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 近接センサ  No. 2014043C(2) 

 
シリンダセンサ 形E2SSシリーズ 生産終了のお知らせ 

 
≪お断りとお願い≫ 
2014年3月発行のプロダクトニュースNo. 2014043Cの推奨代替商品記載内容に変更がありました。 
前回は推奨代替商品記載が全くありませんでしたが、本紙にて推奨代替商品およびその仕様を記載いたします。 
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2014043C(2)（2014年7月1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 
 シリンダセンサ  TURCK Japan株式会社様製 近接センサ 

 

形E2SS-M□1-□シリーズ 
形E2SS-W□1-□シリーズ 
形E2SS-MR□シリーズ 
形E2SS-MV□シリーズ 
形E2SS-MT□シリーズ 
形E2SS-WV1 

形BIM-UNT-A□6X-□シリーズ 
形BIM-NST-A□6X-□シリーズ 
形KLRC-UNT□シリーズ 
形KLDT-UNT□シリーズ 
形KLZ□-INTシリーズ 
形KLN3 

 
■生産終了予定時期 

2015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 

シリンダセンサ標準タイプ本体の外観色が変更となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

オムロン社製                          TURCK Japan社製 

 
■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

形BIM-UNT-A□6X-□ ※1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

形BIM-NST-A□6X-□ ◎ ◎ ※2 ◎ ◎ ◎ 

形KLRC-UNT□ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

形KLDT-UNT□ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

形KLZ□-INT ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

形KLN3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 
◎ ： 互換         ※1 ： 外観色が黄色になります。 

※2 ： コネクタピンが4極になります。   
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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 

形E2SS-MB1 2M 形BIM-UNT-AP6X 

形E2SS-MB1-M1J 0.3M 形BIM-UNT-AP6X-0,3-RS4  

形E2SS-MC1 2M 形BIM-UNT-AN6X 

形E2SS-MC1-M1J 0.3M 形BIM-UNT-AN6X-0,3-RS4 

形E2SS-WB1-P1 形BIM-NST-AP6X-H1141/S34  

形E2SS-WC1-P1 形BIM-NST-AN6X-H1141/S34  

形E2SS-MR1 形KLRC-UNT1 （8-25mm） 

形E2SS-MR2 形KLRC-UNT2 （25-63mm） 

形E2SS-MV1 形KLDT-UNT2 （7mm） 

形E2SS-MV2 形KLDT-UNT3 （9,4mm） 

形E2SS-MV3 形KLDT-UNT4 （11,5mm） 

形E2SS-MV4 形KLDT-UNT5 （12,6mm） 

形E2SS-MT1 形KLZ1-INT （32-40mm） 

形E2SS-MT2 形KLZ2-INT （50-63mm） 

形E2SS-MT3 形KLZ3-INT （80-100mm） 

形E2SS-MT4 形KLZ5-INT （160-200mm） 

形E2SS-WV1 形KLN3 

 
※推奨代替商品の販売を行っているTURCK Japan株式会社様をご紹介します。 

〒107-0062 東京都港区南青山3-3-23 MBDビル2F 
電話番号  03-5722-2820    FAX  03-3408-2571 

 
 
■本体の色 

生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E2SS-M□1-□ ： 黒色 形BIM-UNT-A□6X-□ ： 黄色 

形E2SS-W□1-□ ： 黒色 形BIM-NST-A□6X-□ ： 黒色 

形E2SS-MR□   ： 黒色 形KLRC-UNT□     ： 黒色 

形E2SS-MV□   ： 黒色 形KLDT-UNT□      ： 黒色 

形E2SS-MT□   ： 黒色 形KLZ□-INT       ： 黒色 

形E2SS-WV1    ： 黒色 形KLN3           ： 黒色 
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■端子配置／配線接続 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E2SS-MB1 2M 
形E2SS-MB1-M1J 0.3M 
形E2SS-WB1-P1 

 
 

形BIM-UNT-AP6X  
形BIM-UNT-AP6X-0,3-RS4 
形BIM-NST-AP6X-H1141/S34 

形E2SS-MC1 2M 
形E2SS-MC1-M1J 0.3M 
形E2SS-WC1-P1 

 
 

形BIM-UNT-AN6X 
形BIM-UNT-AN6X-0,3-RS4 
形BIM-NST-AN6X-H1141/S34 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E2SS-M□1(-M1J) 

 

形BIM-UNT-□ 

形E2SS-W□1-P1 

 

形BIM-NST-□ 
 

 

形E2SS-MR□ 
形E2SS-MT□ 
形E2SS-MV□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

形KLRC-□ 
 
 
 
 
 
 
 
形KLZ□ 
 
 
 
 
 
形KLDT-□ 
 
 
 

形E2SS-WV1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

形KLN3 
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■定格／性能 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E2SS-MB□/-MC□ 
形E2SS-WB□/-WC□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

形BIM-UNT-□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
形BIM-NST-□ 
 
 
 
 
 

 
 
 

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。 
 

/ NPN 
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