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プロダクト 
ニュース 生産終了予定商品のお知らせ 

 
発行日 

2005 年 6 月 1 日 

 温度調節器（デジタル調節計）  No. 2005187 

 
電子温度調節器 形E5CS-X（端子台タイプ）生産終了のお知らせ 

 

 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 電子温度調節器  電子温度調節器 

 
形E5CS-X 

（端子台タイプ） 
 

形E5CSVシリーズ 

 
 

■生産終了予定時期 
2006年3月末 

 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

制御性向上のため、1自由度PID＋ARWの制御方式を2自由度PID制御方式に変更しています。 
制御対象によっては、制御性が異なることがあります。 
セルフチューニングの方式を変更します。 
外形寸法、端子配置が、変更となっています。 

 
■生産終了予定商品との相違点 

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E5CSVシリーズ × × × 〇 〇 × 〇 

 

◎ ： 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 

 
■生産終了予定商品と推奨代替商品 

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形E5CS-Q1GX-F AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-Q1G-F 16,100 

形E5CS-Q1KJX-F AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-Q1T-F 16,100 

形E5CS-Q1PX-F AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-Q1T-F 16,100 

形E5CS-R1GX-F AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-R1G 16,100 

形E5CS-R1KJX-F AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-R1T-F 16,100 

形E5CS-R1PX-F AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-R1T-F 16,100 

形E5CS-QGX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-QG 15,500 

形E5CS-Q1GX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-Q1G 16,100 

形E5CS-QKJX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-QT 15,500 

形E5CSV-Q1T 16,100 
形E5CS-Q1KJX AC100-240V 50/60Hz 

形E5CSV-Q1KJ-W 16,100 

形E5CS-QPX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-QT 15,500 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形E5CSV-Q1T 16,100 

形E5CS-Q1PX AC100-240V 50/60Hz 
形E5CSV-Q1P-W 16,100 

形E5CS-RGX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-RG 15,500 

形E5CS-R1GX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-R1G 16,100 

形E5CS-RKJX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-RT 15,500 

形E5CSV-R1T 16,100 
形E5CS-R1KJX AC100-240V 50/60Hz 

形E5CSV-R1KJ-W 16,100 

形E5CS-RPX AC100-240V 50/60Hz 形E5CSV-RT 15,500 

形E5CSV-R1T 16,100 
形E5CS-R1PX AC100-240V 50/60Hz 

形E5CSV-R1P-W 16,100 

形E5CS-Q1GX-F AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-Q1G-F ※ 16,100 

形E5CS-Q1KJX-F AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-Q1TD-F 16,100 

形E5CS-Q1PX-F AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-Q1TD-F 16,100 

形E5CS-R1GX-F AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-R1G-F ※ 16,100 

形E5CS-R1KJX-F AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-R1TD-F 16,100 

形E5CS-R1PX-F AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-R1TD-F 16,100 

形E5CS-QGX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-QG ※ 15,500 

形E5CS-Q1GX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-Q1G ※ 16,100 

形E5CS-QKJX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-QTD 15,500 

形E5CS-Q1KJX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-Q1TD 16,100 

形E5CS-QPX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-QTD 15,500 

形E5CS-Q1PX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-Q1TD 16,100 

形E5CS-RGX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-RG ※ 16,100 

形E5CS-R1GX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-R1G ※ 16,100 

形E5CS-RKJX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-RTD 15,500 

形E5CSV-R1TD 16,100 
形E5CS-R1KJX AC/DC 24V 50/60Hz 

形E5CSV-R1KJD-W 16,100 

形E5CS-RPX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-RTD 15,500 

形E5CS-R1PX AC/DC 24V 50/60Hz 形E5CSV-R1TD 16,100 

※ 生産終了予定商品と推奨代替商品の電源電圧仕様が異なります。製品仕様に合った電源をご用意ください。 
 

■本体の色 
生産終了予定商品 

形E5CS-X 
推奨代替商品 

形E5CSV 

ライトグレー 
 

 
 

ライトグレー／ブラック 
形E5CSV-□□□-W 形E5CXV-□□□(-F) 
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■端子配置／配線接続 
生産終了予定商品 

形E5CS-X 
推奨代替商品 

形E5CSV 

警報ありタイプ 

 
 
 

警報なしタイプ 
④⑤＝DO NOT USED 
 

警報ありタイプ 

 

警報なしタイプ 
⑥⑦⑧＝DO NOT USE 
 

 
■取付寸法 

生産終了予定商品 
形E5CS-X  

推奨代替商品 
形E5CSV 

取りつけ 
付属の埋込み取りつけ用アダプタでパネルに取りつ

けます。 

 

パネルカット寸法 

 
 

厚さ1～4mmのパネルに取りつけ可能です。 
 

取りつけ 
付属の埋込み取りつけ用アダプタでパネルに取りつ

けます。 

 
 
パネルカット寸法 

 
 

※1. 取りつけパネルの板厚は1～4mmが適当です。 
※2. 密着取りつけは可能です。（ただし、一方向のみ） 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

形E5CS-X 
推奨代替商品 

形E5CSV 

外観 外観 

 
 

■定格／性能 

項目 生産終了予定商品 
形E5CS-X 

推奨代替商品 
形E5CSV 

制御出力 ・ リレー出力 
・ 電圧出力 DC12V 20mA 

・ リレー出力 
・ 電圧出力 DC12V 21mA 

警報出力 ・ 警報出力：なし 
・ 警報出力：1点 

警報出力2点仕様の追加 
・ 警報出力：なし 
・ 警報出力：1点 
・ 警報出力：2点 

入力仕様 ・ 熱電対仕様 
・ 測温抵抗体仕様 
・ サーミスタ仕様 

温度入力マルチ仕様の追加 
・ 熱電対仕様 
・ 測温抵抗体仕様 
・ サーミスタ仕様 
・ 熱電対／測温抵抗体のマルチ入力仕様 

入力種別 測温抵抗体仕様：形E5CS-□□PX(-F) 
仕様 設定 入力温度設定範囲 

0 －50～50℃/＊ 
1 0.0～50.0℃/＊ 
2 －20～80℃/＊ 
3 0.0～99.9℃/0.0～99.9°F 

4 0～200℃/0～200°F 
5 0～300℃/＊ 
6 0～400℃/0～400°F 
7 ＊/0～600°F 
8 ＊/0～800°F 

Pt100 
/JPt100 

9 ＊/＊ 
＊印は設定禁止 
 

熱電対仕様：形E5CS-□□KJX(-F) 
仕様 設定 入力温度設定範囲 

0 0～200℃/＊ 
1 0～300℃/＊ 
2 0～400℃/0～400°F 
3 0～500℃/0～500°F 
4 0～600℃/0～600°F 

K 

5 0～999℃/0～999°F 
6 0～200℃/0～999°F 
7 0～300℃/＊ 
8 0～400℃/0～400°F 

J/L 

9 0～500℃/0～500°F 
＊印は設定禁止 

測温抵抗体仕様：形E5CSV-□□P-W 
仕様 設定 入力温度設定範囲 

0 －50～50℃/－50～50°F 
1 0.0～50.0℃/0.0～50.0°F 
2 －20～80℃/－20～80°F 
3 0.0～99.9℃/0.0～99.9°F 
4 0～200℃/0～200°F 
5 0～300℃/0～300°F 
6 0～400℃/0～400°F 
7 0～300℃/0～600°F 
8 0～400℃/0～800°F 

Pt100 
/JPt100

9 0.0～199.9℃/0.0～199.9°F
 
 

熱電対仕様：形E5CSV-□□KJ(D)-W 
仕様 設定 入力温度設定範囲 

0 0～200℃/0～200°F 
1 0～300℃/0～300°F 
2 0～400℃/0～400°F 
3 0～500℃/0～500°F 
4 0～600℃/0～600°F 

K 

5 0～999℃/0～999°F 
6 0～200℃/0～999°F 
7 0～300℃/0～300°F 
8 0～400℃/0～400°F 

J/L 

9 0～500℃/0～500°F  
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項目 生産終了予定商品 
形E5CS-X 

推奨代替商品 
形E5CSV 

入力種別 サーミスタ仕様：形E5CS-□□GX(-F) 
仕様 設定 入力温度設定範囲 

0 －50～50℃/＊ 
1 0～100℃/＊ 
2 50～150℃/＊ 
3 100～200℃/＊ 
4 150～300℃/＊ 
5 ＊/－50～100°F 
6 ＊/0～200°F 
7 ＊/100～300°F 
8 ＊/200～400°F 

サーミスタ 

9 ＊/300～600°F 
＊印は設定禁止 

サーミスタ仕様：形E5CSV-□□G(-F) 
仕様 設定 入力温度設定範囲 

0 －50～50℃/－50～100°F
1 0～100℃/0～200°F 
2 50～150℃/100～300°F 
3 100～200℃/200～400°F 
4 150～300℃/300～600°F 
5 －50～50℃/－50～100°F
6 0～100℃/0～200°F 
7 50～150℃/100～300°F 
8 100～200℃/200～400°F 

サーミスタ

9 150～300℃/300～600°F 
 
測温抵抗体 / 熱電対 マルチ仕様 
 ：形E5CSV-□□T(D)(-F) 
ファンクションSW5： OFF 

仕様 設定 入力温度設定範囲 
0 －99～1300℃/－99～1999°FK 

1 0.0～199.9℃/0.0～199.9°F
2 －99～850℃/－99～1500°FJ 

3 0.0～199.9℃/0.0～199.9°F
L 4 －99～850℃/－99～1500°F

5 －99～400℃/－99～700°FT 

6 0.0～199.9℃/0.0～199.9°F
U 7 －99～400℃/－99～700°F
N 8 －99～1300℃/－99～1999°F
R 9 0～1700℃/0～1999°F 

 
ファンクションSW5： ON 

仕様 設定 入力温度設定範囲 
0 －99～8500℃/－99～1500°F
1 0.0～199.9℃/0.0～199.9°F
2 －99～99℃/－99～99°F 
3 0～200℃/0～200°F 

Pt100 

4 0～400℃/0～400°F 
5 －99～500℃/－99～900°F
6 0.0～199.9℃/0.0～199.9°F
7 －99～99℃/－99～99°F 
8 0～200℃/0～200°F 

JPt100

9 0～400℃/0～400°F  
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■動作特性 
生産終了予定商品 

形E5CS-X 
推奨代替商品 

形E5CSV 
制御方式 
・ 1自由度PID制御＋ARW 
・ 制御演算周期：2sec 
 
 
表示 
・ 表示周期：2sec 

制御方式 
・ 2自由度PID制御 
・ 制御演算周期：500ms 
・ オートチューニング機能追加 
（STも同時有効可能） 

表示 
・ 表示周期：50ms 
・ セルフチューニング実施中表示機能 
 

 
■操作方法 

生産終了予定商品 
形E5CS-X 

推奨代替商品 
形E5CSV 

ドローアウト 
前面下側のフックを押しながら本体を引き出し、ドロー

アウトします。 
 
 
 
 
 

 
設定 

 

ドローアウト 
工具挿入穴（上下2ヶ所）に工具（下図参照）を挿入し

てフックを外し、フロントパネルをもって手前に引き出

し、ドローアウトします。 
 

 
 

設定 
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生産終了予定商品 

形E5CS-X 
推奨代替商品 

形E5CSV 
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生産終了予定商品 

形E5CS-X 
推奨代替商品 

形E5CSV 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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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