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生産終了予定商品

推奨代替商品

電子カウンタ/デジタルタコメータ

電子カウンタ/デジタルタコメータ

（2009年7月発売予定）

形H7CX-A□
形H7CX-R□

形H7CX-A□-N
形H7CX-R□-N

2010年3月末生産終了予定

生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形

･ 製品の首下寸法が短くなります。
【端子台タイプ】
AC100〜240V仕様
：100mm⇒78mm
DC12〜24V/AC24V仕様 ：64mm⇒59mm
【ソケットタイプ】
72.5mm⇒63.7mm
･ リニューアルにともない、形式が変更になりま
す。生産終了商品の末尾に「-N」を追加します。

式

形H7CX-□-N
シリーズ

本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作
の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法
○

○

◎

○

◎

◎

○

◎：完全互換
○：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

形H7CX-A11

形H7CX-A11-N

形H7CX-A11S

形H7CX-A11S-N

形H7CX-A11D1

形H7CX-A11D1-N

形H7CX-A11SD1

形H7CX-A11SD1-N

形H7CX-A114

形H7CX-A114-N

形H7CX-A114S

形H7CX-A114S-N

形H7CX-A114D1

形H7CX-A114D1-N

形H7CX-A

形H7CX-A-N

形H7CX-AS

形H7CX-AS-N

形H7CX-AD

形H7CX-AD-N

形H7CX-ASD

形H7CX-ASD-N

標準価格（￥）

16,500

13,500
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生産終了予定商品と推奨代替商品
生産終了予定商品

2

推奨代替商品

標準価格（￥）

形H7CX-A4

形H7CX-A4-N

形H7CX-A4S

形H7CX-A4S-N

形H7CX-A4D

形H7CX-A4D-N

形H7CX-A4SD

形H7CX-A4SD-N

形H7CX-AW

形H7CX-AW-N

形H7CX-AWS

形H7CX-AWS-N

形H7CX-AWD1

形H7CX-AWD1-N

形H7CX-AWSD1

形H7CX-AWSD1-N

形H7CX-AWSD

形H7CX-AWSD-N

17,000

形H7CX-A4W

形H7CX-A4W-N

20,000

形H7CX-A4WSD

形H7CX-A4WSD-N

17,000

形H7CX-R11

形H7CX-R11-N

形H7CX-R11D1

形H7CX-R11D1-N

形H7CX-A11-G

形H7CX-A11-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-A11S-G

形H7CX-A11S-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-A11D1-G

形H7CX-A11D1-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-A11SD1-G

形H7CX-A11SD1-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-A114-G

形H7CX-A114-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-A114S-G

形H7CX-A114S-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-A114D1-G

形H7CX-A114D1-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-A-G

形H7CX-A-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-AS-G

形H7CX-AS-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-AD-G

形H7CX-AD-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-ASD-G

形H7CX-ASD-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-A4-G

形H7CX-A4-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-A4S-G

形H7CX-A4S-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-A4D-G

形H7CX-A4D-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-A4SD-G

形H7CX-A4SD-N+形Y92P-CXC4G

形H7CX-AW-G

形H7CX-AW-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-AWS-G

形H7CX-AWS-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-AWD1-G

形H7CX-AWD1-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-AWSD1-G

形H7CX-AWSD1-N+形Y92P-CXC6G

形H7CX-AWSD-G

形H7CX-AWSD-N+形Y92P-CXC6G

17,300

形H7CX-A4W-G

形H7CX-A4W-N+形Y92P-CXC4G

20,300

形H7CX-A4WSD-G

形H7CX-A4WSD-N+形Y92P-CXC4G

17,300

16,500

13,500

20,000

16,500

16,800

13,800

16,800

13,800

20,300

フロント部のデザイン
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● 4桁カウンタ
【形H7CX-A□4□シリーズ】

〔フロント部〕
･ フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
･「RST、K/P、OUT」をフロント部に印刷
〔LCD表示〕
･ LCD第1表示の文字高さ：11.5mm
･「RST、K/P、OUT」は単発光

【形H7CX-A□4□-Nシリーズ】

･ フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を
追加
･「RST、K/P、OUT」の印刷を廃止
･ LCD第1表示の文字高さ：12mm
･ 単発光を廃止し、「RST、鍵マーク、OUT」を追加
･ 機能表示用のセグメント追加

● 6桁カウンタ
【形H7CX-A□、AW□】

〔フロント部〕
･ フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
･「RST、K/P、OUT」をフロント部に印刷
〔LCD表示〕
･ LCD第1表示の文字高さ：9mm
･「RST、K/P、OUT」は単発光

【形H7CX-A□、AW□-N】

･ フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を
追加
･「RST、K/P、OUT」の印刷を廃止
･ LCD第1表示の文字高さ：10mm
･ 単発光を廃止し、「RST、鍵マーク、OUT」を追加
･ 機能表示用のセグメント追加
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フロント部のデザイン
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● タコメータ
【形H7CX-R□シリーズ】

〔フロント部〕
･ フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
･「HLD、K/P、OUT」をフロント部に印刷
〔LCD表示〕
･ LCD第1表示の文字高さ：9mm
･「HLD、K/P、OUT」は単発光
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【形H7CX-R□-Nシリーズ】

･ フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を
追加
･「HLD、K/P、OUT」の印刷を廃止
･ LCD第1表示の文字高さ：10mm
･ 単発光を廃止し、
「HLD、鍵マーク、OUT」を追加
･ 機能表示用のセグメント追加

本体の色
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● キープロテクトスイッチ
スイッチ色：ライトグレー

シルバー

● 本体
【形H7CX-□-G】
本体フロント色：ライトグレー
本体ケース色 ：ライトグレー

【形H7CX-A□-Nシリーズ＋形Y92P-CXC□G】
リニューアル品のフロントカバーを取り外し、ラ
イトグレーのフロントカバー（形Y92P-CXC□G：
新規オプション品）を取り付ける。
形Y92P-CXC4G： カウンタ/4 桁/ライトグレー
形Y92P-CXC6G： カウンタ/6 桁/ライトグレー
〔製品イメージ図〕

本体フロント色：ライトグレー
本体ケース色 ：ブラック
〔フロントカバー交換の概略説明〕

① ブラック（標準）のフロントカバーを取り外す。
② ライトグレー
（オプション品）
のフロントカバー
を取り付ける。
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外形寸法
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● 端子台タイプ
（埋め込み取りつけ）
【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWSD1/-A4/-A4S/-A4W-N】

【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWSD1/-A4/-A4S/-A4W】
6

48

100

48

□44.8

･ 首下寸法が78mmになります。
･ スリット形状を変更します。
【形H7CX-AD/-ASD/-AWSD/-A4D/-A4SD/
-A4WSD】
6

48

【形H7CX-AD/-ASD/-AWSD/-A4D/-A4SD/
-A4WSD-N】

64

48

□44.8

･ 首下寸法が59mmになります。
･ スリット形状を変更します。
● ソケットタイプ
（埋め込み取りつけ/表面取りつけ）
【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/ -R11/-R11D1-N】

【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/ -R11/-R11D1】
48

48

6

72.5

14.4

□44.8

･ 首下寸法が63.7mmになります。
･ スリット形状を変更します。
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取付寸法
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● 端子台タイプ
（埋め込み取りつけ）
【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWSD1/-A4/-A4S/-A4W】
形Y92S-29
（付属）
防水パッキン

パネル

【形H7CX-A/-AS/-AW/-AWS/-AWD1/
-AWSD1/-A4/-A4S/-A4W-N】

形Y92F-30
（付属）
埋込み取りつけ用アダプタ

（51）

58

48

7.5

･ 首下寸法が76.5mmになります。

98.5

【形H7CX-AD/-ASD/-AWSD/-A4D/-A4SD/-A4WSD】
パネル

形Y92S-29
（付属）
防水パッキン

形Y92F-30
（付属）
埋込み取りつけ用アダプタ

【形H7CX-AD/-ASD/-AWSD/-A4D/-A4SD/
-A4WSD-N】

（51）

58

7.5

48

62.5

･ 首下寸法が57.5mmになります。

● ソケットタイプ
（埋め込み取りつけ/表面取りつけ）
【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/ -R11/-R11D1】
形Y92S-29
（別売）
防水パッキン

パネル

【形H7CX-A11/-A11S/-A11D1/-A11SD1/
-A114/-A114S/-A114D1/ -R11/-R11D1-N】

形Y92F-30
（別売）
埋込み取りつけ用アダプタ
形P3GA-11
（別売）
裏面接続ユニット

58

（51）

7.5

48

112

98.7

形H7CX
-A11□

･ 首下寸法が89.9mmになります。

109.7

形P2CF-11、
形P2CF-11-E

･ 取りつけ寸法が100.9mmと103.2mmになります。

7

配線接続
生産終了予定商品
形H7CX-A□【端子台タイプ】

推奨代替商品
形H7CX-A□-N【端子台タイプ】

● 推奨締付トルク
0.5N・m 程度

0.74〜0.90N・m
＊UL 規格認定のため、締付トルク値を変更するもの
です。
端子台の性能は生産終了予定機種と同じです。

AWG18-24

AWG18-22
＊UL規格認定のため、適用電線を変更するものです。
端子台の性能は生産終了予定機種と同じです。

生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● 適用電線

定格／性能

● LCD第1表示 表示色切替
【形H7CX-A□】（端子台タイプ）
赤色、緑色の2色切替

【H5CX-A□-N】（端子台タイプ）
赤色、緑色、橙色の3 色切替

4 桁タイプ
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6 桁タイプ

ラベル
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ

● 製品本体ラベル
･ 表示方法： 製品（上面と右側面）にラベルを貼付

･ 表示方法：製品（上面と右側面）にレーザー印刷
文字色：白色

･ ロットNo.：
製造年：西暦の末1桁
□□□□□
①②③④⑤
①②： 製造日 01〜31
③： 製造月 1〜9、X、Y、Z
＊X=10、Y=11、Z=12
④： 製造年 西暦の末1桁
⑤： 製造工場略号

･ ロットNo.：
西暦の末2桁
□□□□□□
①②③④⑤⑥
①②：製造日 01〜31
③ ：製造月 1〜9、X、Y、Z
＊X=10、Y=11、Z=12
④⑤：製造年 西暦の末２桁
⑥ ：製造工場略号
･ その他表示：
リニューアルにともない、印刷内容の変更を実
施します。

【形H7CX-A】

【形H7CX-A-N】

【形H7CX-AD】

【形H7CX-AD-N】
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ラベル
生産終了予定商品
形H7CX-□シリーズ
【形H7CX-A11】

推奨代替商品
形H7CX-□-Nシリーズ
【形H7CX-A11-N】

● 個装箱ラベル
･ ロットNo.
製造年：西暦の末1桁
□□□□□
①②③④⑤
①②： 製造日 01〜31
③： 製造月 1〜9、X、Y、Z
＊X=10、Y=11、Z=12
④： 製造年 西暦の末1桁
⑤： 製造工場略号

･ ロットNo.
西暦の末2桁
□□□□□□
①②③④⑤⑥
①②：製造日 01〜31
③ ：製造月 1〜9、X、Y、Z
＊X=10、Y=11、Z=12
④⑤：製造年 西暦の末２桁
⑥ ：製造工場略号
･ 2次元QRコード： 商品コード変更にともない変更
･ EANコード： 商品コード変更にともない変更
-N

ロット No.
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ロット No.

ラベル
生産終了予定商品
形H7CX-AW□シリーズ

推奨代替商品
形H7CX-AW□-Nシリーズ

● ディップスイッチ設定用シール
ディップスイッチ設定用シールを同梱（付属品）。
シールは『カウンタ』と『タコメータ』のディッ
プスイッチ設定方法を表示。

ディップスイッチ設定用シールを同梱（付属品）。
シールは『タコメータ』のディップスイッチ設定
方法を表示。『カウンタ』の設定方法は製品本体
にレーザー印刷で表示。
ディップスイッチ設定用シール

操作方法
新機能追加にともない、機能設定モードの設定項目が若干増えますが、基本的操作方法は変更ありません。

取扱説明書
リニューアルにともない、内容の変更を実施します。
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