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2011年9月1日発行

◎：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
セーフティ・リミットスイッチ

推奨代替商品
セーフティ・リミットスイッチ

形D4B-1□□□N
形D4B-3□□□N
形D4B-5□□□N
形D4B-6□□□N
形D4B-7□□□N
形D4B-8□□□N
形D4B-□3□□N
形D4B-□6□□N
形D4B-□B□□N
形D4B-□□1RN
形D4B-□□81N
形D4B-□□87N
形D4B-□□00N
形D4B-00□□N
形D4B-000□N
形D4B-1112N

形D4B-4□□□N
形D4B-4□□□N
形D4B-4□□□N
形D4B-2□□□N
形D4B-4□□□N
形D4B-4□□□N
形D4B-□1□□N
形D4B-□5□□N
形D4B-□A□□N
形D4B-□□16N
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし

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

･ 外観、外形寸法が異なります。
･ コンジットサイズ、コンジット位置・数が異な
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D4B-2□□□N
形D4B-4□□□N ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

形D4B-□1□□N
形D4B-□5□□N
形D4B-□A□□N

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

形D4B-□□16N ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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＊お問い合わせください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D4B-1111N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-1115N 形D4B-4115N ＊
形D4B-1116N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-1117N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-1170N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-1171N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-1311N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-1315N 形D4B-4115N ＊
形D4B-1316N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-1317N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-1370N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-1511N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-1515N 形D4B-4515N ＊
形D4B-1516N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-1517N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-1570N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-1571N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-1611N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-1615N 形D4B-4515N ＊
形D4B-1616N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-1617N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-1670N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-1671N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-1A11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-1A15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-1A16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-1A17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-1A70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-1A71N 形D4B-4A71N 6,850
形D4B-1B11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-1B15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-1B16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-1B17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-1B70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-1B71N 形D4B-4A71N 6,850
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＊お問い合わせください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D4B-3111N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-3115N 形D4B-4115N ＊
形D4B-3116N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-3117N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-3170N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-3171N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-3311N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-3315N 形D4B-4115N ＊
形D4B-3316N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-3317N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-3370N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-3371N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-3511N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-3515N 形D4B-4515N ＊
形D4B-3516N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-3517N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-3570N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-3571N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-3611N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-3615N 形D4B-4515N ＊
形D4B-3616N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-3617N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-3670N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-3671N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-3A11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-3A15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-3A16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-3A17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-3A70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-3A71N 形D4B-4A71N 6,850
形D4B-3B11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-3B15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-3B16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-3B17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-3B70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-3B71N 形D4B-4A71N 6,850
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＊お問い合わせください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D4B-5111N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-5115N 形D4B-4115N ＊
形D4B-5116N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-5117N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-5170N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-5171N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-5311N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-5315N 形D4B-4115N ＊
形D4B-5316N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-5317N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-5370N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-5371N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-5511N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-5515N 形D4B-4515N ＊
形D4B-5516N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-5517N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-5570N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-5571N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-5611N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-5615N 形D4B-4515N ＊
形D4B-5616N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-5617N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-5670N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-5671N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-5A11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-5A15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-5A16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-5A17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-5A70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-5A71N 形D4B-4A71N 6,850
形D4B-5B11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-5B15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-5B16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-5B17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-5B70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-5B71N 形D4B-4A71N 6,850
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＊お問い合わせください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D4B-6111N 形D4B-2111N 5,100
形D4B-6115N 形D4B-2115N 5,500
形D4B-6116N 形D4B-2116N 5,700
形D4B-6117N 形D4B-2117N 5,500
形D4B-6170N 形D4B-2170N 4,550
形D4B-6171N 形D4B-2171N 5,300
形D4B-6311N 形D4B-2111N 5,100
形D4B-6315N 形D4B-2115N 5,500
形D4B-6316N 形D4B-2116N 5,700
形D4B-6317N 形D4B-2117N 5,500
形D4B-6370N 形D4B-2170N 4,550
形D4B-6371N 形D4B-2171N 5,300
形D4B-6511N 形D4B-2511N 5,800
形D4B-6515N 形D4B-2515N ＊
形D4B-6516N 形D4B-2516N 6,750
形D4B-6517N 形D4B-2517N 6,750
形D4B-6570N 形D4B-2570N 6,250
形D4B-6571N 形D4B-2571N 6,350
形D4B-6611N 形D4B-2511N 5,800
形D4B-6615N 形D4B-2515N ＊
形D4B-6616N 形D4B-2516N 6,750
形D4B-6617N 形D4B-2517N 6,750
形D4B-6670N 形D4B-2570N 6,250
形D4B-6671N 形D4B-2571N 6,350
形D4B-6A11N 形D4B-2A11N 6,250
形D4B-6A15N 形D4B-2A15N 6,250
形D4B-6A16N 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-6A17N 形D4B-2A17N 7,300
形D4B-6A70N 形D4B-2A70N 6,850
形D4B-6A71N 形D4B-2A71N 6,850
形D4B-6B11N 形D4B-2A11N 6,250
形D4B-6B15N 形D4B-2A15N 6,250
形D4B-6B16N 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-6B17N 形D4B-2A17N 7,300
形D4B-6B70N 形D4B-2A70N 6,850
形D4B-6B71N 形D4B-2A71N 6,850
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＊お問い合わせください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D4B-7111N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-7115N 形D4B-4115N ＊
形D4B-7116N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-7117N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-7170N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-7171N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-7311N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-7315N 形D4B-4115N ＊
形D4B-7316N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-7317N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-7370N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-7371N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-7511N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-7515N 形D4B-4515N ＊
形D4B-7516N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-7517N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-7570N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-7571N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-7611N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-7615N 形D4B-4515N ＊
形D4B-7616N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-7617N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-7670N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-7671N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-7A11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-7A15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-7A16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-7A17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-7A70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-7A71N 形D4B-4A71N 6,850
形D4B-7B11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-7B15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-7B16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-7B17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-7B70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-7B71N 形D4B-4A71N 6,850
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＊お問い合わせください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D4B-8111N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-8115N 形D4B-4115N ＊
形D4B-8116N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-8117N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-8170N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-8171N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-8311N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-8315N 形D4B-4115N ＊
形D4B-8316N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-8317N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-8370N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-8371N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-8511N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-8515N 形D4B-4515N ＊
形D4B-8516N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-8517N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-8570N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-8571N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-8611N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-8615N 形D4B-4515N ＊
形D4B-8616N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-8617N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-8670N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-8671N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-8A11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-8A15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-8A16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-8A17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-8A70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-8A71N 形D4B-4A71N 6,850
形D4B-8B11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-8B15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-8B16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-8B17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-8B70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-8B71N 形D4B-4A71N 6,850
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＊お問い合わせください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D4B-2311N 形D4B-2111N 5,100
形D4B-2315N 形D4B-2115N 5,500
形D4B-2316N 形D4B-2116N 5,700
形D4B-2317N 形D4B-2117N 5,500
形D4B-2370N 形D4B-2170N 4,550
形D4B-2371N 形D4B-2171N 5,300
形D4B-2611N 形D4B-2511N 5,800
形D4B-2615N 形D4B-2515N ＊
形D4B-2616N 形D4B-2516N 6,750
形D4B-2617N 形D4B-2517N 6,750
形D4B-2670N 形D4B-2570N 6,250
形D4B-2671N 形D4B-2571N 6,350
形D4B-2B11N 形D4B-2A11N 6,250
形D4B-2B15N 形D4B-2A15N 6,250
形D4B-2B16N 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-2B17N 形D4B-2A17N 7,300
形D4B-2B70N 形D4B-2A70N 6,850
形D4B-2B71N 形D4B-2A71N 6,850
形D4B-4311N 形D4B-4111N 5,100
形D4B-4315N 形D4B-4115N ＊
形D4B-4316N 形D4B-4116N 5,700
形D4B-4317N 形D4B-4117N 5,700
形D4B-4370N 形D4B-4170N 4,550
形D4B-4371N 形D4B-4171N 5,300
形D4B-4611N 形D4B-4511N 5,800
形D4B-4615N 形D4B-4515N ＊
形D4B-4616N 形D4B-4516N 6,750
形D4B-4617N 形D4B-4517N 6,750
形D4B-4670N 形D4B-4570N 6,250
形D4B-4671N 形D4B-4571N 6,350
形D4B-4B11N 形D4B-4A11N 6,250
形D4B-4B15N 形D4B-4A15N ＊
形D4B-4B16N 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-4B17N 形D4B-4A17N 7,300
形D4B-4B70N 形D4B-4A70N 6,850
形D4B-4B71N 形D4B-4A71N 6,850
形D4B-111RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-131RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-151RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-161RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-1A1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-1B1RN 形D4B-4A16N 7,300
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＊お問い合わせください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D4B-211RN 形D4B-2116N 5,700
形D4B-231RN 形D4B-2116N 5,700
形D4B-251RN 形D4B-2516N 6,750
形D4B-261RN 形D4B-2516N 6,750
形D4B-2A1RN 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-2B1RN 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-311RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-331RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-351RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-361RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-3A1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-3B1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-411RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-431RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-451RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-461RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-4A1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-4B1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-511RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-531RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-551RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-561RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-5A1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-5B1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-611RN 形D4B-2116N 5,700
形D4B-631RN 形D4B-2116N 5,700
形D4B-651RN 形D4B-2516N 6,750
形D4B-661RN 形D4B-2516N 6,750
形D4B-6A1RN 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-6B1RN 形D4B-2A16N 7,300
形D4B-711RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-731RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-751RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-761RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-7A1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-7B1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-811RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-831RN 形D4B-4116N 5,700
形D4B-851RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-861RN 形D4B-4516N 6,750
形D4B-8A1RN 形D4B-4A16N 7,300
形D4B-8B1RN 形D4B-4A16N 7,300
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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D4B-1181N

推奨代替商品は
ありません。

形D4B-1381N
形D4B-1581N
形D4B-1681N
形D4B-1A81N
形D4B-1B81N
形D4B-2181N
形D4B-2381N
形D4B-2581N
形D4B-2681N
形D4B-2A81N
形D4B-2B81N
形D4B-3181N
形D4B-3381N
形D4B-3581N
形D4B-3681N
形D4B-3A81N
形D4B-3B81N
形D4B-4181N
形D4B-4381N
形D4B-4581N
形D4B-4681N
形D4B-4A81N
形D4B-4B81N
形D4B-5181N
形D4B-5381N
形D4B-5581N
形D4B-5681N
形D4B-5A81N
形D4B-5B81N
形D4B-6181N
形D4B-6381N
形D4B-6581N
形D4B-6681N
形D4B-6A81N
形D4B-6B81N
形D4B-7181N
形D4B-7381N
形D4B-7581N
形D4B-7681N
形D4B-7A81N
形D4B-7B81N

形D4B-8181N

推奨代替商品は
ありません。

形D4B-8381N
形D4B-8581N
形D4B-8681N
形D4B-8A81N
形D4B-8B81N
形D4B-1187N
形D4B-1387N
形D4B-1587N
形D4B-1687N
形D4B-1A87N
形D4B-1B87N
形D4B-2187N
形D4B-2387N
形D4B-2587N
形D4B-2687N
形D4B-2A87N
形D4B-2B87N
形D4B-3187N
形D4B-3387N
形D4B-3587N
形D4B-3687N
形D4B-3A87N
形D4B-3B87N
形D4B-4187N
形D4B-4387N
形D4B-4587N
形D4B-4687N
形D4B-4A87N
形D4B-4B87N
形D4B-5187N
形D4B-5387N
形D4B-5587N
形D4B-5687N
形D4B-5A87N
形D4B-5B87N
形D4B-6187N
形D4B-6387N
形D4B-6587N
形D4B-6687N
形D4B-6A87N
形D4B-6B87N

生産終了予定商品 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

生産終了予定商品 推奨
代替商品

標準価格
（￥）

形D4B-7187N

推奨代替商品は
ありません。

形D4B-7387N
形D4B-7587N
形D4B-7687N
形D4B-7A87N
形D4B-7B87N
形D4B-8187N
形D4B-8387N
形D4B-8587N
形D4B-8687N
形D4B-8A87N
形D4B-8B87N
形D4B-1100N
形D4B-1500N
形D4B-1A00N
形D4B-2100N
形D4B-2500N
形D4B-2A00N
形D4B-3100N
形D4B-3500N
形D4B-3A00N
形D4B-5100N
形D4B-5500N
形D4B-5A00N
形D4B-6100N
形D4B-6500N
形D4B-6A00N
形D4B-7100N
形D4B-7500N
形D4B-7A00N
形D4B-0010N
形D4B-0070N
形D4B-0071N
形D4B-0081N
形D4B-0087N
形D4B-0001N
形D4B-0005N
形D4B-0006N
形D4B-0007N
形D4B-000RN
形D4B-0100N
形D4B-1112N
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外形寸法

生産終了予定商品 推奨代替商品

形D4B-1□□□N、形D4B-3□□□N

形D4B-5□□□N、形D4B-6□□□N
形D4B-7□□□N、形D4B-8□□□N

形D4B-4□□□N

形D4B-4□□□N

コンジットサイズ：
PG13.5もしくは1/2-14NPT

コンジットサイズ以外は
変更ありません。 

コンジットサイズ：M20 
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外形寸法

生産終了予定商品 推奨代替商品

形D4B-□□1RN 形D4B-□□16N

その他仕様

生産終了予定商品
形D4B-□3□□N、-□6□□N、-□B□□N

推奨代替商品
形D4B-□1□□N、-□5□□N、-□A□□N

●接点仕様
金メッキあり 金メッキなし

注）定格に変更はありません。

2011年9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。


