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生産終了予定商品のお知らせ 
 

発行日 
2016 年 1 月 6 日 

  プログラマブルコントローラ、ネットワーク機器  No. 2016007C 

 
プログラマブルコントローラ 形C200HX/形C200HG/形C200HEシリーズ 一部商品、

ネットワーク機器 形C200HW-DRT21、-DRM21-V1、-SRM21-V1、-JRM21、 
形C200H-B7A□□ 生産終了のお知らせ 

 

 
 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 プログラマブルコントローラ  プログラマブルコントローラ 

 

形C200HX/形C200HG/形C200HE
シリーズ一部商品 
形C200PC-ISA□3(-□□□(-E)) 
形C200PC-EXP01 
形3G2NL-DRM21、-CPU02 
形3G2NL-CLK□□ 

 

形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ 
または 推奨代替商品なし 
形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ 
推奨代替商品なし 
形3G2NJ-CPU11 
形3G2NJ-CLK21 

 ネットワーク機器  ネットワーク機器 

 

形C200H-B7A□□ 
形C200HW-DRT21、-DRM21-V1、
-SRM21-V1、-JRM21  

形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ 
形CS1シリーズ または 形CJ2シリーズ 

 
■生産終了予定時期 

2017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 

形C200HX/HG/HEシリーズのCPUユニット、および形C200H I/Oユニット、高機能ユニットの一部商品が生産終了

の対象となります。推奨代替商品 形CS1/CJ2シリーズは、プログラム変更や配線の変更が必要になります。 
 
■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 配線接続 取付寸法 定格性能 動作特性 操作方法 

形CS1シリーズ ○ ○ × ○ × × × 

形CJ2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 
形C200HX/HG/HE CPUユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HX-CPU85-ZE 形CS1G-CPU45H オープン価格 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU85-Z 形CS1G-CPU45H オープン価格 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU65-ZE 形CS1G-CPU45H オープン価格 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU65-Z 形CS1G-CPU45H オープン価格 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU64-ZE 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU64-Z 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU64-E 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU64 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU15 180,000 

形C200HX-CPU54-ZE 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU54-Z 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU54-E 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU54 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU44-ZE 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU44-Z 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU44-E 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU44 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU34-ZE 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU34-Z 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU34-E 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HX-CPU34 形CS1G-CPU44H 130,000 形CJ2M-CPU14 130,000 

形C200HG-CPU63-ZE 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU63-Z 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU63-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU63 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU53-ZE 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU53-Z 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU53-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU53 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU43-ZE 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU43-Z 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU43-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU43 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU33-ZE 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU33-Z 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU33-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HG-CPU33 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200HE-CPU42-ZE 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU42-Z 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU42-E 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU42 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU32-ZE 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 
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生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HE-CPU32-Z 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU32-E 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU32 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU12 70,000 

形C200HE-CPU11-ZE 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU11 40,000 

形C200HE-CPU11-Z 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU11 40,000 

形C200HE-CPU11-E 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU11 40,000 

形C200HE-CPU11 形CS1G-CPU42H 90,000 形CJ2M-CPU11 40,000 

 
形C200H ベースユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-BC101-V2 形CS1W-BC102 26,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-BC081-V2 形CS1W-BC082 19,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-BC051-V2 形CS1W-BC052 13,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-BC031-V2 形CS1W-BC032 12,500 推奨代替商品はありません。 --- 

 
コミュニケーションボード 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HW-COM03-V1 形CS1W-SCB41-V1 40,000 形CJ1W-SCU31-V1 54,000 

形C200HW-COM02-V1 形CS1W-SCB21-V1 35,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

形C200HW-COM01 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

 
多点I/Oユニット、割込入力ユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-ID111 形CS1W-ID261 53,000 形CJ1W-ID261 52,000 

形C200H-ID501 形CS1W-MD561 53,000 形CJ1W-MD563 52,000 

形C200H-ID215 形CS1W-ID231 32,000 形CJ1W-ID231 31,500 

形C200H-OD501 形CS1W-MD561 53,000 形CJ1W-MD563 52,000 

形C200H-OD215 形CS1W-OD231 32,000 形CJ1W-OD231 31,500 

形C200H-MD501 形CS1W-MD561 53,000 形CJ1W-MD563 52,000 

形C200H-MD215 形CS1W-MD261 53,000 形CJ1W-MD231 31,500 

形C200H-MD115 形CS1W-MD261 53,000 形CJ1W-MD231 31,500 

形C200HS-INT01 形CS1W-INT01 40,000 形CJ1W-INT01 40,000 
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温度センサユニット、加熱冷却制御ユニット、データセッティングコンソール 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-TS002 形CS1W-PTS51 80,000 形CJ1W-PTS51 60,000 

形C200H-TV103 形CS1W-PTS52 80,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-TV102 形CS1W-PTS52 80,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-TV101 形CS1W-PTS52 80,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-TV003 形CS1W-PTS51 80,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-TV001 形CS1W-PTS51 80,000 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-DSC01 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

 
PID制御ユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-PID02 形CS1W-PDC11 120,000 形CJ1W-AD04U 60,000 

形C200H-PID01 形CS1W-PDC11 120,000 形CJ1W-AD04U 60,000 

 
カムポジショナユニット、位置制御ユニット、モーションコントロールユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-CP114 形3F88L-162 88,000 形CJ1W-CP120 84,000 

形C200H-NC211 形CS1W-NC213 100,000 形CJ1W-NC213 100,000 

形C200HW-NC413 形CS1W-NC413 150,000 形CJ1W-NC413 150,000 

形C200HW-NC213 形CS1W-NC213 100,000 形CJ1W-NC213 100,000 

形C200HW-NC113 形CS1W-NC113 70,000 形CJ1W-NC113 70,000 

形C200H-MC221 形CS1W-MC221-V1 200,000 形CJ1W-NC213 100,000 

 
上位リンクユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-LK202-V1 形CS1W-SCU31-V1 88,000 形CJ1W-SCU31-V1 54,000 

形C200H-LK101-PV1 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

 
B7Aインタフェースユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-B7AO1 形CS1W-B7A02 37,000 形CJ1W-B7A04 40,000 

形C200H-B7AI1 形CS1W-B7A12 37,000 形CJ1W-B7A14 40,000 

形C200H-B7A22 形CS1W-B7A22 50,000 形CJ1W-B7A22 40,000 

形C200H-B7A21 形CS1W-B7A21 37,000 形CJ1W-B7A22 40,000 

形C200H-B7A12 形CS1W-B7A12 37,000 形CJ1W-B7A14 40,000 

形C200H-B7A02 形CS1W-B7A02 37,000 形CJ1W-B7A04 40,000 
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SYSMAC LINKユニット、Controller Linkユニット、PCリンクユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HW-SLK24 形CS1W-SLK21 180,000 形CJ1W-EIP21 150,000 

形C200HW-SLK23 形CS1W-SLK21 180,000 形CJ1W-EIP21 150,000 

形C200HW-SLK14 形CS1W-CLK13 120,000 形CJ1W-EIP21 150,000 

形C200HW-SLK13 形CS1W-CLK13 120,000 形CJ1W-EIP21 150,000 

形C200HW-CLK21 形CS1W-CLK23 80,000 形CJ1W-CLK23 80,000 

形C200H-LK401 形CS1W-CLK23 80,000 形CJ1W-CLK23 80,000 

 
DeviceNetユニット、CompoBus/Sユニット、JPNC-1ユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HW-DRT21 形CS1W-DRM21-V1 70,000 形CJ1W-DRM21 70,000 

形C200HW-DRM21-V1 形CS1W-DRM21-V1 70,000 形CJ1W-DRM21 70,000 

形C200HW-SRM21-V1 形CS1W-SRM21 33,000 形CJ1W-SRM21 33,000 

形C200HW-JRM21 形CS1W-DRM21-V1 70,000 形CJ1W-DRM21 70,000 

 
IDセンサユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-IDS01-V1 形CS1W-V680C11 128,000 形CJ1W-V680C11 128,000 

 
ASCIIユニット 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200H-ASC31 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

形C200H-ASC21 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU41-V1 50,000 

形C200H-ASC02 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

 
メモリカセット、バス接続ユニット、データアクセスコンソール 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HS-MP16K 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200HS-ME16K 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-DAC01 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-CE002 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-CE001 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-ATT04 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

形C200H-CN115 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 
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形C200PCシリーズ 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200PC-ISA13-SRM-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA13-SRM 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA13-DRM-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA13-DRM 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA03-SRM-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA03-SRM 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA03-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA03-DRM-E 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA03-DRM 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-ISA03 形CS1G-CPU43H 100,000 形CJ2M-CPU13 85,000 

形C200PC-EXP01 推奨代替商品はありません。 --- 推奨代替商品はありません。 --- 

 
形3G2NLシリーズ 

生産終了予定商品 
形CS1シリーズ 形CJ2シリーズ 

推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3G2NL-DRM21 推奨代替商品はありません。 --- 形3G2NJ-CPU11 オープン価格 

形3G2NL-CPU02 推奨代替商品はありません。 --- 形3G2NJ-CPU11 オープン価格 

形3G2NL-CLK23 推奨代替商品はありません。 --- 形3G2NJ-CLK21 オープン価格 

形3G2NL-CLK22 推奨代替商品はありません。 --- 形3G2NJ-CLK21 オープン価格 

 
■推奨代替商品へのリプレースに関する詳細情報について 

推奨代替商品への置換えには、プログラムや配線の変更をともないます。 
当社Webサイト「PLCリプレースのおすすめ」（http://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/）にて、

置換えガイド、PLC置き換え機種選定ツールのダウンロードが可能です。ご活用ください。 
 
 
 
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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