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◎：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
アンプ内蔵光電センサ

推奨代替商品
アンプ内蔵光電センサ

形E3Zシリーズ特殊仕様
形E3Z-□□□-ECON(-C) 
形E3Z-□□□-G0
形E3Z-□□□-F80H
形E3Z-□□□-#.#M
形E3Z-□□□-M5J 0.3M
形E3Z-□□□-G0
形E3Z-□□□-S0

形E3Zイージーオーダータイプ
形E3Z-□□□-G0□（投光停止機能）
形E3Z-□□□-G2□（光量切替機能）
形E3Z-□□□-J0□（自己診断機能）
形E3Z-□□□-S0□（特殊機能なし）

形E3Zシリーズ
形E3Z-□□□　2m
（コード引き出しタイプ）
M8 直出しコネクタタイプ

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

注1）e-conコネクタは別途、e-conコネクタ（圧接）
を購入して加工してください。
市販品：住友3M製：37104-3122-000FL

注2）ケーブル延長は別途ケーブルを購入して延長
してください。
（φ4導体断面積0.2mm2以上（AWG24）を購入）

注3）イージーオーダーや自己診断などの特殊機
能追加タイプについては、その追加機能が
なくなります。

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E3Zシリーズ ◎ ◎ ○ ◎ × ○ ○
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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 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
形E3Z-B61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B61 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B61 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B61 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B61-S0SRW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B61 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B61-S0SRW-E3 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B61 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B62-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B62 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B62-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B62 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B62-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B62 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B62-S0SDW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-B62 2M 15,000
形E3Z-B62-S0SRW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B62 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-B62-S0SRW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-B62 2M　注1 15,000＋（300）
形E3Z-D61 #.#M 
(0.3M-0.4M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M 9,300

形E3Z-D61 #.#M 
(0.6M-1.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M 9,300

形E3Z-D61 #.#M 
(2.1M-4.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注2 9,300

形E3Z-D61 #.#M 
(5.1M-9.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注2 9,300

形E3Z-D61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D61-ECON-C 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0SHW-05 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D61-G0SHW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-D66　　　注3 10,100
形E3Z-D61-G0SHW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0SHW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0SHW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0SHW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0SHW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0SHW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0SHW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0SHW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D61-G0THW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0THW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D66　注3 10,100
形E3Z-D61-G0THW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0THW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0THW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G0THW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0THW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0THW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0THW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G0THW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D61-G2SHW-05 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2SHW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-D66　注3 10,100
形E3Z-D61-G2SHW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G2SHW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G2SHW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G2SHW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2SHW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2SHW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
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生産終了予定商品と推奨代替商品

形E3Z-D61-G2SHW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2SHW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D61-G2THW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2THW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D66　注3 10,100
形E3Z-D61-G2THW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G2THW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M 注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G2THW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M 注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-G2THW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2THW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2THW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2THW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-G2THW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D61-J0SHW-05 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-J0SHW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-D66　注3 10,100
形E3Z-D61-J0SHW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-J0SHW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-J0SHW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-J0SHW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-J0SHW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-J0SHW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-J0SHW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-J0SHW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D61-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D66 10,100
形E3Z-D61-S0SHW-E3 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D61-S0SHW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D61-S0SHW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M 9,300
形E3Z-D61-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注2 9,300
形E3Z-D61-S0THW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-S0THW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D66　注3 10,100
形E3Z-D61-S0THW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-S0THW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-S0THW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D61-S0THW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-S0THW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注3 9,300

形E3Z-D61-S0THW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-D61 2M　注3 9,300

形E3Z-D61-S0THW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-S0THW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注3 9,300
形E3Z-D61-S0THW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D61 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62 #.#M 
(0.3M-0.4M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300

形E3Z-D62 #.#M 
(0.6M-1.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300

形E3Z-D62 #.#M 
(2.1M-4.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注2 9,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-D62 #.#M 
(5.1M-9.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注2 9,300

形E3Z-D62-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D62-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D62-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D62-ECON-C 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0SHW-05 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0SHW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-D67　注3 10,100
形E3Z-D62-G0SHW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0SHW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0SHW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0SHW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0SHW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0SHW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0SHW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0SHW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62-G0THW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0THW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D67　注3 10,100
形E3Z-D62-G0THW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0THW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0THW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G0THW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0THW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0THW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0THW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G0THW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62-G2SHW-05 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2SHW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-D67　注3 10,100
形E3Z-D62-G2SHW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G2SHW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G2SHW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-G2SHW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2SHW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2SHW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2SHW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2SHW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D67　注3 10,100
形E3Z-D62-G2THW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-G2THW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62-J0SHW-05 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-J0SHW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-D67　注3 10,100
形E3Z-D62-J0SHW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-J0SHW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-D62-J0SHW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-J0SHW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-J0SHW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-J0SHW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-J0SHW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-J0SHW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D62-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SDW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D67 10,100
形E3Z-D62-S0SDW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D67 10,100
形E3Z-D62-S0SHW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1 9,300＋（300）
形E3Z-D62-S0SHW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P2-N コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M 9,300
形E3Z-D62-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注2 9,300
形E3Z-D62-S0THW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-S0THW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D67　注3 10,100
形E3Z-D62-S0THW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-S0THW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-S0THW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D62-S0THW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-S0THW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注3 9,300

形E3Z-D62-S0THW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-D62 2M　注3 9,300

形E3Z-D62-S0THW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-S0THW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注3 9,300
形E3Z-D62-S0THW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D62 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D81-G0SHW-05 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0SHW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-D86　注3 10,100
形E3Z-D81-G0SHW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G0SHW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G0SHW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0SHW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0SHW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0SHW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0SHW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-D81 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D81-G0THW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0THW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D86　注3 10,100
形E3Z-D81-G0THW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G0THW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G0THW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0THW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0THW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0THW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G0THW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注2、注3 9,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-D81-G2SHW-05 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2SHW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-D86　注3 10,100
形E3Z-D81-G2SHW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G2SHW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G2SHW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2SHW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2SHW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2SHW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2SHW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-D81 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D81-G2THW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2THW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D86　注3 10,100
形E3Z-D81-G2THW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G2THW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-G2THW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2THW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2THW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2THW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-G2THW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D81 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D81-J0SHW-05 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-J0SHW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-D86　注3 10,100
形E3Z-D81-J0SHW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-J0SHW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-J0SHW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-J0SHW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-J0SHW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-J0SHW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-J0SHW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-D81 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D81-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D86 10,100
形E3Z-D81-S0SHW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M 9,300
形E3Z-D81-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M　注2 9,300
形E3Z-D81-S0THW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-S0THW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D86　注3 10,100
形E3Z-D81-S0THW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-S0THW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-S0THW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D81-S0THW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-S0THW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D81 2M　注3 9,300

形E3Z-D81-S0THW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-D81 2M　注3 9,300

形E3Z-D81-S0THW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-S0THW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M　注3 9,300
形E3Z-D81-S0THW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D81 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D82-G0SHW-05 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0SHW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-D87　注3 10,100

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-D82-G0SHW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G0SHW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G0SHW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0SHW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0SHW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0SHW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0SHW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-D82 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D82-G0THW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0THW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D87　注3 10,100
形E3Z-D82-G0THW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G0THW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G0THW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G0THW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0THW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0THW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0THW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G0THW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D82-G2SHW-05 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2SHW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-D87　注3 10,100
形E3Z-D82-G2SHW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G2SHW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G2SHW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2SHW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2SHW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2SHW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2SHW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-D82 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D82-G2THW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2THW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D87　注3 10,100
形E3Z-D82-G2THW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G2THW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G2THW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-G2THW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2THW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2THW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2THW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-G2THW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-D82 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D82-J0SHW-05 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-J0SHW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-D87　注3 10,100
形E3Z-D82-J0SHW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-J0SHW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-J0SHW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-J0SHW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-J0SHW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-J0SHW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-J0SHW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-J0SHW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-D82 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-D82-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M 9,300
形E3Z-D82-S0SHW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M 9,300
形E3Z-D82-S0SHW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D87 10,100
形E3Z-D82-S0SHW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M 9,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-D82-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M 9,300
形E3Z-D82-S0SHW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M 9,300
形E3Z-D82-S0SHW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M 9,300
形E3Z-D82-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M 9,300
形E3Z-D82-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M　注2 9,300
形E3Z-D82-S0THW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-S0THW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-D87　注3 10,100
形E3Z-D82-S0THW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-S0THW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-S0THW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M　注1、注3 9,300＋（300）
形E3Z-D82-S0THW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-S0THW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-D82 2M　注3 9,300

形E3Z-D82-S0THW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-D82 2M　注3 9,300

形E3Z-D82-S0THW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-S0THW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M　注3 9,300
形E3Z-D82-S0THW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-D82 2M　注2、注3 9,300
形E3Z-G61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G61 2M　注1 12,000＋（300）
形E3Z-G61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G61 2M　注1 12,000＋（300）
形E3Z-G61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G61 2M　注1 12,000＋（300）
形E3Z-G61-S0SHW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G61 2M　注1 12,000＋（300）
形E3Z-G61-S0SHW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G61 2M　注1 12,000＋（300）
形E3Z-G62-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G62 2M　注1 14,500＋（300）
形E3Z-G62-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G62 2M　注1 14,500＋（300）
形E3Z-G62-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G62 2M　注1 14,500＋（300）
形E3Z-G62-S0SHW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G62 2M　注1 14,500＋（300）
形E3Z-G62-S0SHW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-G62 2M　注1 14,500＋（300）
形E3Z-L61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-L61 2M　注1 15,800＋（300）
形E3Z-L61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-L61 2M　注1 15,800＋（300）
形E3Z-L61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-L61 2M　注1 15,800＋（300）
形E3Z-L61-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-L61 2M 15,800
形E3Z-L61-S0SRW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-L61 2M　注1 15,800＋（300）
形E3Z-L61-S0SRW-E3 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-L61 2M　注1 15,800＋（300）
形E3Z-L81-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-L81 2M 15,800
形E3Z-LL61-F80H 5M コード引き出しタイプ 形E3Z-LL61 2M 35,000
形E3Z-LL81-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-LL81 2M 35,000
形E3Z-LS61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS61 2M　注1 9,950＋（300）
形E3Z-LS61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS61 2M　注1 9,950＋（300）
形E3Z-LS61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS61 2M　注1 9,950＋（300）
形E3Z-LS61P-S0SRW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-LS61 2M 9,950
形E3Z-LS61-S0SRW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS61 2M　注1 9,950＋（300）
形E3Z-LS61-S0SRW-E3 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS61 2M　注1 9,950＋（300）
形E3Z-LS61-S0SRW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS61 2M　注1 9,950＋（300）
形E3Z-LS61-S0SRW-P2-N コード引き出しタイプ 形E3Z-LS61 2M 9,950
形E3Z-LS63-S0SMW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-LS63 2M 11,000
形E3Z-LS81-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-LS81 2M 9,950
形E3Z-LT81-D 10M コード引き出しタイプ 形E3Z-LT81 2M　注2 30,000
形E3Z-LT81-L 10M コード引き出しタイプ 形E3Z-LT81 2M　注2 30,000
形E3Z-LT81-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-LT81 2M 30,000
E3ZM-T81 10M コード引き出しタイプ E3ZM-T81 2M　注2 23,000

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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生産終了予定商品と推奨代替商品

形E3Z-R61 #.#M 
(0.3M-0.4M) コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870

形E3Z-R61 #.#M 
(0.6M-1.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870

形E3Z-R61 #.#M 
(2.1M-4.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注2 8,870

形E3Z-R61 #.#M 
(5.1M-9.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注2 8,870

形E3Z-R61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-ECON-C 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0SRW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-R66　注3 10,100
形E3Z-R61-G0SRW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0SRW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0SRW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0SRW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0SRW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0SRW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0SRW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0SRW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-R61 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R61-G0TRW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0TRW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R66　注3 10,100
形E3Z-R61-G0TRW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0TRW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0TRW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G0TRW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0TRW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0TRW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0TRW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G0TRW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R61-G2SRW-05 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2SRW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-R66　注3 10,100
形E3Z-R61-G2SRW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G2SRW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G2SRW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G2SRW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2SRW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2SRW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2SRW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2SRW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-R61 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R61-G2TRW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2TRW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R66　注3 10,100
形E3Z-R61-G2TRW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G2TRW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G2TRW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-G2TRW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2TRW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2TRW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2TRW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-G2TRW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R61 2M　注2、注3 8,870

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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生産終了予定商品と推奨代替商品

形E3Z-R61H-S0SRW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-J0SRW-05 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-J0SRW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-R66　注3 10,100
形E3Z-R61-J0SRW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-J0SRW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-J0SRW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-J0SRW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-J0SRW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-J0SRW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-J0SRW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-J0SRW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-R61 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-R66 10,100
形E3Z-R61-S0SRW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-S0SRW-E3 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-S0SRW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1 8,870＋（300）
形E3Z-R61-S0SRW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P2-N コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0SRW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注2 8,870
形E3Z-R61-S0TRW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M 8,870
形E3Z-R61-S0TRW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-R66　注3 10,100
形E3Z-R61-S0TRW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-S0TRW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-S0TRW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R61-S0TRW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-S0TRW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注3 8,870

形E3Z-R61-S0TRW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-R61 2M　注3 8,870

形E3Z-R61-S0TRW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-S0TRW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注3 8,870
形E3Z-R61-S0TRW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R61 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R81-G0SRW-05 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0SRW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-R86　注3 9,670
形E3Z-R81-G0SRW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G0SRW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G0SRW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0SRW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0SRW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0SRW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0SRW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-R81 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R81-G0TRW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0TRW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R86　注3 9,670
形E3Z-R81-G0TRW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G0TRW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G0TRW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0TRW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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生産終了予定商品と推奨代替商品

形E3Z-R81-G0TRW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0TRW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G0TRW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R81-G2SRW-05 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2SRW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-R86　注3 9,670
形E3Z-R81-G2SRW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G2SRW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G2SRW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2SRW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2SRW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2SRW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-R81 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R81-G2TRW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2TRW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R86　注3 9,670
形E3Z-R81-G2TRW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G2TRW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-G2TRW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2TRW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2TRW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2TRW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-G2TRW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-R81 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R81-J0SRW-05 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-J0SRW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-R86　注3 9,670
形E3Z-R81-J0SRW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-J0SRW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-J0SRW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-J0SRW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-J0SRW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-J0SRW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-J0SRW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-R81 2M　注2、注3 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-R86 9,670
形E3Z-R81-S0SRW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M 8,870
形E3Z-R81-S0SRW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M　注2 8,870
形E3Z-R81-S0TRW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-S0TRW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-R86　注3 9,670
形E3Z-R81-S0TRW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-S0TRW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-S0TRW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M　注1、注3 8,870＋（300）
形E3Z-R81-S0TRW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-S0TRW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-R81 2M　注3 8,870

形E3Z-R81-S0TRW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-R81 2M　注3 8,870

形E3Z-R81-S0TRW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-S0TRW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M　注3 8,870
形E3Z-R81-S0TRW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-R81 2M　注2、注3 8,870

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61 #.#M 
(0.3M-0.4M) コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800

形E3Z-T61 #.#M 
(0.6M-1.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800

形E3Z-T61 #.#M 
(2.1M-4.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800

形E3Z-T61 #.#M 
(5.1M-9.9M) コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800

形E3Z-T61A-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61A 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61A-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61A 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61A-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61A 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61A-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61A 2M 9,800
形E3Z-T61C-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-ECON 0.3M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-ECON 0.5M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-ECON 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-ECON-C 2M e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHD-05 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHD-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0SHD-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHD-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHD-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHD-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHD-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHD-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHD-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHD-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHL-05 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHL-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0SHL-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHL-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHL-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHL-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHL-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHL-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHL-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHL-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHW-05 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0SHW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SHW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SHW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRD-05 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRD-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0SRD-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRD-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-G0SRD-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRD-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRD-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRD-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRD-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRD-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRL-05 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRL-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0SRL-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRL-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRL-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRL-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRL-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRL-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRL-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRL-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRW-05 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0SRW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0SRW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0SRW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0THD-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THD-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0THD-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THD-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THD-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THD-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THD-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THD-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THD-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THD-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0THL-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THL-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0THL-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THL-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THL-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THL-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THL-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THL-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THL-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THL-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0THW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0THW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-G0THW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0THW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0THW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRD-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRD-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0TRD-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRD-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRD-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRD-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRD-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRD-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRD-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRD-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRL-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRL-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0TRL-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRL-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRL-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRL-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRL-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRL-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRL-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRL-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G0TRW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G0TRW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G0TRW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHD-05 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHD-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2SHD-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHD-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHD-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHD-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHD-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHD-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHD-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHD-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHL-05 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHL-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2SHL-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHL-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-G2SHL-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHL-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHL-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHL-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHL-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHL-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHW-05 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2SHW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SHW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SHW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRD-05 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRD-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2SRD-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRD-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRD-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRD-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRD-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRD-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRD-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRD-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRL-05 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRL-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2SRL-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRL-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRL-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRL-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRL-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRL-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRL-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRL-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRW-05 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2SRW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2SRW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2SRW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2THD-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THD-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2THD-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THD-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-G2THD-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THD-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THD-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THD-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THD-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THD-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2THL-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THL-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2THL-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THL-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THL-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THL-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THL-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THL-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THL-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THL-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2THW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2THW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2THW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2THW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRD-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRD-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2TRD-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRD-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRD-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRD-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRD-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRD-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRD-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRD-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRL-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRL-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2TRL-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRL-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRL-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRL-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRL-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRL-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRL-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRL-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-G2TRW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-G2TRW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-G2TRW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-G2TRW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61H-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-J0SHD-05 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHD-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-J0SHD-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHD-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHD-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHD-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHD-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHD-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHD-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHD-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHL-05 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHL-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-J0SHL-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHL-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHL-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHL-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHL-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHL-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHL-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHL-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHW-05 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-J0SHW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SHW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SHW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRD-05 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRD-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-J0SRD-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRD-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRD-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRD-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRD-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRD-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRD-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRD-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRL-05 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRL-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-J0SRL-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-J0SRL-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRL-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRL-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRL-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRL-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRL-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRL-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRW-05 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-J0SRW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-J0SRW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-J0SRW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66 11,300
形E3Z-T61-S0SHD-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHD-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66 11,300
形E3Z-T61-S0SHL-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHL-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66 11,300
形E3Z-T61-S0SHW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0SHW-E3 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0SHW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P2-N コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800
形E3Z-T61-S0SRD-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRD-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66 11,300
形E3Z-T61-S0SRD-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRD-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRD-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-S0SRD-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRD-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRD-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800
形E3Z-T61-S0SRL-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRL-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66 11,300
形E3Z-T61-S0SRL-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRL-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRL-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRL-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRL-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66 11,300
形E3Z-T61-S0SRW-E2 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0SRW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0SRW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M 9,800
形E3Z-T61-S0SRW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2 9,800
形E3Z-T61-S0THD-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THD-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-S0THD-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THD-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THD-E5 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THD-M1 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0THD-M3 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0THD-M5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THD-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THD-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THD-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-S0THL-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THL-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-S0THL-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THL-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THL-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THL-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THL-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0THL-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0THL-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THL-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THL-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-S0THW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-S0THW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0THW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T61-S0THW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0THW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0THW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0THW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRD-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRD-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-S0TRD-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRD-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRD-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRD-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRD-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0TRD-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0TRD-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRD-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRD-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRL-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRL-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-S0TRL-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRL-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRL-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRL-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRL-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0TRL-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0TRL-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRL-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRL-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T66　注3 11,300
形E3Z-T61-S0TRW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T61-S0TRW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0TRW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800

形E3Z-T61-S0TRW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注3 9,800
形E3Z-T61-S0TRW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T61 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T62-G0 0.5M 投光停止機能付き 形E3Z-T62 2M　注3 11,800
形E3Z-T62-G0 2M 投光停止機能付き 形E3Z-T62 2M　注3 11,800
形E3Z-T62-S0SDW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T62 2M 11,800
形E3Z-T62-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T62 2M 11,800
形E3Z-T62-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T62 2M　注2 11,800
形E3Z-T67-G0 投光停止機能付き 形E3Z-T67　注3 13,300
形E3Z-T81A-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81A 2M 9,800
形E3Z-T81-G0SHD-05 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHD-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-G0SHD-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHD-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHD-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHD-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHD-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHD-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHD-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHD-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHL-05 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHL-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0SHL-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHL-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHL-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHL-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHL-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHL-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHL-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHL-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHW-05 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0SHW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SHW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0SHW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRD-05 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRD-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0SRD-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRD-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRD-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRD-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRD-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRD-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRD-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRD-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRL-05 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRL-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0SRL-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRL-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRL-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRL-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRL-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRL-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRL-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRL-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRW-05 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRW-CN 投光停止機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-G0SRW-E2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRW-E3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRW-E5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0SRW-M1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRW-M3 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRW-P1 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRW-P2 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0SRW-P5 投光停止機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0THD-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THD-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0THD-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THD-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THD-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THD-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THD-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THD-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THD-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THD-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0THL-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THL-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0THL-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THL-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THL-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THL-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THL-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THL-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THL-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THL-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0THW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0THW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0THW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0THW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRD-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRD-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0TRD-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRD-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRD-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRD-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRD-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRD-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRD-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRD-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRL-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRL-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-G0TRL-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRL-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRL-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRL-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRL-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRL-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRL-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRL-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRW-05 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRW-CN 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G0TRW-E2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRW-E5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G0TRW-M1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRW-M3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRW-P1 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRW-P2 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G0TRW-P5 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHD-05 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHD-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2SHD-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHD-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHD-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHD-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHD-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHD-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHD-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHD-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHL-05 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHL-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2SHL-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHL-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHL-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHL-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHL-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHL-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHL-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHL-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHW-05 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2SHW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SHW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SHW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRD-05 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRD-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-G2SRD-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRD-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRD-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRD-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRD-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRD-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRD-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRD-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRL-05 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRL-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2SRL-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRL-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRL-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRL-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRL-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRL-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRL-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRL-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRW-05 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRW-CN 光量切替機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2SRW-E2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRW-E3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRW-E5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2SRW-M1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRW-M3 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRW-P1 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRW-P2 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2SRW-P5 光量切替機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2THD-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THD-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2THD-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THD-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THD-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THD-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THD-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THD-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THD-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THD-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2THL-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THL-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2THL-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THL-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THL-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THL-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THL-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THL-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THL-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THL-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2THW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-G2THW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2THW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2THW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRD-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRD-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2TRD-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRD-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRD-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRD-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRD-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRD-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRD-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRD-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRL-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRL-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2TRL-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRL-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRL-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRL-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRL-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRL-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRL-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRL-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRW-05 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRW-CN 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-G2TRW-E2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRW-E3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRW-E5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-G2TRW-M1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRW-M3 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRW-P1 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRW-P2 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-G2TRW-P5 光量切替タイマー機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHD-05 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHD-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-J0SHD-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHD-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHD-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHD-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHD-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHD-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHD-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHD-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHL-05 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHL-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-J0SHL-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-J0SHL-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHL-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHL-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHL-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHL-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHL-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHL-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHW-05 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-J0SHW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SHW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SHW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRD-05 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRD-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-J0SRD-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRD-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRD-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRD-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRD-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRD-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRD-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRL-05 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRL-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-J0SRL-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRL-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRL-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRL-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRL-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRL-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRL-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRW-05 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRW-CN 自己診断機能付き 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-J0SRW-E2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRW-E3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRW-E5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-J0SRW-M1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRW-M3 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRW-P1 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRW-P2 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-J0SRW-P5 自己診断機能付き 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-M5J 0.3M M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHD-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHD-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86 11,300
形E3Z-T81-S0SHD-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHD-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHD-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-S0SHD-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHD-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHD-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86 11,300
形E3Z-T81-S0SHL-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHL-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86 11,300
形E3Z-T81-S0SHW-E5 e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0SHW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SHW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86 11,300
形E3Z-T81-S0SRD-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRD-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86 11,300
形E3Z-T81-S0SRL-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRL-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-05 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-CN M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86 11,300
形E3Z-T81-S0SRW-M1 M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-M5 M8 3pinコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-P1 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-P2 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M 9,800
形E3Z-T81-S0SRW-P5 コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2 9,800
形E3Z-T81-S0THD-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THD-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-S0THD-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THD-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THD-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THD-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-S0THD-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0THD-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0THD-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THD-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THD-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-S0THL-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THL-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-S0THL-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THL-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THL-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THL-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THL-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0THL-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0THL-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THL-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THL-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-S0THW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-S0THW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0THW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0THW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0THW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0THW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRD-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRD-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-S0TRD-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRD-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRD-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRD-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRD-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0TRD-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0TRD-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRD-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRD-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRL-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRL-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-S0TRL-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRL-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRL-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRL-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRL-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0TRL-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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形E3Z-T81-S0TRL-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRL-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRL-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRW-05 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRW-CN タイマー付M8コネクタ直出しタイプ 形E3Z-T86　注3 11,300
形E3Z-T81-S0TRW-E2 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRW-E3 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRW-E5 タイマー付e-conコネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注1、注3 9,800＋（300）
形E3Z-T81-S0TRW-M1 タイマー付M12コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRW-M3 タイマー付M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0TRW-M5 タイマー付M8 3pinコネクタ
中継タイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800

形E3Z-T81-S0TRW-P1 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRW-P2 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注3 9,800
形E3Z-T81-S0TRW-P5 タイマー付コード引き出しタイプ 形E3Z-T81 2M　注2、注3 9,800
形E3Z-T82-G0 0.5M 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T82 2M　注3 11,800
形E3Z-T82-G0 2M 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T82 2M　注3 11,800
形E3Z-T82-G0SHD-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T82 2M　注1、注3 11,800＋（300）
形E3Z-T82-G0SHW-E3 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T82 2M　注1、注3 11,800＋（300）
形E3Z-T82-S0SHW-M3 M8コネクタ中継タイプ 形E3Z-T82 2M　注3 11,800
形E3Z-T87-G0 投光停止タイマー機能付き 形E3Z-T87　注3 13,300

生産終了予定商品 性能／仕様 推奨代替商品 標準価格（￥）
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端子配置／配線接続

生産終了予定商品 推奨代替商品

形E3Z-□□□-ECON（-C）、-E2、-E3、-E5
 

E2：ECONケーブル2ｍ
E3：ECONケーブル0.3ｍ
E5：ECONケーブル0.5ｍ

形E3Z-□□□-M1、-M3、-M5、-M5J
 

形E3Z-□□□-05、-P1、-P2、-P5
05：ケーブル0.5m
P1：ケーブル1m
P2：ケーブル2m
P5：ケーブル5m

形E3Z-□□□#.#M（○M-○M）
ケーブルの長さ：#.#ｍ

形E3Z-□□□-G0-□□□
形E3Z-□□□-G2-□□□
 

G0：投光停止機能
G2：光量切替機能

形E3Z-□□□ 2m／直出しコネクタタイプ

【NPN】

【PNP】
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生産終了予定商品 推奨代替商品

形E3Z-□□□-J0

【NPN】

【PNP】
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主な異なる性能

項目 生産終了予定商品
形E3Z-□□□-J0□□□

推奨代替商品
形E3Z-□□□

自己診断出力
（自己診断出力付のみ）

（自己診断出力付のみ）
負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流
20ｍA以下（残留電圧1V以下）
オープンコレクタ出力形（NPN／PNP出
力は形式により異なります）

自己診断出力機能なし

項目
生産終了予定商品

形E3Z-□□□-G0□□□
形E3Z-□□□-G2□□□

推奨代替商品
形E3Z-□□□

投光停止機能／
光量切替機能
（投光停止機能付／
光量切替機能付のみ）

<NPNタイプ>
投光OFF：0Vに短絡または1.5V以下
（流出電流1ｍA以下）
投光ON：開放（漏れ電流0.1ｍA以下）

<PNPタイプ>
投光OFF：＋DC（電源プラス側）に短絡
または
＋DC－1.5V以内（吸込電流3ｍA以下）、
投光ON：開放（漏れ電流0.1ｍA以下）

投光停止機能／光量切替機能なし

項目 生産終了予定商品
形E3Z-□□□-□□T□

推奨代替商品
形E3Z-□□□

タイマ機能
(タイマ機能付のみ) OFFディレイ（固定）10～14ms タイマ機能なし

項目 生産終了予定商品
形E3Z-LL61-F80H

推奨代替商品
形E3Z-LL61

投光スポット径
（形E3Z-LL61-F80Hのみ） φ0.5mm（80mmにて） φ0.5mm（300mmにて）

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。


