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 ＩＴ商品群  No. 2015034C 

 
オープンネットワークコントローラ 形ITNCシリーズおよび関連する周辺機器  
生産終了のお知らせ 

 

 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 オープンネットワークコントローラ  マシンオートメーションコントローラ 

 

形ITNC-EPX01 
形ITNC-EPX01-DRM 

形NJシリーズ 
プログラマブルコントローラ 

形CJシリーズ 

 
■生産終了予定時期 

2016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 

推奨代替商品への置換えには、プログラム、ユニット設定、配線の変更等をともないます。 
また、一部の機能について推奨代替商品はありません。 
推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。 

 
■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NJシリーズ × × × × × × × 

形CJシリーズ × × × × × × × 

 

◎ ： 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 
 
本体ハードウェア 
オープンネットワークコントローラでご使用の通信/ネットワークにより、追加必要な推奨代替商品が変わります。 

生産終了予定商品 

推奨代替商品 

形NJシリーズ 
CPUユニット 

標準価格（￥） 通信/ネットワーク 標準価格（￥）

形ITNC-EPX01 
形ITNC-EPX01-DRM 

形NJ301-1100 オープン価格

Ethernet 
不要 

（CPUユニットに 
内蔵） 

－ 

シリアル 
通信 

形CJ1W-SCU42 98,000 

形CJ1W-SCU22 98,000 

DeviceNet 形CJ1W-DRM21 70,000 

形CJシリーズ 
CPUユニット 

標準価格（￥） 通信/ネットワーク 標準価格（￥）

形CJ2M-CPU31 100,000 

Ethernet 
不要 

（CPUユニットに 
内蔵） 

－ 

シリアル 
通信 

形CJ1W-SCU41-V1 50,000 

形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

DeviceNet 形CJ1W-DRM21 70,000 

 
オプション品 
・ DINレール取り付け金具 

生産終了予定商品 
推奨代替商品 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

形ITNC-DIN01  不要 － 不要 － 

 
・ ボード関連 

生産終了予定商品 商品概要 

形ITBC-CST01 CS1バスI/Fボード 

形ITBC-CN001-CST CS1バスI/Fボード用 2mケーブル 

形ITBC-CN005-CST CS1バスI/Fボード用 5mケーブル 

形ITBC-CN012-CST CS1バスI/Fボード用 12mケーブル 

形ITBC-CB1W-CD CS1バスI/Fボード用 FinsGateway 

形ITBC-CB1W-ECD CS1バスI/Fボード用 FinsGateway（英語版） 

形ITBC-CRM01 ControlNetボード 
 

I/Fボード  
推奨代替商品 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

CS1バス 
不要 

（CPUユニットに 
バス接続機能あり） 

－ 
不要 

（CPUユニットに 
バス接続機能あり） 

－ 

Control Net ボード 代替商品はありません。 
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オプションソフトウェア 
ご使用のオプションソフトウェアによって追加必要な推奨代替商品が変わります。 

 
・ データ収集・配信サービスソフトウェア    形ITNC-DL1Q 

生産終了予定商品 商品概要 

形ITNC-DL1Q-CD-V2 データ収集・配信サービスソフトウェア Ver.2 

形ITNC-DL1Q-1L データ収集・配信サービスソフトウェア 1ユーザ用ライセンス 

形ITNC-DL1Q-5L データ収集・配信サービスソフトウェア 5ユーザ用ライセンス 

形ITNC-DL1Q-10L データ収集・配信サービスソフトウェア 10ユーザ用ライセンス 

形ITNC-DL1Q-ECD-V2 データ収集・配信サービスソフトウェア Ver.2（英語版） 

形ITNC-DL1Q-E1L データ収集・配信サービスソフトウェア（英語版） 1ユーザ用ライセンス 

形ITNC-DL1Q-E5L データ収集・配信サービスソフトウェア（英語版） 5ユーザ用ライセンス 

形ITNC-DL1Q-E10L データ収集・配信サービスソフトウェア（英語版） 10ユーザ用ライセンス 
 

ご使用の機能によって追加必要な推奨代替商品が変わります。 

機能 
推奨代替商品（追加商品） 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

収集データのファイルへの

保存（CSV、バイナリ） 
不要 － 不要 － 

PCへのファイルの送受信

（FTPサーバ） 
不要 － 形CJ1W-ETN21 150,000 

PCへのファイルの送受信

（FTPクライアント） 
不要 － 代替商品はありません。 

 
・ DataBaseToolKitソフトウェア    形ITNC-DK1Q （生産中止済） 

機能 
推奨代替商品 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

収集データのデータベース

への書き込み 
形NJ501-1320 オープン価格 代替商品はありません。 

 
・ RemoteKit ソフトウェア    形ITNC-RK1Q 

生産終了予定商品 商品概要 

形ITNC-RK1Q-CD RemoteKit ソフトウェア 

形ITNC-RK1Q-1L RemoteKit ソフトウェア 1ユーザ用ライセンス 

形ITNC-RK1Q-5L RemoteKit ソフトウェア 5ユーザ用ライセンス 

形ITNC-RK1Q-10L RemoteKit ソフトウェア 10ユーザ用ライセンス 

形ITNC-RK1Q-ECD RemoteKit ソフトウェア（英語版） 

形ITNC-RK1Q-E1L RemoteKit ソフトウェア（英語版） 1ユーザ用ライセンス 

形ITNC-RK1Q-E5L RemoteKit ソフトウェア（英語版） 5ユーザ用ライセンス 

形ITNC-RK1Q-E10L RemoteKit ソフトウェア（英語版） 10ユーザ用ライセンス 
 

ご使用の機能によって追加必要な推奨代替商品が変わります。 

機能 
推奨代替商品（追加商品） 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

メール機能 
代替商品はありません。 

形CJ1W-ETN21 150,000 

ダイアルアップ機能 代替商品はありません。 
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・ WebToolKit ソフトウェア    形ITNC-WK1Q 

生産終了予定商品 商品概要 

形ITNC-WK1Q-CD WebToolKit ソフトウェア 

形ITNC-WK1Q-1L WebToolKit ソフトウェア 1ユーザ用ライセンス 

形ITNC-WK1Q-5L WebToolKit ソフトウェア 5ユーザ用ライセンス 

形ITNC-WK1Q-10L WebToolKit ソフトウェア 10ユーザ用ライセンス 

形ITNC-WK1Q-ECD WebToolKit ソフトウェア（英語版） 

形ITNC-WK1Q-E1L WebToolKit ソフトウェア（英語版） 1ユーザ用ライセンス 

形ITNC-WK1Q-E5L WebToolKit ソフトウェア（英語版） 5ユーザ用ライセンス 

形ITNC-WK1Q-E10L WebToolKit ソフトウェア（英語版） 10ユーザ用ライセンス 
 

ご使用の機能によって追加必要な推奨代替商品が変わります。 

機能 
推奨代替商品（追加商品） 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

Webアプリケーション 代替商品はありません。 代替商品はありません。 

Windows実行形式 
アプリケーション 

形WS02-CPLC1 オープン価格 形WS02-CPLC1 オープン価格 

 
・ 他社PLC（三菱電機製A シリーズ計算機リンクユニット）接続ユニット    形ITNC-MD1Q 

生産終了予定商品 商品概要 

形ITNC-MD1Q-F 他社PLC（三菱電機製A シリーズ計算機リンクユニット）接続ユニット 

形ITNC-MD1Q-EF 他社PLC（三菱電機製A シリーズ計算機リンクユニット）接続ユニット（英語版） 
 

生産終了予定商品 
推奨代替商品（追加商品） 

形NJシリーズ 標準価格（￥） 形CJシリーズ 標準価格（￥）

形ITNC-MD1Q-F 
形CJ1W-SCU42 98,000 形CJ1W-SCU41-V1 50,000 

形ITNC-MD1Q-EF 

 
・ ネットエックスサーバー for DeviceNet ONC Edition    形ITNC-NS1Q 

生産終了予定商品 商品概要 推奨代替商品 

形ITNC-NS1Q-F ネットエックスサーバー for DeviceNet ONC Edition 
代替商品はありません。

形ITNC-NS1Q-EF ネットエックスサーバー for DeviceNet ONC Edition（英語版） 

 
 
 
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。 
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