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生産終了予定商品のお知らせ 
 2012 年 8 月 1 日 

  小形マイクロスイッチ  No. 2012207(ON) 
 

小形基本スイッチ 形Vシリーズ一部特殊仕様 生産終了のお知らせ 
 

 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 小形基本スイッチ  小形基本スイッチ 

形V-□□-□B□□ 
（ねじ締め端子タイプ） 

推奨代替商品なし 

形V-□□-□E2□□ 
（はんだ付け短端子タイプ） 

形V-□□-□A□□ 
 

形V-□□-□□L□□ 
（絶縁ガード（左）タイプ） 
形V-□□-□□R□□ 
（絶縁ガード（右）タイプ） 

 

 形V-□□-□□□□ に 
SEPARATOR FOR V0.25
を併用 

 
■生産終了予定時期  

2014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  

形V-□□-□A□□に関して、端子の形状が異なるため、取り付けにご注意ください。 
形V-□□-□□L□□及び形□□-□□R□□ + SEPARATOR FOR V0.25に関して、スイッチの厚さにセパレータ

の厚さ(0.25mm)が加わるため、取り付けにご注意ください。 
 

■生産終了予定商品との相違点 
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V-□□-□A□□ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形V-□□-□□□□  + 
SEPARATOR FOR 
V0.25 

◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 

形V-□□-□□□□  + 
SEPARATOR FOR 
V0.25 

◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 

 

◎ ： 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 
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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V-10-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10-1B5-T 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10-2B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10-2B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10-3B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10-3B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-101-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-101-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10164-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-102-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-102-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-1025-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-1025-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-103-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-103-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-104-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-104-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-105-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-105-1B4-T 推奨代替商品はありません。 － 
形V-105-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-106-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-106-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10G-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-10G5-1B4-K 推奨代替商品はありません。 － 
形V-11-1B4 推奨代替商品はありません。 － 
形V-11-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-11-1B5(68) 推奨代替商品はありません。 － 
形V-151-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-151-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-151-3B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-1B5-T 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-1B6 TV-5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-1B6-T 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-2B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-2B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-3B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-3B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15-3B6-K 推奨代替商品はありません。 － 
形V-152-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-152-1B5-T(N) 推奨代替商品はありません。 － 
形V-152-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-1525-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-1525-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-153-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-153-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-154-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-154-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-154-3B6 推奨代替商品はありません。 － 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-155-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-155-1B5-T(N) 推奨代替商品はありません。 － 
形V-155-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-155-2B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-156-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-156-1B5-T 推奨代替商品はありません。 － 
形V-156-1B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-156-3B6 推奨代替商品はありません。 － 
形V-15G3-1B5-K. 推奨代替商品はありません。 － 
形V-16-1B5 推奨代替商品はありません。 － 
形V-11-1AL4 形V-11-1A4 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-112-3C2R4 形V-112-3C24 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-11-5AL5 形V-11-5A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1AL5 形V-16-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1AR5 形V-16-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1C2L5 形V-16-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1C2R5 形V-16-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1CL5 形V-16-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1CR5 形V-16-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1EL5 形V-16-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-1ER5 形V-16-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-2AL5 形V-16-2A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-2AR5 形V-16-2A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-3AL5 形V-16-3A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-3AR5 形V-16-3A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-3C2L5 形V-163-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-4AL5 形V-16-4A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-4AR5 形V-16-4A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-6AL5 形V-16-6A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-161-1AL5 形V-161-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-161-1AR5 形V-161-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-161-1C2L5 形V-161-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-161-1C2R5 形V-161-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-161-1CR5 形V-161-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-162-1AL5 形V-162-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-162-1AR5 形V-162-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-162-1C2L5 形V-162-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-162-1C2R5 形V-162-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-162-1C2R6 形V-162-1C26 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-162-2CR5 形V-162-2C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-163-1AL5 形V-163-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-163-1AR5 形V-163-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-163-1C2L5 形V-163-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-163-1C2R5 形V-163-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-163-1C2R6(N) 形V-163-1C26 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-163-1CL5 形V-163-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-164-1AL5 形V-164-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-164-1AR5 形V-164-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-164-1C2L5 形V-164-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-164-1C2R5 形V-164-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-164-1CL5 形V-164-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-165-1AL5 形V-165-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-165-1AR5 形V-165-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-165-1C2L5 形V-165-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-165-1C2R5 形V-165-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-165-1CR5 形V-165-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-165-4AR5 形V-165-4A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-166-1AL5 形V-166-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-166-1AR5 形V-166-1A5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-166-1C2L5 形V-166-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-166-1C2R5 形V-166-1C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-166-1CL5 形V-166-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-166-1CR5 形V-166-1C5 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16G2-2C2R5 形V-16G2-2C25 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-16-2CR5 (48) 推奨代替商品はありません。 － 
形V-16350-1C2R5 (T80) 推奨代替商品はありません。 － 
形V-21-1CL6 形V-21-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-1CR6 形V-21-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-2CL6 形V-21-2C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-2CR6 形V-21-2C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-3CL6 形V-21-3C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-3CR6 形V-21-3C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-4CL6 形V-21-4C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-21-6CR6 形V-21-6C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-211-1CL6 形V-211-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-211-1CR6 形V-211-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-212-1CL6 形V-212-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-212-1CR6 形V-212-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-212-3CL6 形V-212-3C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-212-3CR6 形V-212-3C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-213-1CL6 形V-213-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-213-1CR6 形V-213-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-214-1CL6 形V-214-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-214-1CR6 形V-214-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-215-1CL6 形V-215-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-215-1CR6 形V-215-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-216-1CL6 形V-216-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-216-1CR6 形V-216-1C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-216-4CR6 形V-216-4C6 + 形SEPARATOR FOR V0.25 オープン価格 
形V-10-1E24 形V-10-1A4 オープン価格 
形V-10-1E25 形V-10-1A5 オープン価格 
形V-15-1E26 形V-15-1A6 オープン価格 
形V-1525-1E26 形V-1525-1A6 オープン価格 
形V-153-1E26 形V-153-1A6 オープン価格 
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形V-□□-□E2□□ 
■外形寸法 

生産終了予定商品 
形V-10-1E24 

 
推奨代替商品 
形V-10-1A4 

 

 
■定格／性能 
生産終了予定商品と推奨代替品商品の定格／性能はまったく変わりありません。 
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形V-□□-□AL□□、形V-□□-□C2L□□ 
（図は形V-□□-□AL□□です。C2Lにつきましては、寸法・位置関係がALとほぼ同一のため省略しております。） 
■外形寸法 

生産終了予定商品 
形V-16-1AL5 

 
推奨代替商品 

形V-16-1A5 + SEPARATOR FOR V0.25 

 

 
■定格／性能 
生産終了予定商品と推奨代替品商品の基本的な定格／性能はほぼ同等ですが、絶縁距離が異なります。 
（上記の図をご参照ください。） 

+ 

ｔ 0.25 

セパレータ取付図 
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形V-□□-□AR□□、形V-□□-□C2R□□ 
（図は形V- □□-□AR□□です。C2Rにつきましては、寸法・位置関係がARとほぼ同一のため省略しております。） 
■外形寸法 

生産終了予定商品 
形V-16-1AR5 

 
推奨代替商品 

形V-16-1A5 + SEPARATOR FOR V0.25 

 

 
■定格／性能 
生産終了予定商品と推奨代替品商品の基本的な定格／性能はほぼ同等ですが、絶縁距離が異なります。 
（上記の図をご参照ください。） 

+ 

ｔ 0.25 

セパレータ取付図 
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形V-□□-□CL□□ 
■外形寸法 

生産終了予定商品 
形V-21-1CL6 

 
推奨代替商品 

形V-21-1C6 + SEPARATOR FOR V0.25 

 

 
■定格／性能 
生産終了予定商品と推奨代替品商品の基本的な定格／性能はほぼ同等ですが、絶縁距離が異なります。 
（上記の図をご参照ください。） 

+ 

ｔ 0.25 

セパレータ取付図 
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形V-□□-□CR□□ 
■外形寸法 

生産終了予定商品 
形V-21-1CR6 

 
推奨代替商品 

形V-21-1C6 + SEPARATOR FOR V0.25 

 

 
■定格／性能 
生産終了予定商品と推奨代替品商品の基本的な定格／性能はほぼ同等ですが、絶縁距離が異なります。 
（上記の図をご参照ください。） 
 
 

2012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。 

 

+ 

ｔ 0.25 

セパレータ取付図 
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