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生産終了予定商品のお知らせ 
 

発行日 
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 超音波センサ  No. 2015043C 

 
電源内蔵超音波スイッチ（反射形） 形E4A-3K(-9)、超音波センサ 形E4Bシリーズ  
生産終了のお知らせ 

 

 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 電源内蔵超音波スイッチ（反射形）   

 

形E4A-3K(-9) 
 

超音波センサ 

形E4B-LS20E4 
形E4B-□S70E4 
形E4B-TS50E4 
形E4B-T1□(□)4 
形E4B-TS50□E4 

推奨代替商品はございません。 
 

超音波センサ 

形E4C-DS30/形E4C-UDA11（アンプ分離型）

形E4C-DS80/形E4C-UDA11（アンプ分離型）

形E4E2-TS50C1 
推奨代替商品はございません。 
推奨代替商品はございません。 

 
■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 

① 本体材質または、色が異なります。 
② 限定距離タイプの下限測定距離（測定範囲）が異なります。 
③ 応答速度（応答周波数）が異なります。 
④ 外形（取付）寸法が異なります。 
⑤ 保護構造レベルが異なります。 
⑥ 限定距離タイプの検出領域が異なります。 
⑦ 透過タイプの平行移動特性が異なります。 

 
■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

（取付寸法）
配線接続 定格性能 動作特性 操作方法

形E4C-DS30/形E4C-UDA11 × × ○ × × × 

形E4C-DS80/形E4C-UDA11 × × ○ × × × 

形E4E2-TS50C1 ○ × ○ × × ○ 

 

◎ ： 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 
生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形E4A-3K-9 推奨代替商品はございません。 － 

形E4A-3K DC12-24 推奨代替商品はございません。 － 

形E4A-3K AC120/240 推奨代替商品はございません。 － 

形E4A-3K 推奨代替商品はございません。 － 

形E4B-LS20E4 
形E4C-DS30 34,900 

形E4C-UDA11 19,900 

形E4B-LS70E4 
形E4C-DS80 39,900 

形E4C-UDA11 19,900 

形E4B-LS70E4-2 
形E4C-DS80 39,900 

形E4C-UDA11 19,900 

形E4B-RS70E4 
形E4C-DS80 39,900 

形E4C-UDA11 19,900 

形E4B-TS50E4 形E4E2-TS50C1 35,800 

形E4B-TS50SE4 推奨代替商品はございません。 － 

形E4B-TS50RE4 推奨代替商品はございません。 － 

形E4B-T1SE4 推奨代替商品はございません。 － 

形E4B-T1RE4 推奨代替商品はございません。 － 

形E4B-T1E4 推奨代替商品はございません。 － 

 
■本体の色 

生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E4Bシリーズ：灰色 形E4C-DSシリーズ   ：銀色（センサ部） 
形E4C-UDAシリーズ：黒色（アンプ部） 
 
形E4E2シリーズ        ：黒色 

 
■端子配置／配線接続 

生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E4Bシリーズ 

 

形E4C-UDA11 

 
 

形E4E2-TS50C1 
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■外形寸法（取付寸法） 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E4Bシリーズ 
 

 

形E4C-DS30／形E4C-DS80 

 
形E4C-UDA11 

 
 

形E4Bシリーズ 
 

 

形E4E2-TS50C1 
 送波側 

 
 受波側 
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■定格／性能 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

形E4Bシリーズ 

 

形E4Cシリーズ 

 

形E4Bシリーズ 形E4E2シリーズ 
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■動作特性 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

動作領域（限定距離・限定ゾーン） 
 

 
 

 
 

平行移動特性（透過タイプ） 

 
 

動作領域（限定距離） 

 

 
 

平行移動特性（透過タイプ） 

 
 

 
■操作方法 

生産終了予定商品 推奨代替商品 

 
 

〈透過形 形E4E2-TS50〉 

 
 

  

感度調整用ボリウム 

表示灯 
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■操作方法 つづき 
生産終了予定商品 推奨代替商品 

 
 

 

〈センサアンプ 形E4C-UDA〉  （センサヘッド 形E4C-DS) 

 

 

 
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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