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生産終了予定商品のお知らせ 

 
2012 年 12 月 3 日 

 タイマ  No. 2012208(3) 

 
ソリッドステート・タイマ 形H3CR-A、形H3CR-Fシリーズの一部商品 生産終了のお知らせ 

 
≪お断りとお願い≫ 
2012年8月発行のプロダクトニュースNo. 2012208に変更がありました。前回との変更点は、「■生産終了予定商品と推奨

代替商品」「■生産終了予定時期」「■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点」です。 
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2012208(3)（2012年12月3日発行）と差し替えをお願いいたします。 

 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 ソリッドステート・タイマ  ソリッドステート・タイマ 

 

形H3CR-A□-300 
形H3CR-F□-300 
形H3CR-F□ 
（DC12V、DC48-125V） 
 

形H3CR-A□ 
形H3CR-F□ 
形H3CR-F□
（AC24-48/DC12-48V、
AC100-240V/DC100-125V）

 
■生産終了予定時期 

2013年9月末 

 

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 
形H3CR-F□（DC12V、DC48-125V） 

・DC49-99Vでご使用の場合は当社営業担当までご相談ください。 
・突入電流、消費電流が異なります。 
ご使用のアプリケーションで問題がある場合は弊社営業担当までご相談ください。 

形H3CR-A□-300、形H3CR-F□-300 

推奨代替品をご使用になるうえでの注意点は特にありません。 
推奨代替品 

推奨代替品への変更は2013年4月1日受注分より対応可能です。 
（推奨代替品は2013年4月1日受注分よりリニューアルを行ないます。） 
リニューアル以前の製品では代替できませんのでご注意ください。 
詳しくは弊社発行の「プロダクトニュース」（No. 2012197(3)）をご覧ください。 

 

■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H3CR-A□ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形H3CR-F□ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形H3CR-F□ 
（AC24-48/DC12-48V、 
AC100-24/DC100-125V） 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎/－（※） ○/×（※） ◎ 

 

※ご使用状況により異なります。 
◎ ： 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 

 

訂 正 再 発 行
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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H3CR-A-300 AC100-240/DC100-125 形H3CR-A AC100-240/DC100-125 4,000 

形H3CR-A-300 AC24-48/DC12-48 形H3CR-A AC24-48/DC12-48 4,000 

形H3CR-F DC12 形H3CR-F AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F DC48-125 
形H3CR-F AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-F AC100-240/DC100-125 

9,650 

形H3CR-F-300 AC/DC24 形H3CR-F AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F-300 DC12 形H3CR-F AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F-300 AC100-240 形H3CR-F AC100-240/DC100-125 9,650 

形H3CR-F-300 DC48-125 形H3CR-F AC100-240/DC100-125 9,650 

形H3CR-F8 DC12 形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F8 DC48-125 
形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125 

9,650 

形H3CR-F8-300 AC/DC24 形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F8-300 AC100-240 形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125 9,650 

形H3CR-F8-300 DC12 形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F8-300 DC48-125 
形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125 

9,650 

形H3CR-F8N DC12 形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F8N DC48-125 
形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125 

9,650 

形H3CR-F8N-300 AC/DC24 形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F8N-300 AC100-240 形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125 9,650 

形H3CR-F8N-300 DC12 形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-F8N-300 DC48-125 
形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125 

9,650 

形H3CR-FN  DC12 形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-FN  DC48-125 
形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-FN AC100-240/DC100-125 

9,650 

形H3CR-FN-300 AC/DC24 形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-FN-300 AC100-240 形H3CR-FN AC100-240/DC100-125 9,650 

形H3CR-FN-300 DC12 形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 9,650 

形H3CR-FN-300 DC48-125 
形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 
もしくは 
形H3CR-FN AC100-240/DC100-125 

9,650 
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■定格／性能 

項目 
生産終了予定商品 

形H3CR-F□ 
（DC12V） 

推奨代替商品 
形H3CR-F□ 

（AC24-48/DC12-48V） 

定格電源電圧 DC12V AC24-48V/DC12-48V 

 

項目 
生産終了予定商品 

形H3CR-F□ 
（DC48-125V） 

推奨代替商品 
形H3CR-F□ 

（AC24-48/DC12-48V） 

定格電源電圧 DC48-125V AC24-48V/DC12-48V 

 

項目 
生産終了予定商品 

形H3CR-F□ 
（DC48-125V） 

推奨代替商品 
形H3CR-F□ 

（AC100-240/DC100-125V） 

定格電源電圧 DC48-125V AC100-240/DC100-125V 

消費電力 約1.5W(DC125V時) 約0.8W（DC125V） 

 
■動作特性 

生産終了予定商品 
形H3CR-F□ 
（DC12V） 

推奨代替商品 
形H3CR-F□ 

（AC24-48/DC12-48V） 

突入電流 
0.052A（DC12V仕様：DC13.2V入力時） 

突入電流 
0.285A（DC13.2V入力時） 

 
生産終了予定商品 

形H3CR-F□ 
（DC48-125V） 

推奨代替商品 
形H3CR-F□ 

（AC100-240/DC100-125V） 

突入電流 
0.5A（DC137.5V入力時） 

突入電流 
0.31A（DC137.5V入力時） 

 
 
 

2012年12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。 
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