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生産終了商品のお知らせ 
 

発行日 
2019 年 3 月 1 日 

  押ボタンスイッチ / 表示灯  No. 2019043C 

 
照光押ボタンスイッチ（角胴形） 形A3P白熱ランプシリーズ、表示灯（角胴形） 形M2P
白熱ランプシリーズ 生産終了のお知らせ 

 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 照光押ボタンスイッチ（角胴形）  照光押ボタンスイッチ（角胴形） 

 

形A3P白熱ランプシリーズ 

 

形A3P LEDシリーズまたは 
推奨代替商品なし 

表示灯（角胴形） 表示灯（角胴形） 

形M2P白熱ランプシリーズ 形M2P LEDシリーズまたは 
推奨代替商品なし 

 
■ 終受注年月 

2020年3月末 
 
■ 終出荷年月 

2020年6月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

・ランプの定格電圧がDCのみになるため、ACではご使用できません。＋－の極性があります。 
・ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味は変わります。 
・セット組み合わせ形式は、ご使用されている照光色に合わせてお選びください。 

 
■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A3P LEDシリーズ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ 

形M2P LED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 
生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-90A22-28 

形M2PJ-90A22-24EWW 3,300 

形M2PJ-90A22-24EWR 3,300 

形M2PJ-90A22-24EWG 3,300 

形M2PJ-90A22-24EWO 3,300 

形M2PJ-90A22-24ERR 3,300 

形M2PJ-90A22-24ERW 3,300 

形M2PJ-90A22-24ERG 3,300 

形M2PJ-90A22-24ERO 3,300 

形M2PJ-90A22-24EGG 3,300 

形M2PJ-90A22-24EGW 3,300 

形M2PJ-90A22-24EGR 3,300 

形M2PJ-90A22-24EGO 3,300 

形M2PJ-90A22-24EOO 3,300 

形M2PJ-90A22-24EOW 3,300 

形M2PJ-90A22-24EOR 3,300 

形M2PJ-90A22-24EOG 3,300 

形M2PJ-90A22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形M2PJ-90A21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形M2PJ-90A21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形M2PJ-90A12-14 

形M2PJ-90A12-12EW 3,300 

形M2PJ-90A12-12ER 3,300 

形M2PJ-90A12-12EG 3,300 

形M2PJ-90A12-12AA 3,200 

形M2PJ-90A12-12EO 3,300 

形M2PJ-90A12-06 

形M2PJ-90A12-05EW 3,300 

形M2PJ-90A12-05ER 3,300 

形M2PJ-90A12-05EG 3,300 

形M2PJ-90A12-05AA 3,200 

形M2PJ-90A12-05EO 3,300 

形M2PJ-90A11-14 

形M2PJ-90A11-12EW 3,300 

形M2PJ-90A11-12ER 3,300 

形M2PJ-90A11-12EG 3,300 

形M2PJ-90A11-12AA 3,200 

形M2PJ-90A11-12EO 3,300 

形M2PJ-90A11-06 

形M2PJ-90A11-05EW 3,300 

形M2PJ-90A11-05ER 3,300 

形M2PJ-90A11-05EG 3,300 

形M2PJ-90A11-05AA 3,200 

形M2PJ-90A11-05EO 3,300 

形M2PA-90A22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形M2PA-90A22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形M2PA-90A21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形M2PA-90A21-06 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M2PA-90A12-14 

形M2PA-90A12-12EW 2,650 

形M2PA-90A12-12ER 2,650 

形M2PA-90A12-12EG 2,650 

形M2PA-90A12-12AA 2,650 

形M2PA-90A12-12EO 2,650 

形M2PA-90A12-06 
形M2PA-90A12-05ER 2,650 

形M2PA-90A12-05AA 2,650 

形M2PA-90A11-14 

形M2PA-90A11-12EW 2,650 

形M2PA-90A11-12ER 2,650 

形M2PA-90A11-12EG 2,650 

形M2PA-90A11-12AA 2,650 

形M2PA-90A11-12EO 2,650 

形M2PA-90A11-06 

形M2PA-90A11-05EW 2,650 

形M2PA-90A11-05ER 2,650 

形M2PA-90A11-05EG 2,650 

形M2PA-90A11-05AA 2,650 

形M2PA-90A11-05EO 2,650 

形A3PT-90D12-14 
形A3PT-90D12-12CW 3,250 

形A3PT-90D12-12SA 3,100 

形A3PJ-90G22-28 

形A3PJ-90G22-24EWW 4,500 

形A3PJ-90G22-24EWG 4,500 

形A3PJ-90G22-24ERG 4,500 

形A3PJ-90G22-24ERO 4,500 

形A3PJ-90G22-24EGR 4,500 

形A3PJ-90G22-24EGO 4,500 

形A3PJ-90G22-24EOW 4,500 

形A3PJ-90G22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90G22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90G21-28 

形A3PJ-90G21-24EWW 4,500 

形A3PJ-90G21-24EWR 4,500 

形A3PJ-90G21-24EWG 4,500 

形A3PJ-90G21-24EWO 4,500 

形A3PJ-90G21-24ERR 4,500 

形A3PJ-90G21-24ERW 4,500 

形A3PJ-90G21-24ERG 4,500 

形A3PJ-90G21-24EGG 4,500 

形A3PJ-90G21-24EGW 4,500 

形A3PJ-90G21-24EGR 4,500 

形A3PJ-90G21-24EGO 4,500 

形A3PJ-90G21-24EOW 4,500 

形A3PJ-90G21-24EOG 4,500 

形A3PJ-90G21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90G21-06 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A3PJ-90G12-14 

形A3PJ-90G12-12EW 4,500 

形A3PJ-90G12-12ER 4,500 

形A3PJ-90G12-12EG 4,500 

形A3PJ-90G12-12AA 4,200 

形A3PJ-90G12-12EO 4,500 

形A3PJ-90G12-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90G11-14 

形A3PJ-90G11-12EW 4,500 

形A3PJ-90G11-12ER 4,500 

形A3PJ-90G11-12EG 4,500 

形A3PJ-90G11-12AA 4,200 

形A3PJ-90G11-12EO 4,500 

形A3PJ-90G11-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90E22-28 

形A3PJ-90E22-24EWW 4,250 

形A3PJ-90E22-24EWR 4,250 

形A3PJ-90E22-24EWG 4,250 

形A3PJ-90E22-24ERR 4,250 

形A3PJ-90E22-24ERW 4,250 

形A3PJ-90E22-24ERG 4,250 

形A3PJ-90E22-24EGG 4,250 

形A3PJ-90E22-24EGW 4,250 

形A3PJ-90E22-24EGR 4,250 

形A3PJ-90E22-24EGO 4,250 

形A3PJ-90E22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90E22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90E21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90E21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90E12-28 

形A3PJ-90E12-24EW 4,250 

形A3PJ-90E12-24ER 4,250 

形A3PJ-90E12-24EG 4,250 

形A3PJ-90E12-24AA 3,950 

形A3PJ-90E12-24EO 4,250 

形A3PJ-90E12-06 

形A3PJ-90E12-05EW 4,250 

形A3PJ-90E12-05ER 4,250 

形A3PJ-90E12-05EG 4,250 

形A3PJ-90E12-05AA 3,950 

形A3PJ-90E12-05EO 4,250 

形A3PJ-90E11-14 

形A3PJ-90E11-12EW 4,250 

形A3PJ-90E11-12ER 4,250 

形A3PJ-90E11-12EG 4,250 

形A3PJ-90E11-12AA 3,950 

形A3PJ-90E11-12EO 4,250 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90E11-06 

形A3PJ-90E11-05EW 4,250 

形A3PJ-90E11-05ER 4,250 

形A3PJ-90E11-05EG 4,250 

形A3PJ-90E11-05AA 3,950 

形A3PJ-90E11-05EO 4,250 

形A3PJ-90D22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90D22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90D21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90D21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90D12-14 

形A3PJ-90D12-12EW 4,400 

形A3PJ-90D12-12ER 4,400 

形A3PJ-90D12-12EG 4,400 

形A3PJ-90D12-12AA 4,300 

形A3PJ-90D12-12EO 4,400 

形A3PJ-90D12-06 

形A3PJ-90D12-05EW 4,400 

形A3PJ-90D12-05ER 4,400 

形A3PJ-90D12-05EG 4,400 

形A3PJ-90D12-05AA 4,300 

形A3PJ-90D11-14 

形A3PJ-90D11-12EW 4,400 

形A3PJ-90D11-12ER 4,400 

形A3PJ-90D11-12EG 4,400 

形A3PJ-90D11-12AA 4,300 

形A3PJ-90D11-12EO 4,400 

形A3PJ-90D11-06 

形A3PJ-90D11-05EW 4,400 

形A3PJ-90D11-05ER 4,400 

形A3PJ-90D11-05EG 4,400 

形A3PJ-90D11-05AA 4,300 

形A3PJ-90D11-05EO 4,400 

形A3PJ-90C22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90C22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90C21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90C21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90C12-14 

形A3PJ-90C12-12EW 4,250 

形A3PJ-90C12-12ER 4,250 

形A3PJ-90C12-12EG 4,250 

形A3PJ-90C12-12AA 4,200 

形A3PJ-90C12-12EO 4,250 

形A3PJ-90C12-06 

形A3PJ-90C12-05EW 4,250 

形A3PJ-90C12-05ER 4,250 

形A3PJ-90C12-05EG 4,250 

形A3PJ-90C12-05AA 4,200 

形A3PJ-90C12-05EO 4,250 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90C11-14 

形A3PJ-90C11-12EW 4,250 

形A3PJ-90C11-12ER 4,250 

形A3PJ-90C11-12EG 4,250 

形A3PJ-90C11-12AA 4,200 

形A3PJ-90C11-12EO 4,250 

形A3PJ-90B22-28 

形A3PJ-90B22-24EWW 4,200 

形A3PJ-90B22-24EWR 4,200 

形A3PJ-90B22-24EWG 4,200 

形A3PJ-90B22-24EWO 4,200 

形A3PJ-90B22-24ERR 4,200 

形A3PJ-90B22-24ERW 4,200 

形A3PJ-90B22-24ERG 4,200 

形A3PJ-90B22-24ERO 4,200 

形A3PJ-90B22-24EGG 4,200 

形A3PJ-90B22-24EGW 4,200 

形A3PJ-90B22-24EGR 4,200 

形A3PJ-90B22-24EGO 4,200 

形A3PJ-90B22-24EOO 4,200 

形A3PJ-90B22-24EOR 4,200 

形A3PJ-90B22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90B22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90B21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90B21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90B12-14 

形A3PJ-90B12-12EW 4,200 

形A3PJ-90B12-12ER 4,200 

形A3PJ-90B12-12EG 4,200 

形A3PJ-90B12-12AA 4,050 

形A3PJ-90B12-12EO 4,200 

形A3PJ-90B12-06 

形A3PJ-90B12-05EW 4,200 

形A3PJ-90B12-05ER 4,200 

形A3PJ-90B12-05EG 4,200 

形A3PJ-90B12-05AA 4,050 

形A3PJ-90B11-14 

形A3PJ-90B11-12EW 4,200 

形A3PJ-90B11-12ER 4,200 

形A3PJ-90B11-12EG 4,200 

形A3PJ-90B11-12AA 4,050 

形A3PJ-90B11-12EO 4,200 

形A3PJ-90B11-06 

形A3PJ-90B11-05EW 4,200 

形A3PJ-90B11-05EG 4,200 

形A3PJ-90B11-05AA 4,050 

形A3PJ-90B11-05EO 4,200 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90A22-28 

形A3PJ-90A22-24EWW 4,050 

形A3PJ-90A22-24EWR 4,050 

形A3PJ-90A22-24EWG 4,050 

形A3PJ-90A22-24EWO 4,050 

形A3PJ-90A22-24ERR 4,050 

形A3PJ-90A22-24ERW 4,050 

形A3PJ-90A22-24ERG 4,050 

形A3PJ-90A22-24ERO 4,050 

形A3PJ-90A22-24EGG 4,050 

形A3PJ-90A22-24EGW 4,050 

形A3PJ-90A22-24EGR 4,050 

形A3PJ-90A22-24EGO 4,050 

形A3PJ-90A22-24EOO 4,050 

形A3PJ-90A22-24EOW 4,050 

形A3PJ-90A22-24EOR 4,050 

形A3PJ-90A22-24EOG 4,050 

形A3PJ-90A22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90A22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90A21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90A21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90A12-14 

形A3PJ-90A12-12EW 4,050 

形A3PJ-90A12-12ER 4,050 

形A3PJ-90A12-12EG 4,050 

形A3PJ-90A12-12AA 3,950 

形A3PJ-90A12-12EO 4,050 

形A3PJ-90A12-06 

形A3PJ-90A12-05EW 4,050 

形A3PJ-90A12-05ER 4,050 

形A3PJ-90A12-05EG 4,050 

形A3PJ-90A12-05AA 3,950 

形A3PJ-90A12-05EO 4,050 

形A3PJ-90A11-14 

形A3PJ-90A11-12EW 4,050 

形A3PJ-90A11-12ER 4,050 

形A3PJ-90A11-12EG 4,050 

形A3PJ-90A11-12AA 3,950 

形A3PJ-90A11-12EO 4,050 

形A3PJ-90A11-06 

形A3PJ-90A11-05EW 4,050 

形A3PJ-90A11-05ER 4,050 

形A3PJ-90A11-05EG 4,050 

形A3PJ-90A11-05AA 3,950 

形A3PJ-90A11-05EO 4,050 

形A3PA-90G22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90G22-06 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A3PA-90G21-28 

形A3PA-90G21-24EWW 3,700 

形A3PA-90G21-24EWG 3,700 

形A3PA-90G21-24ERR 3,700 

形A3PA-90G21-24ERW 3,700 

形A3PA-90G21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90G21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90G12-28 

形A3PA-90G12-24EW 3,700 

形A3PA-90G12-24ER 3,700 

形A3PA-90G12-24EG 3,700 

形A3PA-90G12-24AA 3,300 

形A3PA-90G12-24EO 3,700 

形A3PA-90G12-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90G11-28 

形A3PA-90G11-24EW 3,700 

形A3PA-90G11-24ER 3,700 

形A3PA-90G11-24EG 3,700 

形A3PA-90G11-24AA 3,300 

形A3PA-90G11-24EO 3,700 

形A3PA-90G11-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E22-28 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E12-28 

形A3PA-90E12-24EW 3,400 

形A3PA-90E12-24ER 3,400 

形A3PA-90E12-24EG 3,400 

形A3PA-90E12-24AA 3,100 

形A3PA-90E12-24EO 3,400 

形A3PA-90E12-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E11-06 

形A3PA-90E11-05EW 3,400 

形A3PA-90E11-05ER 3,400 

形A3PA-90E11-05EG 3,400 

形A3PA-90E11-05AA 3,100 

形A3PA-90D22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90D22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90D21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90D21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90D12-14 

形A3PA-90D12-12EW 3,700 

形A3PA-90D12-12ER 3,700 

形A3PA-90D12-12EG 3,700 

形A3PA-90D12-12AA 3,400 

形A3PA-90D12-12EO 3,700 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90D11-14 

形A3PA-90D11-12EW 3,700 

形A3PA-90D11-12ER 3,700 

形A3PA-90D11-12EG 3,700 

形A3PA-90D11-12AA 3,400 

形A3PA-90D11-12EO 3,700 

形A3PA-90C22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90C22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90C21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90C21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90C12-14 

形A3PA-90C12-12EW 3,500 

形A3PA-90C12-12ER 3,500 

形A3PA-90C12-12EG 3,500 

形A3PA-90C12-12AA 3,300 

形A3PA-90C12-12EO 3,500 

形A3PA-90C12-06 

形A3PA-90C12-05EW 3,500 

形A3PA-90C12-05ER 3,500 

形A3PA-90C12-05EG 3,500 

形A3PA-90C12-05AA 3,300 

形A3PA-90C12-05EO 3,500 

形A3PA-90B22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90B22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90B21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90B21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90B12-14 

形A3PA-90B12-12EW 3,450 

形A3PA-90B12-12ER 3,450 

形A3PA-90B12-12EG 3,450 

形A3PA-90B12-12AA 3,200 

形A3PA-90B12-12EO 3,450 

形A3PA-90B12-06 形A3PA-90B12-05EW 3,450 

形A3PA-90B11-14 

形A3PA-90B11-12EW 3,450 

形A3PA-90B11-12ER 3,450 

形A3PA-90B11-12EG 3,450 

形A3PA-90B11-12AA 3,200 

形A3PA-90B11-12EO 3,450 

形A3PA-90B11-06 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A3PA-90A22-28 

形A3PA-90A22-24EWW 3,450 

形A3PA-90A22-24EWR 3,450 

形A3PA-90A22-24EWG 3,450 

形A3PA-90A22-24EWO 3,450 

形A3PA-90A22-24ERR 3,450 

形A3PA-90A22-24ERW 3,450 

形A3PA-90A22-24ERG 3,450 

形A3PA-90A22-24ERO 3,450 

形A3PA-90A22-24EGG 3,450 

形A3PA-90A22-24EGW 3,450 

形A3PA-90A22-24EGR 3,450 

形A3PA-90A22-24EGO 3,450 

形A3PA-90A22-24EOO 3,450 

形A3PA-90A22-24EOW 3,450 

形A3PA-90A22-24EOR 3,450 

形A3PA-90A22-24EOG 3,450 

形A3PA-90A22-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90A22-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90A21-28 

形A3PA-90A21-24EWW 3,450 

形A3PA-90A21-24EWR 3,450 

形A3PA-90A21-24EWG 3,450 

形A3PA-90A21-24EWO 3,450 

形A3PA-90A21-24ERR 3,450 

形A3PA-90A21-24ERW 3,450 

形A3PA-90A21-24ERG 3,450 

形A3PA-90A21-24ERO 3,450 

形A3PA-90A21-24EGG 3,450 

形A3PA-90A21-24EGW 3,450 

形A3PA-90A21-24EGR 3,450 

形A3PA-90A21-24EGO 3,450 

形A3PA-90A21-24EOO 3,450 

形A3PA-90A21-24EOW 3,450 

形A3PA-90A21-24EOR 3,450 

形A3PA-90A21-24EOG 3,450 

形A3PA-90A21-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90A21-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90A12-14 

形A3PA-90A12-12EW 3,450 

形A3PA-90A12-12ER 3,450 

形A3PA-90A12-12EG 3,450 

形A3PA-90A12-12AA 3,100 

形A3PA-90A12-12EO 3,450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90A12-06 

形A3PA-90A12-05EW 3,450 

形A3PA-90A12-05ER 3,450 

形A3PA-90A12-05EG 3,450 

形A3PA-90A12-05AA 3,100 

形A3PA-90A11-14 

形A3PA-90A11-12EW 3,450 

形A3PA-90A11-12ER 3,450 

形A3PA-90A11-12EG 3,450 

形A3PA-90A11-12AA 3,100 

形A3PA-90A11-12EO 3,450 

形A3PA-90A11-06 

形A3PA-90A11-05EW 3,450 

形A3PA-90A11-05ER 3,450 

形A3PA-90A11-05EG 3,450 

形A3PA-90A11-05AA 3,100 

形M2PT-90A12-28 

形M2PT-90A12-24CW 2,150 

形M2PT-90A12-24CR 2,150 

形M2PT-90A12-24CG 2,150 

形M2PT-90A12-24SA 2,100 

形M2PT-90A12-24CO 2,150 

形M2PT-5011 形M2PT-5021 510 

形M2PJ-90A21-28 

形M2PJ-90A21-24EWW 3,300 

形M2PJ-90A21-24EWR 3,300 

形M2PJ-90A21-24EWG 3,300 

形M2PJ-90A21-24EWO 3,300 

形M2PJ-90A21-24ERR 3,300 

形M2PJ-90A21-24ERW 3,300 

形M2PJ-90A21-24ERG 3,300 

形M2PJ-90A21-24ERO 3,300 

形M2PJ-90A21-24EGG 3,300 

形M2PJ-90A21-24EGW 3,300 

形M2PJ-90A21-24EGR 3,300 

形M2PJ-90A21-24EGO 3,300 

形M2PJ-90A21-24EOO 3,300 

形M2PJ-90A21-24EOW 3,300 

形M2PJ-90A21-24EOR 3,300 

形M2PJ-90A21-24EOG 3,300 

形M2PJ-90A12-28 

形M2PJ-90A12-24EW 3,300 

形M2PJ-90A12-24ER 3,300 

形M2PJ-90A12-24EG 3,300 

形M2PJ-90A12-24AA 3,200 

形M2PJ-90A12-24EO 3,300 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-90A11-28 

形M2PJ-90A11-24EW 3,300 

形M2PJ-90A11-24ER 3,300 

形M2PJ-90A11-24EG 3,300 

形M2PJ-90A11-24AA 3,200 

形M2PJ-90A11-24EO 3,300 

形M2PJ-5016 形M2PJ-5026 620 

形M2PJ-5015 形M2PJ-5025 620 

形M2PJ-5014 形M2PJ-5024 620 

形M2PJ-5013 形M2PJ-5023 525 

形M2PJ-5012 形M2PJ-5022 525 

形M2PJ-5011 形M2PJ-5021 525 

形M2PA-90A22-28 

形M2PA-90A22-24EWW 2,650 

形M2PA-90A22-24EWR 2,650 

形M2PA-90A22-24EWG 2,650 

形M2PA-90A22-24EWO 2,650 

形M2PA-90A22-24ERR 2,650 

形M2PA-90A22-24ERW 2,650 

形M2PA-90A22-24ERG 2,650 

形M2PA-90A22-24ERO 2,650 

形M2PA-90A22-24EGG 2,650 

形M2PA-90A22-24EGW 2,650 

形M2PA-90A22-24EGR 2,650 

形M2PA-90A22-24EGO 2,650 

形M2PA-90A22-24EOO 2,650 

形M2PA-90A22-24EOW 2,650 

形M2PA-90A22-24EOR 2,650 

形M2PA-90A22-24EOG 2,650 

形M2PA-90A21-28 

形M2PA-90A21-24EWW 2,650 

形M2PA-90A21-24EWR 2,650 

形M2PA-90A21-24EWG 2,650 

形M2PA-90A21-24EWO 2,650 

形M2PA-90A21-24ERR 2,650 

形M2PA-90A21-24ERW 2,650 

形M2PA-90A21-24ERG 2,650 

形M2PA-90A21-24ERO 2,650 

形M2PA-90A21-24EGG 2,650 

形M2PA-90A21-24EGW 2,650 

形M2PA-90A21-24EGR 2,650 

形M2PA-90A21-24EGO 2,650 

形M2PA-90A21-24EOO 2,650 

形M2PA-90A21-24EOW 2,650 

形M2PA-90A21-24EOR 2,650 

形M2PA-90A21-24EOG 2,650 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PA-90A12-28 

形M2PA-90A12-24EW 2,650 

形M2PA-90A12-24ER 2,650 

形M2PA-90A12-24EG 2,650 

形M2PA-90A12-24AA 2,650 

形M2PA-90A12-24EO 2,650 

形M2PA-90A11-28 

形M2PA-90A11-24EW 2,650 

形M2PA-90A11-24ER 2,650 

形M2PA-90A11-24EG 2,650 

形M2PA-90A11-24AA 2,650 

形M2PA-90A11-24EO 2,650 

形M2PA-5012 形M2PA-5022 525 

形M2PA-5011 形M2PA-5021 525 

形A3PT-90G12-28 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PT-90E12-28 

形A3PT-90E12-24CW 3,150 

形A3PT-90E12-24CR 3,150 

形A3PT-90E12-24CG 3,150 

形A3PT-90E12-24SA 2,750 

形A3PT-90E12-24CO 3,150 

形A3PT-90E12-14 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PT-90D12-28 

形A3PT-90D12-24CW 3,250 

形A3PT-90D12-24CR 3,250 

形A3PT-90D12-24CG 3,250 

形A3PT-90D12-24SA 3,100 

形A3PT-90D12-24CO 3,250 

形A3PT-90D12-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PT-90C12-28 

形A3PT-90C12-24CW 3,150 

形A3PT-90C12-24CR 3,150 

形A3PT-90C12-24CG 3,150 

形A3PT-90C12-24SA 2,950 

形A3PT-90C12-24CO 3,150 

形A3PT-90C12-14 

形A3PT-90C12-12CR 3,150 

形A3PT-90C12-12CG 3,150 

形A3PT-90C12-12SA 2,950 

形A3PT-90C12-12CO お問い合わせください。 

形A3PT-90C12-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PT-90B12-28 

形A3PT-90B12-24CW 3,100 

形A3PT-90B12-24CR 3,100 

形A3PT-90B12-24CG 3,100 

形A3PT-90B12-24SA 2,850 

形A3PT-90B12-24CO 3,100 

形A3PT-90B12-06 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A3PT-90A12-28 

形A3PT-90A12-24CW 2,950 

形A3PT-90A12-24CR 2,950 

形A3PT-90A12-24CG 2,950 

形A3PT-90A12-24SA 2,750 

形A3PT-90A12-24CO 2,950 

形A3PT-90A12-14 

形A3PT-90A12-12CW 2,950 

形A3PT-90A12-12CR 2,950 

形A3PT-90A12-12CG お問い合わせください。 

形A3PT-90A12-12SA 2,750 

形A3PT-90A12-12CO お問い合わせください。 

形A3PT-90A12-06 

形A3PT-90A12-05CW お問い合わせください。 

形A3PT-90A12-05CR 2,950 

形A3PT-90A12-05CG 2,950 

形A3PT-90A12-05SA 2,750 

形A3PT-5012 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PT-5011 形A3PT-5021 525 

形A3PJ-90G12-28 

形A3PJ-90G12-24EW 4,500 

形A3PJ-90G12-24ER 4,500 

形A3PJ-90G12-24EG 4,500 

形A3PJ-90G12-24AA 4,200 

形A3PJ-90G12-24EO 4,500 

形A3PJ-90G11-28 

形A3PJ-90G11-24EW 4,500 

形A3PJ-90G11-24ER 4,500 

形A3PJ-90G11-24EG 4,500 

形A3PJ-90G11-24AA 4,200 

形A3PJ-90G11-24EO 4,500 

形A3PJ-90E21-28 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-90E11-28 

形A3PJ-90E11-24EW 4,250 

形A3PJ-90E11-24ER 4,250 

形A3PJ-90E11-24EG 4,250 

形A3PJ-90E11-24AA 3,950 

形A3PJ-90E11-24EO 4,250 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90D22-28 

形A3PJ-90D22-24EWW 4,400 

形A3PJ-90D22-24EWR 4,400 

形A3PJ-90D22-24EWG 4,400 

形A3PJ-90D22-24EWO 4,400 

形A3PJ-90D22-24ERW 4,400 

形A3PJ-90D22-24ERG 4,400 

形A3PJ-90D22-24ERO 4,400 

形A3PJ-90D22-24EGG 4,400 

形A3PJ-90D22-24EGW 4,400 

形A3PJ-90D22-24EGR 4,400 

形A3PJ-90D22-24EGO 4,400 

形A3PJ-90D22-24EOO 4,400 

形A3PJ-90D22-24EOW 4,400 

形A3PJ-90D22-24EOR 4,400 

形A3PJ-90D22-24EOG 4,400 

形A3PJ-90D21-28 

形A3PJ-90D21-24EWW 4,400 

形A3PJ-90D21-24EWR 4,400 

形A3PJ-90D21-24EWG 4,400 

形A3PJ-90D21-24EWO 4,400 

形A3PJ-90D21-24ERR 4,400 

形A3PJ-90D21-24ERW 4,400 

形A3PJ-90D21-24ERG 4,400 

形A3PJ-90D21-24EGG 4,400 

形A3PJ-90D21-24EGW 4,400 

形A3PJ-90D21-24EGR 4,400 

形A3PJ-90D21-24EGO 4,400 

形A3PJ-90D21-24EOO 4,400 

形A3PJ-90D21-24EOG 4,400 

形A3PJ-90D12-28 

形A3PJ-90D12-24EW 4,400 

形A3PJ-90D12-24ER 4,400 

形A3PJ-90D12-24EG 4,400 

形A3PJ-90D12-24AA 4,300 

形A3PJ-90D12-24EO 4,400 

形A3PJ-90D11-28 

形A3PJ-90D11-24EW 4,400 

形A3PJ-90D11-24ER 4,400 

形A3PJ-90D11-24EG 4,400 

形A3PJ-90D11-24AA 4,300 

形A3PJ-90D11-24EO 4,400 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90C22-28 

形A3PJ-90C22-24EWW 4,250 

形A3PJ-90C22-24EWR 4,250 

形A3PJ-90C22-24EWG 4,250 

形A3PJ-90C22-24EWO 4,250 

形A3PJ-90C22-24ERR 4,250 

形A3PJ-90C22-24ERW 4,250 

形A3PJ-90C22-24ERG 4,250 

形A3PJ-90C22-24ERO 4,250 

形A3PJ-90C22-24EGG 4,250 

形A3PJ-90C22-24EGW 4,250 

形A3PJ-90C22-24EGR 4,250 

形A3PJ-90C22-24EGO 4,250 

形A3PJ-90C22-24EOO 4,250 

形A3PJ-90C22-24EOW 4,250 

形A3PJ-90C22-24EOR 4,250 

形A3PJ-90C22-24EOG 4,250 

形A3PJ-90C21-28 

形A3PJ-90C21-24EWW 4,250 

形A3PJ-90C21-24EWR 4,250 

形A3PJ-90C21-24EWG 4,250 

形A3PJ-90C21-24EWO 4,250 

形A3PJ-90C21-24ERR 4,250 

形A3PJ-90C21-24ERW 4,250 

形A3PJ-90C21-24ERG 4,250 

形A3PJ-90C21-24ERO 4,250 

形A3PJ-90C21-24EGG 4,250 

形A3PJ-90C21-24EGW 4,250 

形A3PJ-90C21-24EGR 4,250 

形A3PJ-90C21-24EGO 4,250 

形A3PJ-90C21-24EOO 4,250 

形A3PJ-90C21-24EOW 4,250 

形A3PJ-90C21-24EOR 4,250 

形A3PJ-90C21-24EOG 4,250 

形A3PJ-90C12-28 

形A3PJ-90C12-24EW 4,250 

形A3PJ-90C12-24ER 4,250 

形A3PJ-90C12-24EG 4,250 

形A3PJ-90C12-24AA 4,200 

形A3PJ-90C12-24EO 4,250 

形A3PJ-90C11-28 

形A3PJ-90C11-24EW 4,250 

形A3PJ-90C11-24ER 4,250 

形A3PJ-90C11-24EG 4,250 

形A3PJ-90C11-24AA 4,200 

形A3PJ-90C11-24EO 4,250 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90C11-06 

形A3PJ-90C11-05EW 4,250 

形A3PJ-90C11-05ER 4,250 

形A3PJ-90C11-05EG 4,250 

形A3PJ-90C11-05AA 4,200 

形A3PJ-90C11-05EO 4,250 

形A3PJ-90B21-28 

形A3PJ-90B21-24EWW 4,200 

形A3PJ-90B21-24EWR 4,200 

形A3PJ-90B21-24EWG 4,200 

形A3PJ-90B21-24EWO 4,200 

形A3PJ-90B21-24ERR 4,200 

形A3PJ-90B21-24ERW 4,200 

形A3PJ-90B21-24ERG 4,200 

形A3PJ-90B21-24ERO 4,200 

形A3PJ-90B21-24EGG 4,200 

形A3PJ-90B21-24EGW 4,200 

形A3PJ-90B21-24EGR 4,200 

形A3PJ-90B21-24EGO 4,200 

形A3PJ-90B21-24EOO 4,200 

形A3PJ-90B21-24EOW 4,200 

形A3PJ-90B21-24EOR 4,200 

形A3PJ-90B21-24EOG 4,200 

形A3PJ-90B12-28 

形A3PJ-90B12-24EW 4,200 

形A3PJ-90B12-24ER 4,200 

形A3PJ-90B12-24EG 4,200 

形A3PJ-90B12-24AA 4,050 

形A3PJ-90B12-24EO 4,200 

形A3PJ-90B11-28 

形A3PJ-90B11-24EW 4,200 

形A3PJ-90B11-24ER 4,200 

形A3PJ-90B11-24EG 4,200 

形A3PJ-90B11-24AA 4,050 

形A3PJ-90B11-24EO 4,200 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90A21-28 

形A3PJ-90A21-24EWW 4,050 

形A3PJ-90A21-24EWR 4,050 

形A3PJ-90A21-24EWG 4,050 

形A3PJ-90A21-24EWO 4,050 

形A3PJ-90A21-24ERR 4,050 

形A3PJ-90A21-24ERW 4,050 

形A3PJ-90A21-24ERG 4,050 

形A3PJ-90A21-24ERO 4,050 

形A3PJ-90A21-24EGG 4,050 

形A3PJ-90A21-24EGW 4,050 

形A3PJ-90A21-24EGR 4,050 

形A3PJ-90A21-24EGO 4,050 

形A3PJ-90A21-24EOO 4,050 

形A3PJ-90A21-24EOW 4,050 

形A3PJ-90A21-24EOR 4,050 

形A3PJ-90A21-24EOG 4,050 

形A3PJ-90A12-28 

形A3PJ-90A12-24EW 4,050 

形A3PJ-90A12-24ER 4,050 

形A3PJ-90A12-24EG 4,050 

形A3PJ-90A12-24AA 3,950 

形A3PJ-90A12-24EO 4,050 

形A3PJ-90A11-28 

形A3PJ-90A11-24EW 4,050 

形A3PJ-90A11-24ER 4,050 

形A3PJ-90A11-24EG 4,050 

形A3PJ-90A11-24AA 3,950 

形A3PJ-90A11-24EO 4,050 

形A3PJ-5166 形A3PJ-5366 お問い合わせください。 

形A3PJ-5165 形A3PJ-5365 お問い合わせください。 

形A3PJ-5163 形A3PJ-5363 お問い合わせください。 

形A3PJ-5162 形A3PJ-5362 お問い合わせください。 

形A3PJ-5161 形A3PJ-5361 お問い合わせください。 

形A3PJ-5136 形A3PJ-5336 お問い合わせください。 

形A3PJ-5134 形A3PJ-5334 お問い合わせください。 

形A3PJ-5133 形A3PJ-5333 お問い合わせください。 

形A3PJ-5132 形A3PJ-5332 お問い合わせください。 

形A3PJ-5131 形A3PJ-5331 お問い合わせください。 

形A3PJ-5126 形A3PJ-5326 40 

形A3PJ-5125 形A3PJ-5325 お問い合わせください。 

形A3PJ-5124 形A3PJ-5324 お問い合わせください。 

形A3PJ-5123 形A3PJ-5323 40 

形A3PJ-5122 形A3PJ-5322 40 

形A3PJ-5121 形A3PJ-5321 40 

形A3PJ-5106 形A3PJ-5306 52 

形A3PJ-5105 形A3PJ-5305 お問い合わせください。 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-5104 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PJ-5103 形A3PJ-5303 52 

形A3PJ-5102 形A3PJ-5302 52 

形A3PJ-5101 形A3PJ-5301 52 

形A3PJ-5016 形A3PJ-5026 620 

形A3PJ-5015 形A3PJ-5025 620 

形A3PJ-5014 形A3PJ-5024 620 

形A3PJ-5013 形A3PJ-5023 525 

形A3PJ-5012 形A3PJ-5022 525 

形A3PJ-5011 形A3PJ-5021 525 

形A3PJ-5010 形A3PJ-5020 320 

形A3PA-90G22-28 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E21-28 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E12-14 

形A3PA-90E12-12EW 3,400 

形A3PA-90E12-12ER 3,400 

形A3PA-90E12-12EG 3,400 

形A3PA-90E12-12AA 3,100 

形A3PA-90E12-12EO 3,400 

形A3PA-90E11-28 

形A3PA-90E11-24EW 3,400 

形A3PA-90E11-24ER 3,400 

形A3PA-90E11-24EG 3,400 

形A3PA-90E11-24AA 3,100 

形A3PA-90E11-24EO 3,400 

形A3PA-90D22-28 

形A3PA-90D22-24EWW 3,700 

形A3PA-90D22-24EWR 3,700 

形A3PA-90D22-24EWG 3,700 

形A3PA-90D22-24EWO 3,700 

形A3PA-90D22-24ERR 3,700 

形A3PA-90D22-24ERW 3,700 

形A3PA-90D22-24ERG 3,700 

形A3PA-90D22-24ERO 3,700 

形A3PA-90D22-24EGG 3,700 

形A3PA-90D22-24EGW 3,700 

形A3PA-90D22-24EGR 3,700 

形A3PA-90D22-24EGO 3,700 

形A3PA-90D22-24EOO 3,700 

形A3PA-90D22-24EOW 3,700 

形A3PA-90D22-24EOR 3,700 

形A3PA-90D22-24EOG 3,700 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90D21-28 

形A3PA-90D21-24EWW 3,700 

形A3PA-90D21-24EWR 3,700 

形A3PA-90D21-24EWG 3,700 

形A3PA-90D21-24EWO 3,700 

形A3PA-90D21-24ERR 3,700 

形A3PA-90D21-24ERW 3,700 

形A3PA-90D21-24ERG 3,700 

形A3PA-90D21-24ERO 3,700 

形A3PA-90D21-24EGG 3,700 

形A3PA-90D21-24EGW 3,700 

形A3PA-90D21-24EGR 3,700 

形A3PA-90D21-24EGO 3,700 

形A3PA-90D21-24EOO 3,700 

形A3PA-90D21-24EOW 3,700 

形A3PA-90D21-24EOR 3,700 

形A3PA-90D21-24EOG 3,700 

形A3PA-90D12-28 

形A3PA-90D12-24EW 3,700 

形A3PA-90D12-24ER 3,700 

形A3PA-90D12-24EG 3,700 

形A3PA-90D12-24AA 3,400 

形A3PA-90D12-24EO 3,700 

形A3PA-90D12-06 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90D11-28 

形A3PA-90D11-24EW 3,700 

形A3PA-90D11-24ER 3,700 

形A3PA-90D11-24EG 3,700 

形A3PA-90D11-24AA 3,400 

形A3PA-90D11-24EO 3,700 

形A3PA-90D11-06 

形A3PA-90D11-05EW 3,700 

形A3PA-90D11-05ER 3,700 

形A3PA-90D11-05EG 3,700 

形A3PA-90D11-05AA 3,400 

形A3PA-90D11-05EO 3,700 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90C22-28 

形A3PA-90C22-24EWW 3,500 

形A3PA-90C22-24EWR 3,500 

形A3PA-90C22-24EWG 3,500 

形A3PA-90C22-24EWO 3,500 

形A3PA-90C22-24ERR 3,500 

形A3PA-90C22-24ERW 3,500 

形A3PA-90C22-24ERG 3,500 

形A3PA-90C22-24ERO 3,500 

形A3PA-90C22-24EGG 3,500 

形A3PA-90C22-24EGW 3,500 

形A3PA-90C22-24EGR 3,500 

形A3PA-90C22-24EGO 3,500 

形A3PA-90C22-24EOO 3,500 

形A3PA-90C22-24EOW 3,500 

形A3PA-90C22-24EOR 3,500 

形A3PA-90C22-24EOG 3,500 

形A3PA-90C21-28 

形A3PA-90C21-24EWW 3,500 

形A3PA-90C21-24EWR 3,500 

形A3PA-90C21-24EWG 3,500 

形A3PA-90C21-24EWO 3,500 

形A3PA-90C21-24ERR 3,500 

形A3PA-90C21-24ERW 3,500 

形A3PA-90C21-24ERG 3,500 

形A3PA-90C21-24ERO 3,500 

形A3PA-90C21-24EGG 3,500 

形A3PA-90C21-24EGW 3,500 

形A3PA-90C21-24EGR 3,500 

形A3PA-90C21-24EGO 3,500 

形A3PA-90C21-24EOO 3,500 

形A3PA-90C21-24EOW 3,500 

形A3PA-90C21-24EOR 3,500 

形A3PA-90C21-24EOG 3,500 

形A3PA-90C12-28 

形A3PA-90C12-24EW 3,500 

形A3PA-90C12-24ER 3,500 

形A3PA-90C12-24EG 3,500 

形A3PA-90C12-24AA 3,300 

形A3PA-90C12-24EO 3,500 

形A3PA-90C11-28 

形A3PA-90C11-24EW 3,500 

形A3PA-90C11-24ER 3,500 

形A3PA-90C11-24EG 3,500 

形A3PA-90C11-24AA 3,300 

形A3PA-90C11-24EO 3,500 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90C11-14 

形A3PA-90C11-12EW 3,500 

形A3PA-90C11-12ER 3,500 

形A3PA-90C11-12EG 3,500 

形A3PA-90C11-12AA 3,300 

形A3PA-90C11-12EO 3,500 

形A3PA-90C11-06 

形A3PA-90C11-05EW 3,500 

形A3PA-90C11-05ER 3,500 

形A3PA-90C11-05EG 3,500 

形A3PA-90C11-05AA 3,300 

形A3PA-90B22-28 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90B21-28 

形A3PA-90B21-24EWW 3,450 

形A3PA-90B21-24EWR 3,450 

形A3PA-90B21-24EWG 3,450 

形A3PA-90B21-24EWO 3,450 

形A3PA-90B21-24ERR 3,450 

形A3PA-90B21-24ERW 3,450 

形A3PA-90B21-24ERG 3,450 

形A3PA-90B21-24ERO 3,450 

形A3PA-90B21-24EGG 3,450 

形A3PA-90B21-24EGW 3,450 

形A3PA-90B21-24EGR 3,450 

形A3PA-90B21-24EGO 3,450 

形A3PA-90B21-24EOO 3,450 

形A3PA-90B21-24EOW 3,450 

形A3PA-90B21-24EOR 3,450 

形A3PA-90B21-24EOG 3,450 

形A3PA-90B12-28 

形A3PA-90B12-24EW 3,450 

形A3PA-90B12-24ER 3,450 

形A3PA-90B12-24EG 3,450 

形A3PA-90B12-24AA 3,200 

形A3PA-90B12-24EO 3,450 

形A3PA-90B11-28 

形A3PA-90B11-24EW 3,450 

形A3PA-90B11-24ER 3,450 

形A3PA-90B11-24EG 3,450 

形A3PA-90B11-24AA 3,200 

形A3PA-90B11-24EO 3,450 

形A3PA-90A12-28 

形A3PA-90A12-24EW 3,450 

形A3PA-90A12-24ER 3,450 

形A3PA-90A12-24EG 3,450 

形A3PA-90A12-24AA 3,100 

形A3PA-90A12-24EO 3,450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90A11-28 

形A3PA-90A11-24EW 3,450 

形A3PA-90A11-24ER 3,450 

形A3PA-90A11-24EG 3,450 

形A3PA-90A11-24AA 3,100 

形A3PA-90A11-24EO 3,450 

形A3PA-5126 形A3PA-5326 40 

形A3PA-5124 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-5123 形A3PA-5323 40 

形A3PA-5122 形A3PA-5322 40 

形A3PA-5121 形A3PA-5321 40 

形A3PA-5106 形A3PA-5306 52 

形A3PA-5105 形A3PA-5305 52 

形A3PA-5104 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-5103 形A3PA-5303 52 

形A3PA-5102 形A3PA-5302 52 

形A3PA-5101 形A3PA-5301 52 

形A3PA-5012 形A3PA-5022 お問い合わせください。 

形A3PA-5011 形A3PA-5021 525 

 
■本体の色 

生産終了商品 
形A3Pシリーズ 

推奨代替商品 
形A3PシリーズLEDタイプ 

例：A3PJ-90A11-06 
黒色 
 
 
 

例：A3PJ-90A11-05EW 
黒色 
 

 
生産終了商品 

形M2Pシリーズ 
推奨代替商品 

形M2PシリーズLEDタイプ 

例：M2PJ-90A11-06 
黒色 
 

例：M2PJ-90A11-05ER 
黒色 
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■端子配置／配線接続 
生産終了商品 
形A3Pシリーズ 

長方形/形A3PJ、正方形/形A3PA 
全仕様印加電圧の極性なし 

推奨代替商品 
形A3PシリーズLEDタイプ 

長方形/形A3PJ、正方形/形A3PA 
印加電圧の極性あり 
端子裏面の極性に従って正しく接続ください。 
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■端子配置／配線接続 （つづき） 
生産終了商品 
形A3Pシリーズ 

推奨代替商品 
形A3PシリーズLEDタイプ 

丸形/形A3PT 
全仕様印加電圧の極性なし 

丸形/形A3PT 
印加電圧の極性あり 
端子裏面の極性に従って正しく接続ください。 

 
生産終了商品 

形M2Pシリーズ 

長方形/形M2PJ、正方形/形M2PA 
全仕様印加電圧の極性なし 

推奨代替商品 
形M2PシリーズLEDタイプ 

長方形/形M2PJ、正方形/形M2PA  
印加電圧の極性あり 
端子裏面の極性に従って正しく接続ください。 
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■端子配置／配線接続 （つづき） 
生産終了商品 

形M2Pシリーズ 
推奨代替商品 

形M2PシリーズLEDタイプ 

丸形/形M2PT 
全仕様印加電圧の極性なし 

丸形/形M2PT 
印加電圧の極性あり 
端子裏面の極性に従って正しく接続ください。 

 
■取付寸法 

生産終了商品 
形A3P、形M2Pシリーズ 

推奨代替商品 
形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ 

長方形/形A3PJ、形M2PJ 
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■取付寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形A3P、形M2Pシリーズ 
推奨代替商品 

形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ 

正方形/形A3PA、形M2PA 

丸形/形A3PT、形M2PT 
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■外形寸法 
生産終了商品 
形A3Pシリーズ 

推奨代替商品 
形A3PシリーズLEDタイプ 

長方形/形A3PJ 

正方形/形A3PA  

丸形/形A3PT  
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■外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形M2Pシリーズ 
推奨代替商品 

形M2PシリーズLEDタイプ 

長方形/形M2PJ 

正方形/形M2PA  

丸形/形M2PT  
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■定格／性能 
ランプ定格 

生産終了商品 
形A3P、形M2Pシリーズ 

推奨代替商品 
形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ 

セット組み合わせ形式 
長方形/形A3PJ、形M2PJ 
正方形/形A3PA、形M2PA 

 

セット組み合わせ形式 
長方形/形A3PJ、形M2PJ 
正方形/形A3PA、形M2PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
照光部無分割タイプの青色のみ 

 

セット組み合わせ形式 
丸形/形A3PT、形M2PT 

 

セット組み合わせ形式照光部2分割タイプ 
丸形/形A3PT、形M2PT 

 
■操作方法 
ランプの交換 

生産終了商品 
形A3P、形M2Pシリーズ 

推奨代替商品 
形A3P、形M2PシリーズLEDタイプ 

セット組み合わせ形式 
長方形/形A3PJ、形M2PJ 
正方形/形A3PA、形M2PA 
 
 
白熱ランプの交換可 

セット組み合わせ形式 
長方形/形A3PJ、形M2PJ 
正方形/形A3PA、形M2PA 
 
LEDを操作部に内蔵しているため交換不可 
但し、丸形は交換可 
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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。 

 


