
1

2011年8月1日発行

生産終了予定商品
薄型・小型・シリンダ型光電センサ

推奨代替商品
アンプ内蔵形光電センサ
（超小型・超薄型）

形E3HFシリーズ
形E3HSシリーズ
形E3HTシリーズ
形E3HCシリーズ
形E3HQシリーズ

形E3Tシリーズ

◎：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

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

･ 外形が異なります。
･ 形 E3T シリーズは電圧入力機器にはそのまま
使用できません。配線接続図の茶－黒間に外付
け抵抗（4.7kΩ 1/4Ｗ）が必要です。
･ 応答時間が短くなります。
･ 形E3HFシリーズを置き換える場合、検出距離
が短くなります。
･ 感度調整ボリウムがなくなります。
･ 投光ビームの光源が赤外光から赤色光に変更
になる機種があります。

生産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E3T-FT1□ ○ × × × × × ○
形E3T-FD1□ ○ × × × × × ○
形E3T-CT1□ ○ × × × ○ ○ ○
形E3T-CD1□ ○ × × × ○ ○ ○
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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 推奨代替商品 標準価格（￥）
形E3HC-1DE1 5M

なし －形E3HC-1DE2 5M
形E3HC-1E1 2M
形E3HC-1E2 2M 形E3T-CT12 2M 8,500
形E3HC-1L 5M なし －
形E3HC-DS3E1 2M

形E3T-CD11 2M 8,500
形E3HC-DS3E1 5M
形E3HC-DS3E2 2M

なし －
形E3HF-1DE1 2M
形E3HF-1DE1 5M
形E3HF-1DE2 2M
形E3HF-1DE2 5M
形E3HF-1E1 2M 形E3T-FT11 2M 8,500
形E3HF-1E1 5M 形E3T-FT11 5M 9,500
形E3HF-1E2 2M 形E3T-FT12 2M 8,500
形E3HF-1E2 5M 形E3T-FT12 5M 9,500
形E3HF-1L 5M なし －
形E3HF-DS5E1 2M 形E3T-FD11 2M 8,000
形E3HF-DS5E1 5M 形E3T-FD11 5M 8,700
形E3HF-DS5E2 2M 形E3T-FD12 2M 8,000
形E3HQ-CT11 2M

なし －
形E3HQ-CT12 2M
形E3HS-1DE1 5M
形E3HS-1DE2 5M
形E3HS-1E1 2M
形E3HS-1E2 2M

形E3T-CT12 2M 8,500
形E3HS-1E2 5M
形E3HS-1L 5M なし －
形E3HS-DS5E1 10M

形E3T-CD11 2M 8,500形E3HS-DS5E1 2M
形E3HS-DS5E1 5M
形E3HS-DS5E2 2M

なし －

形E3HT-1DE1 2M
形E3HT-1DE1 5M
形E3HT-1DE2 2M
形E3HT-1DE2 5M
形E3HT-1E1 10M
形E3HT-1E1 2M
形E3HT-1E2 2M 形E3T-CT12 2M 8,500
形E3HT-1L 5M なし －
形E3HT-DS3E1 2M

形E3T-CD11 2M 8,500
形E3HT-DS3E1 5M
形E3HT-DS3E2 2M なし －
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本体の色

生産終了予定商品 推奨代替商品

形E3HF：黒 形E3T-F ：黒

形E3HC：銀
形E3HS：銀
形E3HT：銀

形E3T-C□：銀

端子配置／配線接続

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

【透過形の受光器】【反射形】

【透過形の投光器】
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取付寸法

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

形E3HF

形E3HC

形E3HC

形E3T-FT、形E3T-FD

形E3T-CT

形E3T-CD

形E3T-CT

形E3T-CD
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外形寸法

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

形E3HF-1E□
投光機：形E3HF-1L
受光機：形E3HF-1DE□

【投光器】

【受光器】

形E3T-FT1□

【投光器、受光器】
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外形寸法

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

形E3HF-DS5E□

形E3HS-1E□

形E3T-FD1□

形E3T-CT1□
【投光器】

【受光器】
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外形寸法

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

形E3HS-DS5E□

形E3HT-1E□

形E3T-CD1□

形E3T-CT1□
【投光器】

【受光器】
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外形寸法

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

形E3HT-DS3E□

形E3HC-1E□

形E3T-CD1□

形E3T-CT1□
【投光器】

【受光器】
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外形寸法

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

形E3HC-DS3E□ 形E3T-CD1□
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HF-1E□

推奨代替商品
形E3T-FT1□

検出方式 透過形 透過形
検出距離 700mm 500mm
標準検出物体 φ3.7mm以上の不透明体 φ1.3mm以上の不透明体
応差の距離 － －

指向角 投・受光器：各3～20° 投光器：3～25°
受光器：3°以上

光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（950nm） 赤色（650nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下

消費電流 投・受光器：各20mA以下 30mA以下
（投光器10mA以下、受光器20mA以下）

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧26.4VDC以下
負荷電流50mA以下
（残留電圧2V以下（負荷電流10～50mA）

1V以下（負荷電流10mA未満））
オープンコレクタ出力形

保護回路 電源逆接続保護
出力短絡保護

電源・制御出力逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各5ms以下 動作・復帰：各1ms以下
感度調整 － －

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx

受光面照度 白熱ランプ：5,000lx以下
太陽光：10,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－40～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC1000V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～2,000Hz 振幅幅1.5mm または 300m/s2

X、Y、Z 各方向 0.5h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
1,000m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP64 IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約110ｇ 約40ｇ

材質

ケース ABS ポリブチレンテレフタレート
表示窓 － 変性ポリアリレート
レンズ部 メタクリル樹脂 変性ポリアリレート
取付金具 － －
六角ナット － －
歯付座金 － －

付属品 スリット（幅0.5mm、1mm、2mm）
取扱説明書

取扱説明書
取付用＋ねじ（M2×8）、ナット、ばね座
金、平座金
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HF-DS5E□

推奨代替商品
形E3T-FD1□

検出方式 拡散反射形 拡散反射形
検出距離 50mm（白画用紙30×30mm） 5～30mm（白画用紙50×50mm）
標準検出物体 － －
応差の距離 検出距離の20%以下 6mm以下
指向角 － －
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（950nm） 赤色（650nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下
消費電流 30mA以下 20mA以下

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧26.4VDC以下
負荷電流50mA以下
（残留電圧2V以下（負荷電流10～50mA）

1V以下（負荷電流10mA未満））
オープンコレクタ出力形

保護回路
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能

電源・制御出力逆接続保護
負荷短絡保護
相互干渉防止機能

応答時間 動作・復帰：各3ms以下 動作・復帰：各1ms以下
感度調整 単回転ボリウム －

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx

受光面照度 白熱ランプ：5,000lx以下
太陽光：10,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－40～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC1000V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～2,000Hz 振幅幅1.5mmまたは300m/s2

X、Y、Z 各方向 0.5h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
1,000m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP64 IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約70ｇ 約20ｇ

材質

ケース ABS ポリブチレンテレフタレート
表示窓 － 変性ポリアリレート
レンズ部 メタクリル樹脂 変性ポリアリレート
取付金具 － －
六角ナット － －
歯付座金 － －

付属品 調整用ドライバ、取扱説明書
取扱説明書
取付用＋ねじ（M2×8）、ナット、ばね座
金、平座金
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HS-1E□

推奨代替商品
形E3T-CT1□

検出方式 透過形 透過形
検出距離 1m 1m
標準検出物体 φ5.1mm以上の不透明体 φ4mm以上の不透明体
応差の距離 － －
指向角 投・受光器：各3～25° 受光器：2°
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（950nm） 赤色（630nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下

消費電流 投・受光器：各20mA以下 30mA以下
（投光器15mA以下、受光器15mA以下）

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1.2V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形

保護回路 電源逆接続保護
出力短絡保護

電源逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各5ms以下 動作・復帰：各0.5ms以下
感度調整 － －

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx 白熱ランプ：3,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時、保存時：35～85%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP65 IEC規格 IP65
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約120ｇ 約60ｇ

材質

ケース ステンレス（SUS304） SUS303
表示窓 － ポリサルホン
レンズ部 メタクリル樹脂 ポリサルホン
取付金具 ステンレス（SUS304） －
六角ナット － SUS303
歯付座金 － SUS303

付属品 取付金具（ねじ付）
ストッパ、取扱説明書 取扱説明書、六角ナット、歯付座金
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HS-DS5E□

推奨代替商品
形E3T-CD1□

検出方式 拡散反射形 拡散反射形
検出距離 50mm（白画用紙30×30mm） 3～50mm（白画用紙100×100mm）
標準検出物体 － －
応差の距離 検出距離の20%以下 検出距離の15%以下
指向角 － －
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（950nm） 赤外（870nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下
消費電流 30mA以下 20mA以下

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1.2V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形

保護回路
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能

電源逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各3ms以下 動作・復帰：各0.5ms以下
感度調整 単回転ボリウム ボリウム

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx 白熱ランプ：3,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時、保存時：35～85%RH
（ただし、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP65 IEC規格 IP65
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約80ｇ 約40ｇ

材質

ケース ステンレス（SUS304） SUS303
表示窓 － エポキシ
レンズ部 メタクリル樹脂 ポリサルホン
取付金具 ステンレス（SUS304） －
六角ナット － SUS303
歯付座金 － SUS303

付属品 取付金具（ねじ付）、調整用ドライバ、
ストッパ、取扱説明書

取扱説明書
六角ナット、歯付座金、調整用ドライバ
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HT-1E□

推奨代替商品
形E3T-CT1□

検出方式 透過形 透過形
検出距離 1m 1m
標準検出物体 φ6.25mm以上の不透明体 φ4mm以上の不透明体
応差の距離 － －
指向角 投・受光器：各10～25° 受光器：2°
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（950nm） 赤色（630nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下

消費電流 投光器：25mA以下
受光器：15mA以下

30mA以下
（投光器15mA以下、受光器15mA以下）

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形

保護回路 電源逆接続保護
出力短絡保護

電源逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各5ms以下 動作・復帰：各0.5ms以下
感度調整 － －

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx 白熱ランプ：3,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時、保存時：35～85%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66 IEC規格 IP65
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約130ｇ 約60ｇ

材質

ケース 黄銅 SUS303
表示窓 － ポリサルホン
レンズ部 メタクリル樹脂 ポリサルホン
取付金具 － －
六角ナット － SUS303
歯付座金 － SUS303

付属品 取扱説明書 取扱説明書、六角ナット、歯付座金
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HT-DS3E□

推奨代替商品
形E3T-CD1□

検出方式 拡散反射形 拡散反射形
検出距離 35mm（白画用紙30×30mm） 3～50mm（白画用紙100×100mm）
標準検出物体 － －
応差の距離 検出距離の20%以下 検出距離の15%以下
指向角 － －
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（940nm） 赤外（870nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下
消費電流 30mA以下 20mA以下

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形

保護回路
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能

電源逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各3ms以下 動作・復帰：各0.5ms以下
感度調整 － ボリウム

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx 白熱ランプ：3,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時、保存時：35～85%RH
（ただし、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66 IEC規格 IP65
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約80ｇ 約40ｇ

材質

ケース 黄銅 SUS303
表示窓 － エポキシ
レンズ部 メタクリル樹脂 ポリサルホン
取付金具 － －
六角ナット － SUS303
歯付座金 － SUS303

付属品 取扱説明書 取扱説明書
六角ナット、歯付座金、調整用ドライバ
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HC-1E□

推奨代替商品
形E3T-CT1□

検出方式 透過形 透過形
検出距離 1m 1m
標準検出物体 φ6.25mm以上の不透明体 φ4mm以上の不透明体
応差の距離 － －
指向角 投・受光器：各10～25° 受光器：2°
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（950nm） 赤色（630nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下

消費電流 投光器：25mA以下
受光器：15mA以下

30mA以下
（投光器15mA以下、受光器15mA以下）

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形

保護回路 電源逆接続保護
出力短絡保護

電源逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各5ms以下 動作・復帰：各0.5ms以下
感度調整 － －

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx 白熱ランプ：3,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時、保存時：35～85%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66 IEC規格 IP65
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約110ｇ 約60ｇ

材質

ケース ステンレス（SUS304） SUS303
表示窓 － ポリサルホン
レンズ部 メタクリル樹脂 ポリサルホン
取付金具 ステンレス（SUS304） －
六角ナット － SUS303
歯付座金 － SUS303

付属品 取付金具（ねじ付）、取扱説明書 取扱説明書、六角ナット、歯付座金
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定格／性能

項目 形式
生産終了予定商品
形E3HC-DS3E□

推奨代替商品
形E3T-CD1□

検出方式 拡散反射形 拡散反射形
検出距離 35mm（白画用紙30×30mm） 3～50mm（白画用紙100×100mm）
標準検出物体 － －
応差の距離 検出距離の20%以下 検出距離の15%以下
指向角 － －
光源（発光波長） 赤外発光ダイオード（940nm） 赤外（870nm）
電源電圧 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下 DC12～24V±10% リップル（p-p）10%以下
消費電流 30mA以下 20mA以下

制御出力

負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流80mA以下（残留電圧 1V以下）
NPN電圧出力形
入光時ON/遮光時ON 形式によって異な
ります

負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形

保護回路
電源逆接続保護
出力短絡保護
相互干渉防止機能

電源逆接続保護
負荷短絡保護

応答時間 動作・復帰：各3ms以下 動作・復帰：各0.5ms以下
感度調整 － ボリウム

使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ：3,000lx
太陽光：10,000lx 白熱ランプ：3,000lx以下

周囲温度
動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時：－25～+55℃
保存時：－30～+70℃
（ただし、氷結、結露しないこと）

周囲湿度
動作時：35～85%RH
保存時：35～95%RH
（ただし、氷結、結露しないこと）

動作時、保存時：35～85%RH
（ただし、結露しないこと）

絶縁抵抗 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 20MΩ以上（DC500V）
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min

振動（耐久） 10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

10～55Hz 振幅幅1.5mm
X、Y、Z 各方向 2h

衝撃（耐久） 500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
500m/s2

X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66 IEC規格 IP65
接続方式 コード引き出しタイプ（標準コード長2m） コード引き出しタイプ（標準コード長2m）
質量 ※梱包状態 約75ｇ 約40ｇ

材質

ケース ステンレス（SUS304） SUS303
表示窓 － エポキシ
レンズ部 メタクリル樹脂 ポリサルホン
取付金具 ステンレス（SUS304） －
六角ナット － SUS303
歯付座金 － SUS303

付属品 取付金具（ねじ付）、取扱説明書 取扱説明書
六角ナット、歯付座金、調整用ドライバ
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動作特性

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

【平行移動特性】
透過形

形E3HF-1E□

形E3HS-1E□

形E3HT-1E□、形E3HC-1E□

形E3T-FT1□

形E3T-CT1□
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動作特性

生産終了予定商品
形E3HF、形E3HS、形E3HT、形E3HC

推奨代替商品
形E3T

反射形
形E3HF-DS5E□

形E3HS-DS5E□

形E3HT-DS3E□、形 E3HC-DS3E□

形E3T-FD1□

形E3T-CD1□

2011年8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。


