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ワーク検出用エリアセンサ 形F3WN-Xシリーズ 生産終了のお知らせ 

 
≪お断りとお願い≫ 
2011年9月発行のプロダクトニュースNo. 2011305の推奨代替商品の変更がありました。 
前回との変更点は、推奨代替品に形F3SJ-B□□□□N25シリーズの追加です。 
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2011305(2)（2017年4月3日発行）と差し替えをお願いいたします。 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 ワーク検出用エリアセンサ  セーフティラントカーテン 

 形F3WN-Xシリーズ 
 

形F3SJ-E□□□□N25シリーズ 
形F3SJ-B□□□□N25シリーズ 

 
■ 終受注年月 

2012年3月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

取付寸法が異なります。本体の色、外形寸法、配線接続、定格性能、動作特性は相似性の高い変更です。 
 
■生産終了商品との相違点 

推奨代替商品形式 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F3SJ-Eシリーズ 〇 〇 〇 × 〇 〇 － 
形F3SJ-Bシリーズ 〇 〇 〇 × 〇 〇 － 

 

◎ ： 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 
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■生産終了商品と推奨代替商品 
生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形F3WN-X0153N14 
形F3SJ-E0185N25 オープン価格 
形F3SJ-B0185N25 オープン価格 

形F3WN-X0187N25 
形F3SJ-E0225N25 オープン価格 
形F3SJ-B0225N25 オープン価格 

形F3WN-X0187N40 
形F3SJ-E0225N25 オープン価格 
形F3SJ-B0225N25 オープン価格 

形F3WN-X0217N25 
形F3SJ-E0225N25 オープン価格 
形F3SJ-B0225N25 オープン価格 

形F3WN-X0217N40 
形F3SJ-E0225N25 オープン価格 
形F3SJ-B0225N25 オープン価格 

形F3WN-X0217N70 
形F3SJ-E0225N25 オープン価格 
形F3SJ-B0225N25 オープン価格 

形F3WN-X0232N25 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0243N14 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0247N25 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0247N40 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0262N25 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0277N25 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0277N40 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0277N70 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0292N25 
形F3SJ-E0305N25 オープン価格 
形F3SJ-B0305N25 オープン価格 

形F3WN-X0307N25 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0307N40 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0322N25 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0337N25 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0337N40 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0337N70 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形F3WN-X0352N25 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0367N25 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0367N40 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0382N25 
形F3SJ-E0385N25 オープン価格 
形F3SJ-B0385N25 オープン価格 

形F3WN-X0397N25 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0397N40 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0397N70 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0412N25 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0427N25 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0427N40 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0442N25 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0457N25 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0457N40 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0457N70 
形F3SJ-E0465N25 オープン価格 
形F3SJ-B0465N25 オープン価格 

形F3WN-X0472N25 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0487N25 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0487N40 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0502N25 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0517N25 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0517N40 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0517N70 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 

形F3WN-X0532N25 
形F3SJ-E0545N25 オープン価格 
形F3SJ-B0545N25 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形F3WN-X0547N25 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0547N40 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0562N25 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0577N25 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0577N40 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0577N70 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0592N25 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0607N25 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0607N40 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0622N25 
形F3SJ-E0625N25 オープン価格 
形F3SJ-B0625N25 オープン価格 

形F3WN-X0637N25 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0637N40 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0637N70 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0652N25 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0667N25 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0667N40 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0682N25 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0697N25 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0697N40 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0697N70 
形F3SJ-E0705N25 オープン価格 
形F3SJ-B0705N25 オープン価格 

形F3WN-X0712N25 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0727N25 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形F3WN-X0727N40 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0742N25 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0757N25 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0757N40 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0757N70 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0772N25 
形F3SJ-E0785N25 オープン価格 
形F3SJ-B0785N25 オープン価格 

形F3WN-X0787N25 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0787N40 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0802N25 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0817N25 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0817N40 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0817N70 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0832N25 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0847N25 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0847N40 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0862N25 
形F3SJ-E0865N25 オープン価格 
形F3SJ-B0865N25 オープン価格 

形F3WN-X0877N25 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0877N40 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0877N70 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0892N25 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0907N25 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0907N40 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形F3WN-X0922N25 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0937N25 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0937N40 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0937N70 
形F3SJ-E0945N25 オープン価格 
形F3SJ-B0945N25 オープン価格 

形F3WN-X0952N25 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X0967N25 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X0967N40 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X0982N25 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X0997N25 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X0997N40 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X0997N70 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X1012N25 
形F3SJ-E1025N25 オープン価格 
形F3SJ-B1025N25 オープン価格 

形F3WN-X1027N25 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1027N40 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1042N25 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1057N25 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1057N40 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1057N70 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1072N25 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1087N25 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1087N40 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 

形F3WN-X1102N25 
形F3SJ-E1105N25 オープン価格 
形F3SJ-B1105N25 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形F3WN-X1117N25 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1117N40 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1117N70 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1132N25 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1147N25 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1147N40 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1162N25 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1177N25 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1177N40 形F3SJ-B1185N25 オープン価格 
形F3WN-X1177N70 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1192N25 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1207N25 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1207N40 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1222N25 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1237N25 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1237N40 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1237N70 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1252N25 形F3SJ-B1265N25 オープン価格 
形F3WN-X1267N25 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1267N40 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1282N25 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1297N25 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1297N40 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1297N70 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1312N25 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1327N25 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1327N40 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1342N25 形F3SJ-B1345N25 オープン価格 
形F3WN-X1357N25 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1357N40 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1357N70 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1372N25 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1387N25 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1387N40 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1402N25 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1417N25 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1417N40 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1417N70 形F3SJ-B1425N25 オープン価格 
形F3WN-X1432N25 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1447N25 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1447N40 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1462N25 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1477N25 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1477N40 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形F3WN-X1477N70 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1492N25 形F3SJ-B1505N25 オープン価格 
形F3WN-X1507N25 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1507N40 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1522N25 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1537N25 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1537N40 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1537N70 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1552N25 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1567N25 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1567N40 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1582N25 形F3SJ-B1585N25 オープン価格 
形F3WN-X1597N25 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1597N40 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1597N70 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1612N25 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1627N25 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1627N40 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1642N25 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1657N25 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1657N40 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1657N70 形F3SJ-B1665N25 オープン価格 
形F3WN-X1672N25 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1687N25 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1687N40 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1702N25 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1717N25 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1717N40 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1717N70 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1732N25 形F3SJ-B1745N25 オープン価格 
形F3WN-X1747N25 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1747N40 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1762N25 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1777N25 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1777N40 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1777N70 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1792N25 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1807N25 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1807N40 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
形F3WN-X1822N25 形F3SJ-B1825N25 オープン価格 
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■端子配置／配線接続 
生産終了商品 

形F3WN-X□□□□N□□シリーズ 
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■端子配置／配線接続 （つづき） 
推奨代替商品 

形F3SJ-E□□□□N25シリーズ 

 

推奨代替商品 
形F3SJ-B□□□□N25シリーズ 
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本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 
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