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2011年7月4日発行

取扱い終了予定商品
CP1E＋NVセット品

推奨代替商品
CP1E本体、NV本体、および
通信ケーブルを個別にご選定ください。

形CP1E-W□-□□□
形CP1E-Q□-□□□

※セット品のみ取扱い終了です。
CP1E本体、NV本体、および通信ケーブルの
各単品は引き続き生産継続しております。

◎：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

＊セット品を構成していた機種で選定した場合です。

2011年7月末取扱い終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

CP1E本体、NV本体、および通信ケーブルを個別
にご選定ください。

取扱い終了予定商品との相違点

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CP1Eシリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
形NVシリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎



2

取扱い終了予定商品と推奨代替商品

取扱い終了予定商品

推奨代替商品（セット形式構成商品明細）

CP1E形式
標準
価格
（￥）

NV形式
標準
価格
（￥）

通信
ケーブル
形式

標準
価格
（￥）

形CP1E-WA-2RA 形CP1E-N20DR-A 30,000

形NV3W-
MG20L 25,000

形XW2Z-
200T-4 3,000

形CP1E-WA-2TA 形CP1E-N20DT-A 30,000
形CP1E-WA-2RD 形CP1E-N20DR-D 30,000
形CP1E-WA-2TD 形CP1E-N20DT-D 30,000
形CP1E-WA-3RA 形CP1E-N30DR-A 38,000
形CP1E-WA-3TA 形CP1E-N30DT-A 38,000
形CP1E-WA-3RD 形CP1E-N30DR-D 38,000
形CP1E-WA-3TD 形CP1E-N30DT-D 38,000
形CP1E-WA-4RA 形CP1E-N40DR-A 51,000
形CP1E-WA-4TA 形CP1E-N40DT-A 51,000
形CP1E-WA-4RD 形CP1E-N40DR-D 51,000
形CP1E-WA-4TD 形CP1E-N40DT-D 51,000
形CP1E-WB-2RA 形CP1E-N20DR-A 30,000

形NV3W-
MR20L 25,000

形CP1E-WB-2TA 形CP1E-N20DT-A 30,000
形CP1E-WB-2RD 形CP1E-N20DR-D 30,000
形CP1E-WB-2TD 形CP1E-N20DT-D 30,000
形CP1E-WB-3RA 形CP1E-N30DR-A 38,000
形CP1E-WB-3TA  形CP1E-N30DT-A 38,000
形CP1E-WB-3RD  形CP1E-N30DR-D 38,000
形CP1E-WB-3TD 形CP1E-N30DT-D 38,000
形CP1E-WB-4RA 形CP1E-N40DR-A 51,000
形CP1E-WB-4TA 形CP1E-N40DT-A 51,000
形CP1E-WB-4RD 形CP1E-N40DR-D 51,000
形CP1E-WB-4TD 形CP1E-N40DT-D 51,000 
形CP1E-QA-2RA 形CP1E-N20DR-A 30,000

形NV3Q-
MR21 46,000 形XW2Z-

200T-3 3,000

形CP1E-QA-2TA 形CP1E-N20DT-A 30,000
形CP1E-QA-2RD 形CP1E-N20DR-D 30,000
形CP1E-QA-2TD 形CP1E-N20DT-D 30,000
形CP1E-QA-3RA 形CP1E-N30DR-A 38,000
形CP1E-QA-3TA 形CP1E-N30DT-A 38,000
形CP1E-QA-3RD 形CP1E-N30DR-D 38,000
形CP1E-QA-3TD 形CP1E-N30DT-D 38,000
形CP1E-QA-4RA 形CP1E-N40DR-A 51,000
形CP1E-QA-4TA 形CP1E-N40DT-A 51,000
形CP1E-QA-4RD 形CP1E-N40DR-D 51,000
形CP1E-QA-4TD 形CP1E-N40DT-D 51,000
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取扱い終了予定商品と推奨代替商品

取扱い終了予定商品

推奨代替商品（セット形式構成商品明細）

CP1E形式
標準
価格
（￥）

NV形式
標準
価格
（￥）

通信
ケーブル
形式

標準
価格
（￥）

形CP1E-QB-2RA 形CP1E-N20DR-A 30,000

形NV3Q-
SW21 60,000 形XW2Z-

200T-3 3,000

形CP1E-QB-2TA 形CP1E-N20DT-A 30,000
形CP1E-QB-2RD 形CP1E-N20DR-D 30,000
形CP1E-QB-2TD 形CP1E-N20DT-D 30,000
形CP1E-QB-3RA 形CP1E-N30DR-A 38,000
形CP1E-QB-3TA 形CP1E-N30DT-A 38,000
形CP1E-QB-3RD 形CP1E-N30DR-D 38,000
形CP1E-QB-3TD 形CP1E-N30DT-D 38,000
形CP1E-QB-4RA 形CP1E-N40DR-A 51,000
形CP1E-QB-4TA 形CP1E-N40DT-A 51,000
形CP1E-QB-4RD 形CP1E-N40DR-D 51,000
形CP1E-QB-4TD 形CP1E-N40DT-D 51,000
形CP1E-WC-2RA 形CP1E-N20DR-A 30,000

形NV4W-
MG21 39,800

形XW2Z-
200T-3 3,000

形CP1E-WC-2TA 形CP1E-N20DT-A 30,000
形CP1E-WC-2RD 形CP1E-N20DR-D 30,000
形CP1E-WC-2TD 形CP1E-N20DT-D 30,000
形CP1E-WC-3RA 形CP1E-N30DR-A 38,000
形CP1E-WC-3TA 形CP1E-N30DT-A 38,000
形CP1E-WC-3RD 形CP1E-N30DR-D 38,000
形CP1E-WC-3TD 形CP1E-N30DT-D 38,000
形CP1E-WC-4RA 形CP1E-N40DR-A 51,000
形CP1E-WC-4TA 形CP1E-N40DT-A 51,000
形CP1E-WC-4RD 形CP1E-N40DR-D 51,000
形CP1E-WC-4TD 形CP1E-N40DT-D 51,000
形CP1E-WD-2RA 形CP1E-N20DR-A 30,000

形NV4W-
MR21 39,800

形CP1E-WD-2TA 形CP1E-N20DT-A 30,000
形CP1E-WD-2RD 形CP1E-N20DR-D 30,000
形CP1E-WD-2TD 形CP1E-N20DT-D 30,000
形CP1E-WD-3RA 形CP1E-N30DR-A 38,000
形CP1E-WD-3TA 形CP1E-N30DT-A 38,000
形CP1E-WD-3RD 形CP1E-N30DR-D 38,000
形CP1E-WD-3TD 形CP1E-N30DT-D 38,000
形CP1E-WD-4RA 形CP1E-N40DR-A 51,000
形CP1E-WD-4TA 形CP1E-N40DT-A 51,000
形CP1E-WD-4RD 形CP1E-N40DR-D 51,000
形CP1E-WD-4TD 形CP1E-N40DT-D 51,000

2011年7月現在
お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので､ご了承ください。


