
    

    

 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  No. B-170857 

 

プロダクト 
ニュース 

 

 

 
 

生産終了のご案内 
 

発行日 
2017 年 7 月 3 日 

  RFIDシステム  No. 2017054C 

 
RFIDシステム 形V680シリーズ ゼブラテクノロジーズ社製 ハンディターミナル（セット） 
形V680-A-7528S-G4-□□-S、ハンディターミナル（アクセサリ）  
形V680-A-WA□□□□、形V680-A-CA1053 生産終了のご案内（※注） 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 ハンディターミナル（セット）   

 

形V680-A-7528S-G4-JP-S 
形V680-A-7528S-G4-EG-S 

 
 

ハンディターミナル（アクセサリ） 

形V680-A-WA3010 
形V680-A-WA3025 
形V680-A-CA1053 
形V680-A-WA4003 
形V680-A-WA6181 

 

 
弊社からの推奨代替商品は 

ございません。 
 

（引き続き、同機能商品をご用命の場合は、 
次頁の ■同機能商品に関するご注意事項 
をご参照の上、ご検討をお願いいたします） 

※注 本商品は、弊社からの販売終了であり、製品供給元のゼブラテクノロジーズ社製ハンディターミナル 
（Work About Proシリーズ）の生産終了ではございません。 

 
■ 終受注年月 

2017年6月末 
 
■ 終出荷年月 

2017年6月末 
 
■修理対応終了年月 

2018年6月末 
 
■生産終了理由 

2017年7月22日より、EU 改正RoHS 指令のため、本商品も対象になります。 
つきましては、本商品が弊社の環境基準に適合することが確認できないため、急遽、取扱いを中止して、 
生産終了をさせていただきます。 
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■生産終了商品と推奨代替商品 
生産終了商品 推奨代替商品 

形V680-A-7528S-G4-JP-S 弊社の推奨代替商品はありません。 
形V680-A-7528S-G4-EG-S 弊社の推奨代替商品はありません。 
形V680-A-WA3010 弊社の推奨代替商品はありません。 
形V680-A-WA3025 弊社の推奨代替商品はありません。 
形V680-A-CA1053 弊社の推奨代替商品はありません。 
形V680-A-WA4003 弊社の推奨代替商品はありません。 
形V680-A-WA6181 弊社の推奨代替商品はありません。 

 
■同機能商品に関するご注意事項 

・引き続き、同機能商品をご用命の場合は、2017年7月発売予定のZBRシリーズを以下の販売元からご購入 
いただけます。 
同機能商品は形式が変更になります。 
（ご購入は、日本国内に限定されます。したがって、海外からはご購入いただけません。） 
 

生産終了商品 同機能商品 
形式 販売元 形式 販売元 発売予定時期 

形V680-A-7528S-G4-JP-S 

オムロン 
株式会社 

ZBR-7528S-G4-JP-S 

オムロン関西

制御機器 
株式会社 

2017年7月 

形V680-A-7528S-G4-EG-S ZBR-7528S-G4-EG-S 
形V680-A-WA3010 ZBR-WA3010 
形V680-A-WA3025 ZBR-WA3025 
形V680-A-CA1053 ZBR-CA1053 
形V680-A-WA4003 ZBR-WA4003 
形V680-A-WA6181 ZBR-WA6181 

 
・同機能商品のお問い合わせ先 

オムロン関西制御機器株式会社 
営業本部 電子コンポ営業課 ゼブラテクノロジーズ社担当 
〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 東洋紡ビル8F 
電話番号 06-6347-1721  FAX 06-6347-1722 

 
■生産終了商品との相違点 

ZBRシリーズは、生産終了商品と同機能であり、従来どおりご使用いただけます。 
ZBR-7528S-G4-□□-S は、形V680/V600ソフト（Easy Access/CBAccess）をプリインストールしており、 
形V6□0-CH1D-PSIを接続し動作可能です。 

 
 
 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 
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