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多機能型小型インバータ（DeviceNet通信ユニット） 形3G3MV-PDRT2  
生産終了のお知らせ 

 
 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 多機能型小型インバータ 

（DeviceNet通信ユニット）  多機能型小型インバータ 
（DeviceNet通信ユニット） 

 形3G3MV-PDRT2 
 

形3G3AX-MX2-DRT-E 

 
■生産終了予定時期  

2013年10月末 
 

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点  
形3G3AX-MX2-DRT-Eは、インバータ 形3G3MX2シリーズと組合せることにより、Devicenet通信が可能になります。

形3G3MX2シリーズ以外のインバータと組合せての使用はできません。 
 

■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3G3AX-MX2-DRT-E × × × × ○ ○ × 

 

◎ ： 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3G3MV-PDRT2 形3G3AX-MX2-DRT-E 40,000 

 
■本体の色 

生産終了予定商品 
形3G3MV-PDRT2 

推奨代替商品 
形3G3AX-MX2-DRT-E 

アイボリー 
 

ブラック 
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■端子配置／配線接続 
生産終了予定商品 
形3G3MV-PDRT2 

推奨代替商品 
形3G3AX-MX2-DRT-E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■取付・外形寸法 

生産終了予定商品 
形3G3MV-PDRT2 

推奨代替商品 
形3G3AX-MX2-DRT-E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■定格／性能 

項目 生産終了予定商品 
形3G3MV-PDRT2 

推奨代替商品 
形3G3AX-MX2-DRT-E 

内部電源 インバータ 形3G3MVから供給 インバータ 形3G3MX2から供給 
保護構造 ― IP20 
使用周囲温度 －10～50℃（結露なきこと） －10～55℃（結露なきこと） 
保存周囲温度 －20～60℃（結露なきこと） －20～65℃（結露なきこと） 
使用周囲湿度 90%RH以下 20～90%RH 
質量 約100g 約170g 

 
■DeviceNet 通信仕様 

項目 生産終了予定商品 
形3G3MV-PDRT2 

推奨代替商品 
形3G3AX-MX2-DRT-E 

サポートする接続 

リモートI/O：マスタースレーブ機能 
Poll 
Bitstrobe 
Change of State 
Cyclic 
Explicitメッセージ 
DeviceNet規約準拠 

リモートI/O：マスタースレーブ機能 
Poll 
Bitstrobe 
Change of State 
Cyclic 
Explicitメッセージ 
DeviceNet規約準拠 

通信電源 11～25VDC 11～25VDC 
サポートするボーレート 120、250または500kbps 120、250または500kbps 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

3

■操作方法 
生産終了予定商品 
形3G3MV-PDRT2 

推奨代替商品 
形3G3AX-MX2-DRT-E 

詳細はマニュアル（SBCE-320）をごらんください。 
 

詳細はマニュアル（SBCE-370）をご覧ください。 
 

 
 
 

2012年11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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