
    

    

 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー  No. M-160133 

 

プロダクト 
ニュース 

 

 

 

 

生産終了予定商品のお知らせ 
 

発行日 
2016 年 3 月 1 日 

  パワーサプライ（電源）  No. 2016032C 

 
パワーサプライ用オプション品 形S82Y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 

 

カバー 

 

推奨代替商品なし 

形S82Y-J01K 
形S82Y-J02K 
形S82Y-J05K 
形S82Y-J10K 
形S82Y-J100K 

端子カバー 

形S82Y-JTC2 

交換用ファン 

形S82Y-JFAN 
形S82Y-DFAN 

正面取りつけ金具 

形S82Y-J10F 

フィンガープロテクトカバー 

形S82Y-J008 

増設端子 

形S82Y-D60T 

並列運転用バー 

形S82Y-D30A 

DINレールワンタッチベース 

形S82Y-01N 
形S82Y-03N 
形S82Y-05N 
形S82Y-10N 

 
■生産終了予定時期 

2017年3月末 
  

 



 
 
 
 

2 

 

■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S82Y-J02K FOR S82J-25W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-J01K FOR S82J-10W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-JTC2 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-JFAN 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-J10K FOR S82J 100W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-J10F FOR S82J/S82W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-J100K 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-J05K FOR S82J-50W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-J008 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-DFAN 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-D60T FOR S82D 600W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-D30A FOR S82D 300W 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-10N 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-05N 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-03N 推奨代替商品はありません。 

形S82Y-01N 推奨代替商品はありません。 

 
■外形寸法 

生産終了予定商品 
形S82Y-J□□K 

形S82Y-J01K  ： 形S82J-10W用のカバーとなります。 
形S82Y-J02K  ： 形S82J-25W用のカバーとなります。 
形S82Y-J05K  ： 形S82J-50W用のカバーとなります。 
形S82Y-J10K  ： 形S82J-10024□用のカバーとなります。 
形S82Y-J100K： 形S82J-100W（5V/12V/15V）/150W用のカバーとなります。 

 
画像はありません。 

 
注） 電源本体の形S82Jは、2011年3月に生産終了しています。 

 
生産終了予定商品 
形S82Y-JTC2 

形S82J-100W(5V/12V/15V)/150W用の端子カバーとなります。 
 

画像はありません。 
 
注） 電源本体の形S82Jは、2011年3月に生産終了しています。 

 
生産終了予定商品 
形S82Y-□FAN 

形S82Y-JFAN  ： 形S82J-600W用の交換用ファンとなります。 
形S82Y-DFAN ： 形S82D用の交換用ファンとなります。 

 
画像はありません。 

 
注） 電源本体の形S82Jは、2011年3月に生産終了しています。 
注） 電源本体の形S82Dは、2007年3月に生産終了しています。 
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生産終了予定商品 
形S82Y-J10F 

形S82J-10024□、形S82W-102/103用の正面取りつけ金具となります。 

 
 

注） 電源本体の形S82Jは、2011年3月に生産終了しています。 
注） 電源本体の形S82Wは、2011年4月に生産終了しています。 

 
生産終了予定商品 

形S82Y-J008 

形S82J-15024D用のフィンガープロテクトカバーとなります。 
 

画像はありません。 
 
注） 電源本体の形S82Jは、2011年3月に生産終了しています。 

 
生産終了予定商品 
形S82Y-D60T 

形S82D-600W用の増設端子となります。 

 
 

注） 電源本体の形S82Dは、2007年3月に生産終了しています。 

 
生産終了予定商品 
形S82Y-D30A 

形S82D-300W用の並列運転用バーとなります。 
 

画像はありません。 
 
注） 電源本体の形S82Dは、2007年3月に生産終了しています。 
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生産終了予定商品 
形S82Y-□□N 

形S82Y-01N： 形S82J-10W用のDINレールワンタッチベースとなります。 
形S82Y-03N： 形S82J-25W用のDINレールワンタッチベースとなります。 
形S82Y-05N： 形S82J-50W、形S82R用のDINレールワンタッチベースとなります。 
形S82Y-10N： 形S82J-100W（5V/12V/15V）/150W用のDINレールワンタッチベースとなります。 

 

 
 

注） 電源本体の形S82Jは、2011年3月に生産終了しています。 
注） 電源本体の形S82Rは、2007年4月に生産終了しています。 

 
 
 
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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