 

• 形K2DG-AV1に動作時間整定に8秒整定はあり
ません。１秒整定でご検討ください。 

• 形K2DG-AV1には上位継電器へのロック入力
（R1、R2端子）、下位継電器へのロック出力はあり
ません。 
継電器をロックしたい場合は動作電圧整定ツマミ
のロックや復帰レバーを使ったロックしてくださ
い。 

地絡過電圧継電器 
形K2GV-Cシリーズ 
 
形K2GV-Tシリーズ 

形K2ZC-K2GV-NDC 
110VAC/DC 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019035C 
外形寸法、取付寸法が異なります。 
• 推奨代替商品にはEVT方式タイプ（形K2GV-T

相当）はありません。 
• 推奨代替商品にはR2ケース（丸同型）はありませ

ん。 
• 推奨代替商品は零相電圧検出装置（形VOC-1MS2）

とセットでご使用ください。 

電圧継電器 

形K2VA-S1-□ 
形K2VA-S2□-□ 

形K2OV-AVN 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017015C 
• 従来機種が丸胴埋込形のR2ケースのみ形状互

換となります。 
（F4ケース、D2ケースの代替えはございませんの
でR2ケースでご検討願います。） 

• 形K2OVにはDC電源タイプはありません。制御電
源が必要な場合は形K2ZC-K2VA-N（制御電源
電圧DC24V）でご検討願います。 

• 形K2OVには英文銘板仕様はありません。 
• 形K2OVには即時の動作時間整定目盛はありま

せん、整定目盛は0.1でご検討願います。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 

形K2VU-S□□-□ 形K2UV-AV□ 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017021C 
• 従来機種が丸胴埋め込み形のR2ケースのみ形

状互換となります。 
（F4ケース、D2ケースの代替えはございませんの
でR2ケースでご検討願います。） 

• 形K2VU-S1は不足電圧検出時、リレーは0.3秒程
度ON（ワンショット動作）しますが、形K2UV-AVN
は不足電圧検出時、リレーはONし続けます（継
続動作）。 

• 形K2VU-S1Kはリレー動作後、10秒以上電圧を
0Vにして、復電しないとリレーは復帰しませんが、
形K2UV-AVNは復電状態となってから2秒以下
で復帰します。 

• 形K2VU-S1と形K2VU-S2□は、被検出電源が一
旦、継電器の整定値以上にならないと不足電圧
の監視は行いませんが、形K2UV-AV□にはこの
機能はありません。 

• 形K2UVには英文銘板仕様はありません。 
• 端子ねじサイズはM4→M3.5になっていますが、

M4丸端子は装着可能です。 

静止形逆電力継電器 形K2WRシリーズ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019033C 

Ior方式漏電監視リレー 形K6ER-ZM2-FLKA2 なし 2019年6月末 プロダクトニュースNo.； 2019049C 

変流器（接地線専用） 形K6ER-CN22 なし 2019年6月末 プロダクトニュースNo.； 2019049C 

デジタルヒータ断線警報器 
ON/OFF制御（SSR、コンタクタ）
タイプ 

形K8AC-H2□C□-FLK 形K2CU-Fシリーズ 
または、推奨代替品なし 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021054C 
形K2CU-Fシリーズはヒータ断線警報器ですが、代
替機種としては機能が制限されますので、置き換え
時にはご注意ください。形K2CU-Fシリーズには下
記機能がありませんので、弊社営業部門へご相談
をお願いします。 
• 位相制御、サイクル制御のヒータ断線検出 
• 電流値の表示 
• 安全規格認証取得品 
• 4-20mAゲート信号に連動したヒータ断線検出 
• ヒータ5本以上使用している場合の1本断線検出 
• 電流入力範囲（10A以下、80A以上） 

位相制御、サイクル制御タイプ 形K8AC-H2□P□-FLK なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021054C 

形K8ACシリーズ専用変流器 形K8AC-CT□ 
（形K8AC-CT200L除く） 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021054C 
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デジタル表示ユニット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

デジタル表示ユニット 

形M7E-01シリーズ 
形M7E-02シリーズ 
形M7E-08シリーズ 
形M7E-12シリーズ 
形M7E-20シリーズ 

なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019031C 

ハーネスコネクタ 形M7E-WHシリーズ なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019031C 

 

レーザマーカ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ファイバレーザマーカ 

形MX-Z2000H 
形MX-Z2050H 
形MX-Z2055H 

形MX-Z2000H-V1 
形MX-Z2050H-V1 
形MX-Z2055H-V1 

2020年10月末 

プロダクトニュースNo.； 2019063C 
• コントローラのインタロックコネクタ仕様が変更に

なっております。従来のコネクタを使用する場合
には変換ケーブルが別途必要となります。 

• EtherNet/IP™仕様が追加となっています。ご使用
方法に応じて設定のご選択をお願いします。 

形MX-Z2000G 
形MX-Z2050G 
形MX-Z2055G 

形MX-Z2000H-V1 
形MX-Z2050H-V1 
形MX-Z2055H-V1 

2020年10月末 プロダクトニュースNo.； 2019068C 

 

データロガー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

データロガー 校正サービス 

形ZR-RX20-CAL 
形ZR-RX40-CAL 

なし 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018011C 
■生産終了商品に関する注意点 

形ZR-RX20および形ZR-RX40の校正サービスを
終了します。 
形ZR-RX20および形ZR-RX40は、すでにご案内
のとおり 2010年12月に生産終了しております。
（生産終了プロダクトニュースNo. 2010200をご確
認ください。） 

形ZR-RX25-CAL 
形ZR-RX45-CAL 
形ZR-RX70-CAL 
形ZR-XRH1-CAL 
形ZR-XRT1-CAL 

なし 2020年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2019020C 
■生産終了商品に関する注意点 

形ZR-RX25/RX45/RX70および形ZR-XRH1、 
形ZR-XRT1の校正サービスを終了します。 
形ZR-RX25/RX45/RX70および形ZR-XRH1、 
形ZR-XRT1は、すでに案内のとおり 2015年12月
に生産終了しております。（生産終了プロダクトニ
ュースNo. 2015038Cをご確認ください。） 
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接続・省配線機器 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

リレーターミナル 形G70R-SOC08 形G70D-SOC08 2019年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2018019C 
推奨代替商品は、開閉部の定格通電電流が小さく
なります。 
生産終了商品と同等の開閉電流を、代替商品にご
要望の場合は、形G2RSシリーズ＋形P2RFシリーズ
を8個合わせてご使用ください。 

リレーターミナル 
（バーチカルタイプ） 

形G70D-FOM16-1 なし 2021年6月末 プロダクトニュースNo.； 2021053C 

産業用イーサネットコネクタ 
形XS5W-T421-□□□-K-B 形XS5W-T421-□□□-K または 

推奨代替商品なし 
2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020028C(ON) 

形XS5W-T422-YM2-K-B なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022053C(ON) 

コネクタ端子台変換ユニット 

形XW2B-60G5 
形XW2B-□□G4 
形XW2B-□□G5 
形XW2B-□□Y4 
形XW2B-20G5-D 
形XW2B-40G5-T 

形XW2R-J60GD-T 
形XW2R-E□□GD-T 
形XW2D-□□G6 
形XW2D-□□Y6 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2023年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2022040C 
本体の色が異なります。 

コネクタ端子台変換ユニット専用
接続ケーブル 

形XW2Z-200G なし 2020年5月末 プロダクトニュースNo.； 2019052C 

形XW2Z-□□□PF 
形XW2Z-□□□PM 

形XW2Z-□□□B 
形XW2Z-□□□K 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021032C 

コネクタ端子台変換ユニット専用
接続ケーブル（シールドあり） 

形XW2Z-C50W-□ 
形XZ3-10247 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020043C 

サーボドライバ専用接続ケーブル 形XW2Z一部商品 なし 2020年4月末 プロダクトニュースNo.； 2019047C 

位置制御ユニット（高速タイプ）
用サーボダイレクト接続ケーブル 

形XW2Z-□□□Ｊ-□□□ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022055C 

 

センサI/Oコネクタ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

丸型防水コネクタ 

形XS2F一部 
形XS2H一部 
形XS2W一部 
形XS3F一部 
形XS5F一部 
形XS5H一部 
形XS5M-D527-5 
形XS5P一部 
形XS5R-D426-E10-F 
形XS5W一部 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022054C 

コネクタ端子台変換ユニット専用
ケーブル 

形XW2Z一部 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022054C 

コネクタ中継ボックス 形XW3B-P455-D11 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022054C 
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センサI/Oコネクタ／センサコントローラ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

丸型防水コネクタ（M12） 

形XS2F-A422-310 
形XS2F-D42□-□□□ 
 
形XS2F-D421-U□□□ 
形XS2H-D42□-□□□-□□ 
形XS2U-□□□□ 
形XS2Z-□□-□ 
 
形XS2W-D421-T02 

推奨代替商品なし 
形XS2F-D421-CD0-F または 
推奨代替商品なし 
形XS2F-D421-D80-F 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
形XS2Z-31 または 
推奨代替商品なし 
形XS2W-D421-D81-SA 

2021年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2020053C 
形XS2F-D421-CD0-Fに関しては、成形部色と芯線
色が変更となります。 
形XS2F-D421-D80-Fに関しては、成形部色と端末
処理変更となります。 
形XS2W-D421-D81-SAに関しては、ケーブル外
径、芯線数が変更となります。 

形XS2M-D424-2-Q 
形XS2M-D441 

形XS2M-D424-2 
推奨代替商品なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020031C(ON) 

形XS5□-D421-□A□-P 
形XS5□-D42B-□8□-PR 
または 
推奨代替商品なし 

2020年4月末 

プロダクトニュースNo.； 2019051C 
本体の色が異なります。 
生産終了商品のオーバーモールドは黒色、ケーブ
ルはダークグレー。 
推奨代替商品のオーバーモールドはワームグレ
ー、ケーブルは黒色。 

丸型防水コネクタ（M8/S8）  

形XS3R-M426-□□□□-A 
形XS3Z-14 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020042C 

形XS3□-M42□-□□□-RG 
 
 
形XS3□-M42□-□□□□-RG 

形XS3□-M42□-□□□-PR 
または 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2020050C 
ケーブル外径がφ4からφ4.7、芯線サイズが0.2sq
から0.3sqに変更となります。 

丸型防水コネクタ 形XS5W-D421-□82-F-B なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020032C(ON) 

コネクタ中継ボックス 

形XW3Aシリーズ 
形XW3Dシリーズ または、 
形XW3Bシリーズ または、 
推奨代替商品なし 

2020年4月末 
プロダクトニュースNo.； 2019050C 
本体の色、配線接続が異なります。 
配線および配線色。（GND線があります） 

形XW3B-P□□□-D11 形XW3D-P□□□-G11 または 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020041C 
ケーブル長が変更となります。 

 

検査装置 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

シート検査装置 

スーパーNASP 
（形式仕様：形SASP-PREM） 
NASP-FX2 
（形式仕様：形SASP-FX2） 

スーパーNASP-λ（ラムダ） 
（形式仕様：形SASP-LAMDA） 

2018年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2018001C 
一部の構成部品は互換性がないため予備品の共
用ができない場合があります。 
予備品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせくだ
さい。 

インライン型基板外観検査装置 

形VT-S500シリーズ 形VTS-530-02シリーズ 2020年5月末 

プロダクトニュースNo.； 2019053C 
外形寸法が異なります。 
構造・検査原理が異なるため検査プログラムの再作
成が必要になります。 

形VT-S530-01シリーズ 形VT-S530-02シリーズ 2019年8月末 
プロダクトニュースNo.； 2019054C 
都度開発品の追加発注に関しては、再度設計が必
要になる場合がございます。 

高速CT型X線自動検査装置 

形VT-X700E2/Lシリーズ 形VT-X750-V2.0シリーズ 2019年4月末 
プロダクトニュースNo.； 2019056C 
FPDが異なるため、検査プログラム・ライブラリの再
調整が必要になります。 

形VT-X750-V1.0シリーズ 形VT-X750-V2.0シリーズ 2019年4月末 

プロダクトニュースNo.； 2019055C 
線源が異なるため、検査プログラム・ライブラリの再
調整が必要になります。 
線源・FPDが同じモデルも用意しています。 

形VT-X750-V2.0シリーズ 形VT-X750-V3.0シリーズ 2021年12月末 

プロダクトニュースNo.； 2021060C 
FPDが異なるため、検査プログラム・ライブラリの再
調整が必要になります。 
線源・FPDが同じモデルも用意しています。 

 

共用ソケット／DINレール／防水カバー 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

保持金具 形PYC-Y3 (CLIP FOR H3Y) なし 2020年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019025C 

共用ソケット 

形PYF08Aシリーズ一部商品 
形PYF08A-E 
形PYF14Aシリーズ一部商品 
形PYF14A-E 

形PYFZ-08シリーズ 
形PYFZ-08-E 
形PYFZ-14シリーズ 
形PYFZ-14-E 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2019064C 
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共用ソケット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

角形ソケット 

形PTF08A-E 
形PTF14A-E 

形PTFZ-08-E 
形PTFZ-14-E 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021046C 

形P2RF-05 
形P2RF-08 
形P2RF-05-E 
形P2RF-08-E 

形P2RFZ-05 
形P2RFZ-08 
形P2RFZ-05-E 
形P2RFZ-08-E 

2023年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2021045C 
形P2RFZ-05-Eは、本体の色、外形寸法（ねじ径）が
異なります。 
形P2RFZ-08-Eは、本体の色が異なります。 

共用ソケット 

形PY(F)シリーズ の一部仕様 
形PT(F)シリーズ の一部仕様 
形PFシリーズ の一部仕様 
形PL15Q 
形P7TF-05-TU 
形PFCシリーズ の一部仕様 
形R99-03MK FOR MK 

なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022038C 

形G2A専用共用ソケット 形PYシリーズ  の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022033C 

形G2A専用保持金具 形PYCシリーズ の一部仕様 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022033C 

 

基板対電線接続 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

MILコネクタ 

形XG2A-1001-G 
形XG2A-2001-G 
形XG2A-2601-G 
形XG2A-3001-G 
形XG4A-2032-8 
形XG4A-2632-8 
形XG4A-2635-8 
形XG4A-3432-8 
形XG4A-3435-8 
形XG4T-□□05 

形XG2A-1001 
形XG2A-2001 
形XG2A-2601 
形XG2A-3001 
形XG4A-2032 
形XG4A-2632 
形XG4A-2635 
形XG4A-3432 
形XG4A-3435 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020052C(ON) 

形XG8W-2441 
形XG8W-2444 
形XG8W-3634 
形XG8W-3644 

形XG8W-2431 
形XG8W-2434 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2020年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2019019C(ON) 
推奨代替商品はメッキ仕様・挿抜回数が異なりま
す。 

フラットケーブル用MILコネクタ 

形XG8A 一部 
形XG8B 一部 
形XG8V 一部 
形XG8W 一部 

なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021034C(ON) 

フラットケーブル 形XY3Aシリーズ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022018C(ON) 

フラットケーブルコネクタ 形XZ2 一部形式 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022025C(ON) 

 

  



61 

基板対基板接続 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ZDコネクタ 形XC3シリーズ なし 2018年6月末 プロダクトニュースNo.； 2017061C(ON) 

DINコネクタ 

形XC4シリーズ一部商品 なし 2018年6月末 プロダクトニュースNo.； 2017062C(ON) 

形XC4シリーズ一部商品 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020026C(ON) 

形XC5A-1082-1A 
形XC5B-5041 
形XC5C-4832-A 
形XC5F-012P-1140 
形XC5F-2032-A 
形XC5F-4442 

推奨代替商品なし 
形XC5B-5021 
形XC5C-4822-A 
推奨代替商品なし 
形XC5F-2022-A 
形XC5F-4422 

2020年3月末 
プロダクトニュースNo.； 2019009C(ON) 
推奨代替商品はメッキ仕様・挿抜回数が異なりま
す。 

形XC5C-9622-E 
形XC5シリーズ一部商品 

形XC5C-9622-A 
推奨代替商品なし 

2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020049C(ON) 

形XC6シリーズ なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020022C(ON) 

DINコネクタ/DINスタイルコネクタ 

形XC5A 一部 
形XC5B-6441-0A 
形XC5C 一部 
形XC5D 一部 
形XC5E 一部 
 
形XC5F 一部 
形XC5G 一部 
形XC5K 一部 

形XC5A 
形XC5B-6431-0A 
形XC5C 
形XC5D 
形XC5E または  
推奨代替商品なし 
形XC5F 
形XC5G 
形XC5K 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021034C(ON) 

形XC7B-6441-N001A 
形XC7C-9642-N001A 
形XC7D-9641-N001A 

形XC7B-6441-N001 
形XC7C-9642-N001 
形XC7D-9641-N001 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022025C(ON) 

DIN、HM、ZDコネクタ用工具 形XY2Dシリーズ一部商品 なし 2018年6月末 

プロダクトニュースNo.； 2018016C(ON) 
DIN、HM工具につきましては代替工具を準備いた
しますが、コネクタの形状変更にともない全面リニュ
ーアルを行うため、個々の商品では推奨代替商品と
して挙げておりません。 

2mmピッチHMコネクタ 

形XC8シリーズ一部商品 
形XC9シリーズ 

なし 2018年6月末 プロダクトニュースNo.； 2017063C(ON) 

形XC8A-1101S-C001 なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022025C(ON) 

ハーフピッチコネクタ 

形XH2シリーズ一部商品 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020025C(ON) 

形XH3A-6041-2 
形XH3B 一部形式 
 
形XH4A 一部形式 

形XH3A-6041-2A 
形XH3B または 
推奨代替商品なし 
形XH4A 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022025C(ON) 

形XH5シリーズ なし 2018年6月末 プロダクトニュースNo.； 2017064C(ON) 

 

基板対基板接続、基板対電線接続 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

アタッチメント 形XY2B-1005 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020027C(ON) 

コンタクト引抜工具 形XY2D-0003 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020027C(ON) 

圧入治具プラグ用 形XY2D-1035 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020027C(ON) 

圧入治具ソケット用 形XY2D-1036 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020027C(ON) 

0.847mmピッチ/フラットケーブル 形XY3A-9605 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020027C(ON) 

 

  



62 

外部接続 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

Dサブコネクタ 

形XMシリーズ一部商品 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020024C(ON) 

形XM2C-L 
形XM2E-L 
形XM2F-L 
 
形XM3B-L 
 
形XM3C-L 
形XM4K 
形XM4L 
形XM4Z 

形XM3C 
推奨代替商品なし 
形XM3F または 
推奨代替商品なし 
形XM3B または 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021056C(ON) 

形XM3Kシリーズ 
形XM3Lシリーズ なし 2018年6月末 プロダクトニュースNo.； 2017065C(ON) 

USBコネクタ 
形XM7D 
形XM7Z なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021056C(ON) 

LAN用モジュラージャックコネクタ 形XM9B なし 2022年3月末 プロダクトニュースNo.； 2021056C(ON) 

 

ICソケット 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

ICソケット 形XR2シリーズ一部商品 なし 2021年3月末 プロダクトニュースNo.； 2020023C(ON) 

ICソケット（シュリンクタイプ） 形XR3Gシリーズ なし 2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022019C(ON) 

工具 
形XY2C 一部形式 
形XY2D 一部形式 

なし 2022年9月末 プロダクトニュースNo.； 2022017C(ON) 

 

短絡コネクタ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

短絡コネクタ 
形XG8A-0131 
形XG8A-2134 
形XJ8B 一部形式 

形XG8A-5031 
形XG8A-5034 
形XJ8B 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022025C(ON) 

ICソケット 

形XR2A-3251-N 
形XR2C 一部形式 
形XR2P 一部形式 
 
形XR2T-6401-N 

形XR2A-3201-N 
形XR2C 
形XR2P または 
推奨代替商品なし 
形XR2A-6401-N 

2023年3月末 プロダクトニュースNo.； 2022025C(ON) 

 

基板対FPC接続 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

FPCコネクタ 

形XF2Bシリーズ 
形XF2Jシリーズ 
形XF2Lシリーズ 
形XF2Uシリーズ 
形XF2Wシリーズ 
形XF3Aシリーズ 
形XF3Bシリーズ 
形XF3Cシリーズ 
形XF3Zシリーズ 

なし 2018年3月末 プロダクトニュースNo.； 2017001C(ON) 

 

プローブピン 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

電鋳プローブピン 形XP3Bシリーズ一部商品 なし 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018049C(ON) 
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機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

フォト・マイクロセンサ［透過形］ 

形EE-SX1107 
形EE-SX1107-1 

形EE-SX1320 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017026C(ON) 
外形寸法、取付寸法が異なります。 
センサ本体の外形、溝幅が異なりますのでお客様
の基板上の実装パターンの設計変更が必要です。 
IL値特性が異なりますので回路によっては乗数の
変更が必要な場合もございますため、事前のご確
認をお願いいたします。 
また、形EE-SX1107-1は梱包数量が異なる非リール
製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はご
ざいません。 

形EE-SX1108 
形EE-SX1108-1 形EE-SX1320 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017027C(ON) 
センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターン
に大きな差異はございません。ただしIL値特性が異
なりますので回路によっては乗数の変更が必要な
場合もございます。事前のご確認をお願いいたしま
す。 
また、形EE-SX1108-1は梱包数量が異なる非リール
製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はご
ざいません。 

形EE-SX1109 
形EE-SX1109-1 

形EE-SX1330 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017028C(ON) 
センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターン
に大きな差異はございません。ただしIL値特性が異
なりますので回路によっては乗数の変更が必要な
場合もございます。事前のご確認をお願いいたしま
す。 
また、形EE-SX1109-1は梱包数量が異なる非リール
製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はご
ざいません。 

形EE-SX1131 
形EE-SX1131-1 

形EE-SX1321 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017029C(ON) 
センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターン
に大きな差異はございません。ただしIL値特性が異
なりますので回路によっては乗数の変更が必要な
場合もございます。事前のご確認をお願いいたしま
す。 
また、形EE-SX1131-1は梱包数量が異なる非リール
製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はご
ざいません。 

形EE-SX4134 
形EE-SX4134-1 

形EE-SX4320 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017030C(ON) 
センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターン
に大きな差異はございません。 
また、形EE-SX4134-1は梱包数量が異なる非リール
製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はご
ざいません。 

 

マイクロフォトニックデバイス 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

マイクロ変位センサ 形Z4D-B01 形Z4D-C01 2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017031C(ON) 
入力は生産終了商品の形Z4D-B01と同じパルス入
力ですが、出力にセットアップ時間がありますのでご
注意ください。その他定格性能、動作特性仕様に相
違はございません。 

 

MEMSセンサ 
商品名 生産終了商品 推奨代替商品 

終了時期 
( 終受注年月) 

プロダクトニュース No. 
備考 

MEMSフローセンサ 

形D6F-V01A1 
形D6F-70A7-000 
形D6F-50A62-000 
形D6F-05N6-000 
形D6F-02N2-000 

形D6F-V03A1 
形D6F-70AB71-000 
形D6F-50A6-000 
形D6F-05N7-000 
形D6F-05N2-000 

2018年3月末 

プロダクトニュースNo.； 2017002C(ON) 
• 動作特性が異なります。 
• 形D6F-70AB71-000、形D6F-50A6-000、 

形D6F-05N7-000は、外形寸法・取付寸法が異な
ります。 

形D6F-05N2-115-N 形D6F-05N2-000 2019年3月末 プロダクトニュースNo.； 2018033C(ON) 
推奨代替品にはハーネスが同梱しています。 

 


