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AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 形E3JMシリーズ透過形 生産終了のお知らせ 

 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 AC/DC電源フリータイプ 光電センサ  AC/DC電源フリータイプ 光電センサ 

 

形E3JM-□-N（透過形） 
形E3JM-□-US（透過形） 

 

形E3JM-□-NN（透過形） 
形E3JM-□-NN-US（透過形） 
（2017年12月1日発売予定） 

 
■ 終受注年月 

2017年11月末 
 
■ 終出荷年月 

2018年2月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

形E3JM-□-NN/形E3JM-□-NN-USシリーズは規格対応にて設計変更しており、 
従来品（形式末尾に“-N”なし、“-N”あり）との組み合わせにおいて互換性がありませんので、 
従来品と組み合わせて使用されますと動作しない場合があります。 
よってご使用の際は、透過形の投光器と受光器はどちらも同一形式のセットで 
ご使用いただきますようお願い申し上げます。推奨代替商品は2017年12月1日発売予定です。 

 
■生産終了商品との相違点 

推奨代替商品形式 本体の色 外形寸法 配線接続 取付寸法 定格性能 動作特性 操作方法 

形E3JM-□-NN（透過形） ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形E3JM-□-NN-US（透過形） ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

◎ ： 互換 
○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更 
× ： 変更大 
－ ： 該当する仕様がありません 
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■本体 
生産終了商品 

形E3JM-□-US（透過形） 
形E3JM-□-N（透過形） 

推奨代替商品 
形E3JM-□-NN-US（透過形） 

形E3JM-□-NN（透過形） 

表示LED＆銘板孔形状： 
LED 

  
 

表示LED＆銘板孔形状： 
LED 

  
 

操作部レバー色 
黄色 

 

操作部レバー色 
白色 
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■本体 （つづき） 
生産終了商品 

形E3JM-□-US（透過形） 
形E3JM-□-N（透過形） 

推奨代替商品 
形E3JM-□-NN-US（透過形） 

形E3JM-□-NN（透過形） 

カバー印字内容とレイアウト 
形E3JM-□-US 

1：OMRON LOGO黄色下地 
2：UL LOGO変更 
3：CE LOGO：なし 
4：「CCC」マーク：カバー側面貼付け 

 

  
 
 

形E3JM-□-N 
1：OMRON LOGO黄色下地 
2：CE LOGO Size：2.5×3.5mm 

 

 

カバー印字内容とレイアウト 
形E3JM-□-NN-US 

1：OMRON LOGO下地無色 
2：UL LOGO変更 
3：CE LOGO：追加 
4：「CCC」マーク：カバー正面印刷 

 

 
 
 

形E3JM-□-NN 
1：OMRON LOGO下地無色 
2：CE LOGO Size：5×7mm 
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■個装箱内注意シート（操作方法） 
生産終了商品 

形E3JM-□-US（透過形） 
形E3JM-□-N（透過形） 

推奨代替商品 
形E3JM-□-NN-US（透過形） 

形E3JM-□-NN（透過形） 

個装箱内注意シート 
透過型「-N」品発売にともない、既存品との互換性につい

て注記追加 
A面 

 
 

B面 

 
 

個装箱内注意シート 
透過型「-NN」品発売にともない、「-N」品との互換性につ

いて注記追加 
A面 

 
 

B面 
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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E3JM-10M4-US 形E3JM-10M4-NN-US 
形E3JM-10M4T-US 形E3JM-10M4T-NN-US 
形E3JM-10R4-US 形E3JM-10R4-NN-US 
形E3JM-10R4T-US 形E3JM-10R4T-NN-US 
形E3JM-10S4-US 形E3JM-10S4-NN-US 
形E3JM-10S4T-US 形E3JM-10S4T-NN-US 
形E3JM-10M4-N 形E3JM-10M4-NN 
形E3JM-10M4T-N 形E3JM-10M4T-NN 
形E3JM-10S4-N 形E3JM-10S4-NN 
形E3JM-10S4T-N 形E3JM-10S4T-NN 
形E3JM-10R4-N 形E3JM-10R4-NN 
形E3JM-10R4T-N 形E3JM-10R4T-NN 
形E3JM-10S4-G-N 形E3JM-10S4-G-NN 
形E3JM-10R4-G-N 形E3JM-10R4-G-NN 
形E3JM-10R4T-G-N 形E3JM-10R4T-G-NN 
形E3JM-10M4-G-N 形E3JM-10M4-G-NN 
形E3JM-10M4T-G-N 形E3JM-10M4T-G-NN 
形E3JM-10S4T-G-N 形E3JM-10S4T-G-NN 
形E3JM-10M4-40-N 形E3JM-10M4-40-NN 
形E3JM-10M4-32-N 形E3JM-10M4-32-NN 
形E3JM-10S4-M1J-N 0.3M 形E3JM-10S4-M1J- NN 0.3M 
形E3JM-10S4-M1J-N 1M 形E3JM-10S4-M1J- NN 1M 

 
 
 

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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