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 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 データロガー   

 
形ZRシリーズ 推奨代替商品なし 

 
■生産終了予定時期 

2015年12月末 
 

■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ZR-RX25A 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX25A-CHRO 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX25A-E 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX25AC 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX25V 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX25VC 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX45A 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX45A-CHRO 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX45A-E 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX45AC 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX45V 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX45VC 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX70A 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX70A-CHRO 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX70A-E 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX70AC 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX70V 推奨代替商品はありません。 

形ZR-RX70VC 推奨代替商品はありません。 

形ZR-SX10 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRB1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRC1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRD1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRE1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRH1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRH1C 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRL1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRT1 推奨代替商品はありません。 

形ZR-XRT1C 推奨代替商品はありません。 
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■本体の色 
生産終了予定商品 

形ZRシリーズ 
（形ZR-RX25シリーズ / 形ZR-RX45シリーズ / 形ZR-RX70シリーズ / 形ZR-SX10） 

 
 
 
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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