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2011年8月1日発行

生産終了予定商品 推奨代替商品
円柱型近接センサ
形E2E-X□-ECONシリーズ
形E2E-X□-30SMシリーズ
オールステンレスボディ近接センサ
形E2FM-X□-M1GJ-□
シリーズ

円柱型近接センサ
形E2E-X□シリーズ
推奨代替商品なし

オールステンレスボディ近接センサ
形E2FM-X□-M1TGJ-□
シリーズ

●形E2E-X□-ECONシリーズ

●形E2E-X□-30SMシリーズ

●形E2FM-X□-M1GJ-□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

【形E2E-X□-ECONシリーズ】
･ 推奨代替商品として、オムロンのECONシリー
ズ（形XN2A-1470）を接続してご使用ください。

【形E2E-X□-30SMシリーズ】
･ 推奨代替商品なし

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

形E2E-X□シリーズ ◎ ○ × ◎ ◎

形　式 本体
の色

外形
寸法

配線
接続

取付
寸法

定格
性能

代替品なし － － － － －

形　式 本体
の色

外形
寸法

配線
接続

取付
寸法

定格
性能

形E2FM-X□-
M1TGJ-□シリーズ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
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＊上記リストに挙がっていない製品は今後も生産継続します。

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E2E-X2E1-ECON 0.3M 形E2E-X2E1 2M 6,500
形E2E-X2E2-ECON 0.3M 形E2E-X2E2 2M 6,500
形E2E-X5ME1-ECON 0.3M 形E2E-X5ME1 2M 6,500
形E2E-X5ME2-ECON 0.3M 形E2E-X5ME2 2M 6,500
形E2E-X5E1-ECON 0.3M 形E2E-X5E1 2M 7,350
形E2E-X5E2-ECON 0.3M 形E2E-X5E2 2M 7,350
形E2E-X10ME1-ECON 0.3M 形E2E-X10ME1 2M 7,350
形E2E-X10ME2-ECON 0.3M 形E2E-X10ME2 2M 7,350
形E2E-X10E1-ECON 0.3M 形E2E-X10E1 2M 8,200
形E2E-X10E2-ECON 0.3M 形E2E-X10E2 2M 8,200
形E2E-X18ME1-ECON 0.3M 形E2E-X18ME1 2M 8,200
形E2E-X18ME2-ECON 0.3M 形E2E-X18ME2 2M 8,200
形E2E-X5C1-P1-30SM 推奨代替商品はありません。 －
形E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M 形E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M 12,800
形E2FM-X2D1-M1GJ 0.3M 形E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M 13,200
形E2FM-X2D1-M1GJ-T 0.3M 形E2FM-X2D1-M1TGJ-T 0.3M 13,200
形E2FM-X5D1-M1GJ 0.3M 形E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M 13,800
形E2FM-X5D1-M1GJ-T 0.3M 形E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M 13,800
形E2FM-X10D1-M1GJ 0.3M 形E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M 14,800
形E2FM-X10D1-M1GJ-T 0.3M 形E2FM-X10D1-M1TGJ-T 0.3M 14,800
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■形E2E-X□-ECON シリーズ

外形寸法

生産終了予定商品
形E2E-X2E□-ECON

形E2E-X2E1-ECON
形E2E-X2E2-ECON

推奨代替商品
形E2E-X2E□

形E2E-X2E1 2M
形E2E-X2E2 2M
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2E-X5ME□-ECON

形E2E-X5ME1-ECON
形E2E-X5ME2-ECON

推奨代替商品
形E2E-X5ME□

形E2E-X5ME1 2M
形E2E-X5ME2 2M
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2E-X5E□-ECON

形E2E-X5E1-ECON
形E2E-X5E2-ECON

推奨代替商品
形E2E-X5E□

形E2E-X5E1 2M
形E2E-X5E2 2M
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2E-X10ME□-ECON

形E2E-X10ME1-ECON
形E2E-X10ME2-ECON

推奨代替商品
形E2E-X10ME□

形E2E-X10ME1 2M
形E2E-X10ME2 2M
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2E-X10E□-ECON

形E2E-X10E1-ECON
形E2E-X10E2-ECON

推奨代替商品
形E2E-X10E□

形E2E-X10E1 2M
形E2E-X10E2 2M
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2E-X18ME□-ECON

形E2E-X18ME1-ECON
形E2E-X18ME2-ECON

推奨代替商品
形E2E-X18ME□

形E2E-X18ME1 2M
形E2E-X18ME2 2M
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2FM-X□D1-M1GJ

推奨代替商品
形E2FM-X□D1-M1TGJ

形E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M

形E2FM-X2D1-M1GJ 0.3M
形E2FM-X2D1-M1GJ-T 0.3M

形E2FM-X5D1-M1GJ 0.3M
形E2FM-X5D1-M1GJ-T 0.3M

形E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M
＊コネクタ部のみ変更になります。

形E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M
形E2FM-X2D1-M1TGJ-T 0.3M

＊コネクタ部のみ変更になります。

形E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M
形E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M

＊コネクタ部のみ変更になります。
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外形寸法

生産終了予定商品
形E2FM-X□D1-M1GJ-□

推奨代替商品
形E2FM-X□D1-M1TGJ-□

形E2FM-X10D1-M1GJ 0.3M
形E2FM-X10D1-M1GJ-T 0.3M

形E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M
形E2FM-X10D1-M1TGJ-T 0.3M

＊コネクタ部のみ変更になります。

配線接続

生産終了予定商品
形E2E-X□-ECON

推奨代替商品
形E2E-X□シリーズ

形E2E-X□E□-ECON 形E2E-X□E□
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■形E2E-X□-30SM シリーズ
推奨代替品はありません。

配線接続

生産終了予定商品
形E2FM-X□D1-M1GJ-□シリーズ

推奨代替商品
形E2FM-X□D1-M1TGJ-□シリーズ

形E2FM-X□D1-M1GJ

形E2FM-X□D1-M1GJ-T

形E2FM-X□D1-M1TGJ
＊コネクタピン配置は、生産終了予定品と同じです。

形E2FM-X□D1-M1TGJ-T
＊コネクタピン配置は、生産終了予定品と同じです。

特性上の違い

生産終了予定商品
形E2FM-X□D1-M1GJ-□シリーズ

推奨代替商品
形E2FM-X□D1-M1TGJ-□シリーズ

コネクタの違いのみで特性上の違いはありません。
接続方式の違いのみで特性上の違いはありません。

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。


