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生産終了商品のお知らせ 
 

発行日 
2016 年 9 月 1 日 

  接続・省配線機器  No. 2016034C(2) 

 
I/Oリレーターミナル用コネクタケーブル 形G79シリーズ 生産終了のお知らせ 

 
≪お断りとお願い≫ 
2016年4月発行のプロダクトニュースNo. 2016034Cの 終受注年月に変更がありました。 
前回との変更点は、 終受注年月を2016年9月末⇒2017年3月末に変更です。 
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2016034C(2)（2016年9月1日発行）と差し替えをお願いいたします。 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 I/Oリレーターミナル用コネクタケーブル  コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル 

 形G79シリーズ 
 

形XW2Z-Rシリーズ 

 
■ 終受注年月 

2017年3月末 
 
■ 終出荷年月 

2017年4月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

・ 形G79-A□Cシリーズを形XW2Z-RA□シリーズで置き換える場合は本体色のみが異なります。 
・ 形G79-YEシリーズ、形G79-ES1シリーズ、形G79-B□Cシリーズ、形G79-I350C-350Sの推奨代替商品はありま

せん。 
・ その他の生産終了商品については推奨代替商品との相違点はありません。 

 
■生産終了商品との相違点 

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XW2Z-RY□Cシリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-RA□Cシリーズ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-R□Cシリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-R□□Cシリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-R□□-□-□シリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-R□□-□-D1シリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-R□□-□-D2シリーズ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
形XW2Z-R□□-MN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 

 
  

 

訂 正 再 発 行 
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■生産終了商品と推奨代替商品 
生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形G79-Y50C 形XW2Z-RY50C 4,650 
形G79-Y100C 形XW2Z-RY100C 4,750 
形G79-Y150C 形XW2Z-RY150C 5,450 
形G79-Y200C 形XW2Z-RY200C 6,350 
形G79-Y300C 形XW2Z-RY300C 6,650 
形G79-Y400C 形XW2Z-RY400C 7,650 
形G79-Y500C 形XW2Z-RY500C 8,550 
形G79-Y700C 形XW2Z-RY700C 10,300 
形G79-Y1000C 形XW2Z-RY1000C 15,500 
形G79-A200C 形XW2Z-RA200C 6,350 
形G79-A500C 形XW2Z-RA500C 8,550 
形G79-A800C 形XW2Z-RA800C オープン価格 
形G79-A1000C 形XW2Z-RA1000C オープン価格 
形G79-50C 形XW2Z-R50C 4,200 
形G79-100C 形XW2Z-R100C 4,300 
形G79-150C 形XW2Z-R150C 5,050 
形G79-200C 形XW2Z-R200C 5,250 
形G79-300C 形XW2Z-R300C 6,200 
形G79-500C 形XW2Z-R500C 8,150 
形G79-800C 形XW2Z-R800C オープン価格 
形G79-1000C 形XW2Z-R1000C オープン価格 
形G79-I100C-75 形XW2Z-RI100C-75 5,450 
形G79-I150C-100 形XW2Z-RI150C-100 5,450 
形G79-I150C-125 形XW2Z-RI150C-125 5,450 
形G79-I200C-175 形XW2Z-RI200C-175 6,000 
形G79-I300C-275 形XW2Z-RI300C-275 6,950 
形G79-I500C-475 形XW2Z-RI500C-475 8,900 
形G79-I1000C-975 形XW2Z-RI1000C-975 13,200 
形G79-O100C-75 形XW2Z-RO100C-75 5,450 
形G79-O150C-100 形XW2Z-RO150C-100 5,450 
形G79-O150C-125 形XW2Z-RO150C-125 5,450 
形G79-O200C-150 形XW2Z-RO200C-150 オープン価格 
形G79-O200C-175 形XW2Z-RO200C-175 6,000 
形G79-O300C-275 形XW2Z-RO300C-275 6,950 
形G79-O500C-475 形XW2Z-RO500C-475 8,900 
形G79-O1000C-975 形XW2Z-RO1000C-975 13,200 
形G79-150C-125-100 形XW2Z-R150C-125-100 8,050 
形G79-200C-175-150 形XW2Z-R200C-175-150 8,950 
形G79-300C-275-250 形XW2Z-R300C-275-250 10,800 
形G79-500C-475-450 形XW2Z-R500C-475-450 14,500 
形G79-1000C-975-950 形XW2Z-R1000C-975-950 23,500 
形G79-I25C 形XW2Z-RI25C 5,750 
形G79-I50C 形XW2Z-RI50C 6,900 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形G79-O25C 形XW2Z-RO25C 5,750 
形G79-O50C 形XW2Z-RO50C 6,900 
形G79-I50-25-D1 形XW2Z-RI50-25-D1 5,750 
形G79-I75-50-D1 形XW2Z-RI75-50-D1 6,150 
形G79-M50-25-D1 形XW2Z-RM50-25-D1 5,750 
形G79-M75-50-D1 形XW2Z-RM75-50-D1 6,150 
形G79-O50-25-D1 形XW2Z-RO50-25-D1 5,750 
形G79-O75-50-D1 形XW2Z-RO75-50-D1 6,150 
形G79-A200C-D1 形XW2Z-RA200C-D1 6,900 
形G79-A500C-D1 形XW2Z-RA500C-D1 9,450 
形G79-Y100C-D1 形XW2Z-RY100C-D1 7,050 
形G79-Y200C-D1 形XW2Z-RY200C-D1 7,800 
形G79-Y500C-D1 形XW2Z-RY500C-D1 10,400 
形G79-I50-25-D2 形XW2Z-RI50-25-D2 5,750 
形G79-I75-50-D2 形XW2Z-RI75-50-D2 6,150 
形G79-M50-25-D2 形XW2Z-RM50-25-D2 5,750 
形G79-M75-50-D2 形XW2Z-RM75-50-D2 6,150 
形G79-I100C-75-MN 形XW2Z-RI100C-75-MN 5,700 
形G79-I150C-125-MN 形XW2Z-RI150C-125-MN 5,700 
形G79-I175C-150-MN 形XW2Z-RI175C-150-MN オープン価格 
形G79-I200C-175-MN 形XW2Z-RI200C-175-MN 6,250 
形G79-I250C-225-MN 形XW2Z-RI250C-225-MN オープン価格 
形G79-I300C-275-MN 形XW2Z-RI300C-275-MN 7,300 
形G79-I500C-475-MN 形XW2Z-RI500C-475-MN 18,200 
形G79-I1000C-975-MN 形XW2Z-RI1000C-975-MN 13,900 
形G79-O100C-75-MN 形XW2Z-RO100C-75-MN 5,700 
形G79-O150C-75-MN 形XW2Z-RO150C-75-MN オープン価格 
形G79-O150C-100-MN 形XW2Z-RO150C-100-MN オープン価格 
形G79-O150C-125-MN 形XW2Z-RO150C-125-MN 5,700 
形G79-O175C-150-MN 形XW2Z-RO175C-150-MN オープン価格 
形G79-O200C-150-MN 形XW2Z-RO200C-150-MN オープン価格 
形G79-O200C-175-MN 形XW2Z-RO200C-175-MN 6,250 
形G79-O250C-175-MN 形XW2Z-RO250C-175-MN オープン価格 
形G79-O300C-175-MN 3M 形XW2Z-RO300C-175-MN オープン価格 
形G79-O300C-275-MN 形XW2Z-RO300C-275-MN 7,300 
形G79-O500C-475-MN 形XW2Z-RO500C-475-MN オープン価格 
形G79-O1000C-975-MN 形XW2Z-RO1000C-975-MN 13,900 
形G79-I350C-300-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-I350C-325-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-O100C-75-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-O200C-175-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-O250C-225-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-O300C-250-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-O350C-300-YE 推奨代替商品はありません。 － 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形G79-O400C-350-YE 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-200C-175-ES1 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-200C-ES1 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-I350C-350S 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-B200C 推奨代替商品はありません。 － 
形G79-B400C 推奨代替商品はありません。 － 

 
■本体の色 

生産終了商品 
形G79-A□Cシリーズ 

推奨代替商品 
形XW2Z-RA□Cシリーズ 

電線色：グレー 
 

 
 

電線色：ブラック 
 

 
 

 
 
 
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。 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Standard v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.247 841.833]
>> setpagedevice


