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プログラマブルコントローラ 形C200Hシリーズ一部商品、形C200HWシリーズ一部

商品、形C200HSシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ 
 

 

 生産終了商品  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C200H/形C200HW/形C200HS 
シリーズ一部商品 
  

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 

 
■ 終受注年月 

2019年3月末 
 
■ 終出荷年月 

2019年6月末 
 
■修理対応終了年月 

2026年3月末 
なお、以下の形式は修理対応不可です。 
形C200H-ATT□□ 
形C200HW-ATT□□ 
形C200H-DIN02 
形C200HS-CN222 

 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

推奨代替商品 形CS1/形CJ2シリーズは、プログラムの変更や配線の変更が必要になります。 
 
■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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■生産終了商品と推奨代替商品 
C200H基本I/Oユニット、C200Hグループ2多点I/Oユニット 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-ID219 形CS1W-ID261 53,000 形CJ1W-ID261 52,000 

形C200H-ID218 形CS1W-ID231 32,000 形CJ1W-ID231 31,500 

形C200H-ID217 形CS1W-ID261 53,000 形CJ1W-ID261 52,000 

形C200H-ID216 形CS1W-ID231 32,000 形CJ1W-ID231 31,500 

形C200H-ID212 形CS1W-ID211 17,000 形CJ1W-ID211 17,000 

形C200H-ID211 形CS1W-ID211 17,000 形CJ1W-ID211 17,000 

形C200H-ID002 形CS1W-ID211 17,000 形CJ1W-ID211 17,000 

形C200H-ID001 形CS1W-ID211 17,000 形CJ1W-ID211 17,000 

形C200H-IA222 形CS1W-IA211 25,000 形CJ1W-IA201 20,000 

形C200H-IA221 形CS1W-IA211 25,000 形CJ1W-IA201 20,000 

形C200H-IA122 形CS1W-IA111 20,000 形CJ1W-IA111 20,000 

形C200H-IA121 形CS1W-IA111 20,000 形CJ1W-IA111 20,000 

形C200H-IM212 形CS1W-ID211 17,000 形CJ1W-ID211 17,000 

形C200H-IM211 形CS1W-ID211 17,000 形CJ1W-ID211 17,000 

形C200H-OD411 形CS1W-OD211 19,000 形CJ1W-OD211 19,000 

形C200H-OD219 形CS1W-OD261 53,000 形CJ1W-OD261 52,000 

形C200H-OD218 形CS1W-OD231 32,000 形CJ1W-OD231 31,500 

形C200H-OD217 形CS1W-OD212 27,000 形CJ1W-OD212 27,000 

形C200H-OD216 形CS1W-OD212 27,000 形CJ1W-OD212 27,000 

形C200H-OD213 形CS1W-OD211 19,000 形CJ1W-OD211 19,000 

形C200H-OD212 形CS1W-OD211 19,000 形CJ1W-OD211 19,000 

形C200H-OD211 形CS1W-OD211 19,000 形CJ1W-OD211 19,000 

形C200H-OC225 形CS1W-OC211 24,000 形CJ1W-OC211 24,000 

形C200H-OC224 形CS1W-OC201 18,000 形CJ1W-OC201 18,000 

形C200H-OC223 形CS1W-OC201 18,000 形CJ1W-OC201 18,000 

形C200H-OC222 形CS1W-OC211 24,000 形CJ1W-OC211 24,000 

形C200H-OC221 形CS1W-OC211 24,000 形CJ1W-OC211 24,000 

形C200H-OA224 形CS1W-OA211 32,000 形CJ1W-OA201 18,000 

形C200H-OA223 形CS1W-OA201 20,000 形CJ1W-OA201 18,000 

形C200H-OA122-E 形CS1W-OA201 20,000 形CJ1W-OA201 18,000 

形C200H-TM001 推奨代替商品はありません。 - 推奨代替商品はありません。 - 

 
アナログユニット 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-AD003 形CS1W-AD081-V1 98,000 形CJ1W-AD081-V1 98,000 

形C200H-DA004 形CS1W-DA08C 98,000 形CJ1W-DA08C 98,000 

形C200H-DA003 形CS1W-DA08V 98,000 形CJ1W-DA08V 98,000 

形C200H-MAD01 形CS1W-MAD44 118,000 形CJ1W-MAD42 83,000 
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温度センサユニット、温度調節ユニット、加熱冷却制御ユニット、PID制御ユニット 
生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-TS102 形CS1W-PTS52 80,000 形CJ1W-PTS52 60,000 

形C200H-TS101 形CS1W-PTS52 80,000 形CJ1W-PTS52 60,000 

形C200H-TS001 形CS1W-PTS51 80,000 形CJ1W-PTS51 60,000 

形C200H-TC103 形CS1W-PTS52 
と 
形CS1W-DA041 

80,000 

 
68,000 

形CJ1W-PTS52 
と 
形CJ1W-DA021 

60,000 
 

50,000 

形C200H-TC102 形CS1W-PTS52 
と 
形CS1W-OD211 

80,000 

 
19,000 

形CJ1W-TC103 65,000 

形C200H-TC101 形CS1W-PTS52 
と 
形CS1W-OD211 

80,000 

 
19,000 

形CJ1W-TC103 65,000 

形C200H-TC003 形CS1W-PTS51 
と 
形CS1W-DA041 

80,000 

 
68,000 

形CJ1W-PTS51 
と 
形CJ1W-DA021 

60,000 

 
50,000 

形C200H-TC002 形CS1W-PTS51 
と 
形CS1W-OD211 

80,000 

 
19,000 

形CJ1W-TC003 65,000 

形C200H-TC001 形CS1W-PTS51 
と 
形CS1W-OD211 

80,000 

 
19,000 

形CJ1W-TC003 65,000 

形C200H-TV002 形CS1W-PTS51 
と 
形CS1W-OD211 

80,000 

 
19,000 

形CJ1W-PTS51 
と 
形CJ1W-OD211 

60,000 

 
19,000 

形C200H-PID03 形CS1W-PDC01 
と 
形CS1W-DA041 

120,000 

 
68,000 

形CJ1W-PDC15 
と 
形CJ1W-DA021 

92,000 

 
50,000 

 
高速カウンタユニット 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-CT021 形CS1W-CT021 90,000 形CJ1W-CT021 85,000 

 
上位リンクユニット、ASCIIユニット 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-LK201-V1 形CS1W-SCU21-V1 
（またはCS1 CPUユニット内蔵ポ

ート） 

80,000 形CJ1W-SCU21-V1 
（またはCJ2 CPUユニット内蔵

ポート） 

48,000 

形C200H-ASC11 形CS1W-SCU21-V1 
（またはCS1 CPUユニット内蔵ポ

ート） 

80,000 形CJ1W-SCU21-V1 
（またはCJ2 CPUユニット内蔵

ポート） 

48,000 
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コミュニケーションボード 
生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200HW-COM06-V1 形CS1W-SCB41-V1 40,000 形CJ1W-SCU41-V1 50,000 

形C200HW-COM06-EV1 形CS1W-SCB41-V1 40,000 形CJ1W-SCU41-V1 50,000 

形C200HW-COM05-V1 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

形C200HW-COM05-EV1 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

形C200HW-COM04-V1 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

形C200HW-COM04-EV1 形CS1W-SCU21-V1 80,000 形CJ1W-SCU21-V1 48,000 

 
ベースユニット 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200HW-BC022 形CS1W-BC022 12,000 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BI101-V1 形CS1W-BI102 31,000 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BI081-V1 形CS1W-BI082 24,000 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BI051 形CS1W-BI052 17,500 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BI031 形CS1W-BI032 15,500 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BC101-V1 形CS1W-BC102 26,000 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BC081-V1 形CS1W-BC082 19,000 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BC051 形CS1W-BC052 13,000 推奨代替商品はありません。 - 

形C200HW-BC031 形CS1W-BC032 12,500 推奨代替商品はありません。 - 

 
ベースユニット絶縁板、固定金具 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200HW-ATT01 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C200HW-ATTA4 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C200HW-ATTA3 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C200HW-ATTA2 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C200HW-ATT84 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C200HW-ATT83 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C200HW-ATT82 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C200HW-ATT54 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C200HW-ATT53 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C200HW-ATT52 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C200HW-ATT34 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C200HW-ATT33 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C200HW-ATT32 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-ATTA3 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-ATTA1 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-ATT83 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-ATT81 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-ATT53 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-ATT51 推奨代替商品はありません。 - 推奨代替商品はありません。 - 



 
 
 
 

5 
 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-ATT33 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-ATT31 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-ATT03 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-ATT02 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-ATT01 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-CN222 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-DIN02 推奨代替商品はありません。 - 推奨代替商品はありません。 - 

 
ペリフェラルインタフェースユニット 

生産終了商品 形CS1シリーズ 推奨代替商品 形CJ2シリーズ 推奨代替商品 
形式／仕様 形式／仕様 標準価格 形式／仕様 標準価格 

形C200H-IP007 推奨代替商品はありません。 - 推奨代替商品はありません。 - 

 
■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。 

 


