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生産終了商品のお知らせ 
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2020 年 3 月 2 日 

  マイクロスイッチ、検出スイッチ、ドア／電源スイッチ  No. 2020039C(ON) 

 
以下商品の一部 生産終了のお知らせ 
マイクロスイッチ共通付属品 形VAL、形VAV、形CAA、形LEVER ASSY、形JAL、

検出スイッチ 形D2A、極超小形基本スイッチ 形D2FN、極超小形基本スイッチ  
形D2FS、軽トルク基本スイッチ 形D2MC、小形基本スイッチ 形D2MV、小形基本ス

イッチ 形D2RV、超小形基本スイッチ 形D2S、シール形超小形基本スイッチ  
形D2SW-P、ドア用小形電源スイッチ 形D2T、検出スイッチ 形D3C、小形ドアスイッ

チ 形D3D、超小形基本スイッチ 形D3M、基本スイッチ 形D3V、超小形基本スイッチ 
形SSN、超小形基本スイッチ 形SS-P、基本スイッチ 形VN、基本スイッチ 形VX 

 
 

 生産終了商品  推奨代替商品 
 マイクロスイッチ共通付属品   

 

形VAL 一部 
形VAV 一部 
形CAA 一部 
形LEVER ASSY 一部 
形JAL 一部 

 

推奨代替商品はありません。 

検出スイッチ 検出スイッチ 

形D2A 一部 形D2A または 
推奨代替商品はありません。 

極超小形基本スイッチ 極超小形基本スイッチ 

形D2FN 一部 形D2FN 
極超小形基本スイッチ 極超小形基本スイッチ 

形D2FS-FL3-N 形D2FS-FL-N 
軽トルク基本スイッチ 軽トルク基本スイッチ 

形D2MC 一部 形D2MC 
小形基本スイッチ 小形基本スイッチ 

形D2MV 一部 形D2MV または 
推奨代替商品はありません。 

小形基本スイッチ 小形基本スイッチ 

形D2RV 一部 形D2RV 
超小形基本スイッチ 超小形基本スイッチ 

形D2S 一部 形D2S または 
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 
 シール形超小形基本スイッチ  シール形超小形基本スイッチ 

 

形D2SW-P 一部 

 

形D2SW-P 
ドア用小形電源スイッチ ドア用小形電源スイッチ 

形D2T-L022T1S 
形D2T-LT1-1 . 

推奨代替商品はありません。 
形D2T-LT1 

検出スイッチ 検出スイッチ 

形D3C-1220-L1 形D3C-1220 
小形ドアスイッチ 小形ドアスイッチ 

形D3D-121-F 形D3D-121 
超小形基本スイッチ 超小形基本スイッチ 

形D3M 一部 形D3M または 
推奨代替商品はありません。 

基本スイッチ 基本スイッチ 

形D3V 一部 形D3V 
超小形基本スイッチ 超小形基本スイッチ 

形SSN 一部 形SSN または 
推奨代替商品はありません。 

超小形基本スイッチ 超小形基本スイッチ 

形SS-P 一部 形SS-P または 形SSN 
基本スイッチ 基本スイッチ 

形VN 一部 形VN または 
推奨代替商品はありません。 

基本スイッチ 基本スイッチ 

形VX 一部 形VX 
 
■ 終受注年月 

2021年3月末 
 
■ 終出荷年月 

2021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 

特になし 
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■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 

以下リストご参照 ◎ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◎ 

 
◎ ： 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 

 
■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VAL02-1 推奨代替商品はありません。   
形VAV2-2 推奨代替商品はありません。   
形CAA1-75 推奨代替商品はありません。   
形VAL-5 推奨代替商品はありません。   
形VAL-60 推奨代替商品はありません。   
形LEVER ASSY SG-L02 推奨代替商品はありません。   
形LEVER SG-L16 推奨代替商品はありません。   
形LEVER ASSY VG-K2A 推奨代替商品はありません。   
形JAL3 推奨代替商品はありません。   
形CAA3044M 推奨代替商品はありません。   
形D2A-1110 (A) 形D2A-1110 オープン価格 
形D2A-2210. 推奨代替商品はありません。   
形D2F-L(OP1) 形D2F-L オープン価格 
形D2F-L3-A(UL/CSA) 形D2F-L3-A オープン価格 
形D2F-01L170 形D2F-01L オープン価格 
形D2FS-FL3-N 形D2FS-FL-N オープン価格 
形D2MC-01E1-2 CAA3037 形D2MC-01E オープン価格 
形D2MC-01E1-2 CAA3030 形D2MC-01E オープン価格 
形D2MV-01-3C3-2 形D2MV-01-1C3 オープン価格 
形D2MV-01-1C2-12 形D2MV-01-1C3 オープン価格 
形D2MV-01L-3C3-2 形D2MV-01L-1C3 オープン価格 
形D2MV-1L-1C4 形D2MV-1L-1C3 オープン価格 
形D2MV-1LK-1C2 形D2MV-1L-1C3 オープン価格 
形D2MV-1L11-1C2 推奨代替商品はありません。   
形D2MV-01L13K-1C3 形D2MV-01L13-1C3 オープン価格 
形D2MV-1L13-1C4 形D2MV-1L13-1C3 オープン価格 
形D2MV-01-2C2 形D2MV-01-1C3 オープン価格 
形D2MV-01-1C1-11 形D2MV-01-1C3 オープン価格 
形D2MV-01L22-2C3 推奨代替商品はありません。   
形D2MV-01-3C3 形D2MV-01-1C3 オープン価格 
形D2MV-01L-3C2 形D2MV-01L-1C3 オープン価格 
形D2MV-01L111-3C3 形D2MV-01L111-1C3 オープン価格 
形D2MV-01L902-1C3 推奨代替商品はありません。   
形D2RV-E-1 形D2RV-E オープン価格 
形D2RV-L13E-1 形D2RV-L13 オープン価格 
形D2RV-L22G-1 形D2RV-L22G オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形D2S-01L111D 推奨代替商品はありません。   
形D2S-01L1321 推奨代替商品はありません。   
形D2S-5L111-FD 推奨代替商品はありません。   
形D2S-5L13(UL/CSA) 形D2S-5L13 オープン価格 
形D2S-01L13(UL/CSA) 形D2S-01L13 オープン価格 
形D2SW-P2L2B 形D2SW-P2L2D オープン価格 
形D2SW-P2L3B 形D2SW-P2L3D オープン価格 
形D2SW-P01B 形D2SW-P01D オープン価格 
形D2SW-P01L1B 形D2SW-P01L1D オープン価格 
形D2SW-P01L1-2M 形D2SW-P01L1M オープン価格 
形D2SW-P01L3-2M 形D2SW-P01L3M オープン価格 
形D2SW-P01L3-3M 形D2SW-P01L3M オープン価格 
形D2SW-P2L2H(S) 形D2SW-P2L2H オープン価格 
形D2T-L022T1S 推奨代替商品はありません。   
形D2T-LT1-1 . 形D2T-LT1 オープン価格 
形D3C-1220-L1 形D3C-1220 オープン価格 
形D3D-121-F 形D3D-121 オープン価格 
形D3M-01K1-3-5 形D3M-01K1-3 オープン価格 
形D3M-01L14-3-E(V) 推奨代替商品はありません。   
形D3M-01L1-3-5 形D3M-01L1-3 オープン価格 
形D3M-01K1-5 形D3M-01K1 オープン価格 
形D3M-01K3(V) 形D3M-01K3 オープン価格 
形D3M-01L14-5 推奨代替商品はありません。   
形D3M-01K1(V)WC 形D3M-01K1 オープン価格 
形D3V-012-2A3 形D3V-012-1A3 オープン価格 
形D3V-012-3A3 形D3V-012-1A3 オープン価格 
形D3V-014-2A3 形D3V-014-1A3 オープン価格 
形D3V-014-3C23 形D3V-014-1C23 オープン価格 
形D3V-015-2A3 形D3V-015-1A3 オープン価格 
形D3V-011M-1A3 形D3V-011-1A3 オープン価格 
形D3V-012M-1A3 形D3V-012-1A3 オープン価格 
形D3V-013M-1A3 形D3V-013-1A3 オープン価格 
形D3V-014M-1A3 形D3V-014-1A3 オープン価格 
形D3V-015M-1A3 形D3V-015-1A3 オープン価格 
形D3V-016M-1A3 形D3V-016-1A3 オープン価格 
形D3V-012K-1A3 形D3V-012-1A3 オープン価格 
形SS-10GL11 推奨代替商品はありません。   
形SS-5FL1317-3T(10E) 推奨代替商品はありません。   
形SS-5FL111-3D(10E) 形SS-5FL111-3 オープン価格 
形SS-5FL-3D(10E) 形SS-5FL111-3 オープン価格 
形SS-5-FD1 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL111D1 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL13D1 (ﾖｺ ﾀﾝｼ) 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL1111(10E) 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SS-5GL13D2 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL111D2 推奨代替商品はありません。   
形SS-5FL-3(10E) 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL14-F 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL14-FT 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL119 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL124 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL1112T 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL1375-2T 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL2-FT(VDE) 形SS-5GL2-FT オープン価格 
形SS-5GL13(10E) 形SS-5GL13 オープン価格 
形SS-5GL2T VDE 形SS-5GL2T オープン価格 
形SS-5-MF 形SS-5 オープン価格 
形SS-5GL4017 推奨代替商品はありません。   
形SS-5GL-4 形SS-5GL オープン価格 
形SS-01D1 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL1111T 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL111FD 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL1111-F 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL-F-T 形SS-01GL-T オープン価格 
形SS-01GL14 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL14-E 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL13D(R) 形SS-01GL13D オープン価格 
形SS-01GL111P. 形SS-01GL111 オープン価格 
形SS-01GL2 (S1) 形SS-01GL2 オープン価格 
形SS-01GL-R 形SS-01GL オープン価格 
形SS-01GL2 (122) 形SS-01GL2 オープン価格 
形SS-01GL0217D 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL11 (116) 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL3023 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL999 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GL3033T 推奨代替商品はありません。   
形SS-01GPB 形SS-01GPD オープン価格 
形SS-01GL111P 形SS-01GL111 オープン価格 
形SS-01GL30P 形SS-01GL13P オープン価格 
形V-10G-1A444 推奨代替商品はありません。   
形V-101-2A4-T 形V-101-1A4-T オープン価格 
形V-101-3A4-T 形V-101-1A4-T オープン価格 
形V-102-2A4-T 形V-102-1A4-T オープン価格 
形V-103-3A4-T 形V-103-1A4-T オープン価格 
形V-104-2A4-T 形V-104-1A4-T オープン価格 
形V-106-2A4-T 形V-106-1A4-T オープン価格 
形V-106-3A4-T 形V-106-1A4-T オープン価格 
形V-10-2C24-T 形V-104-1A4-T オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-10402-3A4 推奨代替商品はありません。   
形V-104-1E5 推奨代替商品はありません。   
形V-102-1A4-M 推奨代替商品はありません。   
形V-103-3A4 形V-103-1A4 オープン価格 
形V-104-2A4 形V-104-1A4 オープン価格 
形V-104-4A4 形V-104-1A4 オープン価格 
形V-105-4A4 形V-105-1A4 オープン価格 
形V-102-4A4-T 形V-102-1A4-T オープン価格 
形V-102-3A5 形V-102-1A5 オープン価格 
形V-106-2A5 形V-106-1A5 オープン価格 
形V-10-3C25 形V-10-1C25 オープン価格 
形V-101-1E5 形V-101-1A5 オープン価格 
形V-103-1C25-T 推奨代替商品はありません。   
形V-101-1A5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-101-1C24-T 推奨代替商品はありません。   
形V-101-1C4 推奨代替商品はありません。   
形V-101-1C4-T 推奨代替商品はありません。   
形V-101-1C5 推奨代替商品はありません。   
形V-101-2A4 形V-101-1A4 オープン価格 
形V-101-2A5 形V-101-1A5 オープン価格 
形V-101-2C25 形V-101-1C25 オープン価格 
形V-101-2C4 推奨代替商品はありません。   
形V-101-2C5 推奨代替商品はありません。   
形V-101-3A4 形V-101-1A4 オープン価格 
形V-101-3C4 推奨代替商品はありません。   
形V-101-3C5 推奨代替商品はありません。   
形V-102-1C4-T 推奨代替商品はありません。   
形V-102-1C5 推奨代替商品はありません。   
形V-102-1C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-102-2A4 形V-102-1A4 オープン価格 
形V-102-2C24 形V-102-1C24 オープン価格 
形V-102-2C25 形V-102-1C25 オープン価格 
形V-102-2C4 形V-102-1C4 オープン価格 
形V-102-2C5 推奨代替商品はありません。   
形V-102-3C4 形V-102-1C4 オープン価格 
形V-102-3C5 推奨代替商品はありません。   
形V-10-2C4 形V-10-1C4 オープン価格 
形V-103-1C4-T 推奨代替商品はありません。   
形V-103-2A5 形V-103-1A5 オープン価格 
形V-103-2C25 形V-103-1C25 オープン価格 
形V-103-2C4 形V-103-1C4 オープン価格 
形V-103-2C5 形V-103-1C5 オープン価格 
形V-103-3A5 形V-103-1A5 オープン価格 
形V-103-3C4 形V-103-1C4 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-103-3C5 形V-103-1C5 オープン価格 
形V-10-3C4 形V-10-1C4 オープン価格 
形V-104-1C4-T 推奨代替商品はありません。   
形V-104-1C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-104-2A5 形V-104-1A5 オープン価格 
形V-104-2C25 形V-104-1C25 オープン価格 
形V-104-2C4 形V-104-1C4 オープン価格 
形V-104-2C5 形V-104-1C5 オープン価格 
形V-104-3A4 形V-104-1A4 オープン価格 
形V-104-3A5 形V-104-1A5 オープン価格 
形V-104-3C4 形V-104-1C4 オープン価格 
形V-105-1C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-105-2C25 形V-105-1C25 オープン価格 
形V-105-3C25 形V-105-1C25 オープン価格 
形V-105-3C5 形V-105-1C5 オープン価格 
形V-106-1C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-106-2C25 形V-106-1C25 オープン価格 
形V-106-2C4 形V-106-1C4 オープン価格 
形V-106-2C5 形V-106-1C5 オープン価格 
形V-106-3C25 形V-106-1C25 オープン価格 
形V-106-3C4 形V-106-1C4 オープン価格 
形V-106-3C5 形V-106-1C5 オープン価格 
形V-111-3C24 形V-111-1C24 オープン価格 
形V-112-1C5 推奨代替商品はありません。   
形V-112-3C4 形V-112-1C4 オープン価格 
形V-111-2A4 形V-111-1A4 オープン価格 
形V-111-2C24 形V-111-1C24 オープン価格 
形V-111-2C4 形V-111-1C4 オープン価格 
形V-111-3C4 形V-111-1C4 オープン価格 
形V-112-2A5 推奨代替商品はありません。   
形V-112-2C25 推奨代替商品はありません。   
形V-112-2C4 形V-112-1C4 オープン価格 
形V-113-2A4 形V-113-1A4 オープン価格 
形V-113-2C24 形V-113-1C24 オープン価格 
形V-113-2C4 形V-113-1C4 オープン価格 
形V-113-3C24 形V-113-1C24 オープン価格 
形V-113-3C4 形V-113-1C4 オープン価格 
形V-114-2C24 形V-114-1C24 オープン価格 
形V-114-2C4 形V-114-1C4 オープン価格 
形V-114-3C4 形V-114-1C4 オープン価格 
形V-115-2A4 形V-115-1A4 オープン価格 
形V-115-2C4 形V-115-1C4 オープン価格 
形V-115-3C25 推奨代替商品はありません。   
形V-116-2A4 形V-116-1A4 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-116-2C24 形V-116-1C24 オープン価格 
形V-116-3C4 形V-116-1C4 オープン価格 
形V-151-2A5 形V-151-1A5 オープン価格 
形V-151-1A6-T 推奨代替商品はありません。   
形V-151-1C25-T 推奨代替商品はありません。   
形V-151-1C26-T 推奨代替商品はありません。   
形V-151-1C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-151-1C6-T 推奨代替商品はありません。   
形V-151-2A6 形V-151-1A6 オープン価格 
形V-151-2C25 形V-151-1C25 オープン価格 
形V-151-2C26 形V-151-1C26 オープン価格 
形V-151-2C5 形V-151-1C5 オープン価格 
形V-151-2C6 形V-151-1C6 オープン価格 
形V-151-3C5 形V-151-1C5 オープン価格 
形V-152-2A6 形V-152-1A6 オープン価格 
形V-152-2C25 形V-152-1C25 オープン価格 
形V-152-2C26 形V-152-1C26 オープン価格 
形V-152-2C5 形V-152-1C5 オープン価格 
形V-152-2C6 推奨代替商品はありません。   
形V-152-3C5 形V-152-1C5 オープン価格 
形V-152-3C6 推奨代替商品はありません。   
形V-15-2C5 形V-15-1C5 オープン価格 
形V-153-2A5 形V-153-1A5 オープン価格 
形V-153-2C5 形V-153-1C5 オープン価格 
形V-153-2C6 推奨代替商品はありません。   
形V-153-3C26 形V-153-1C26 オープン価格 
形V-154-1C6-T 推奨代替商品はありません。   
形V-154-2A6 形V-154-1A6 オープン価格 
形V-154-2C26 形V-154-1C26 オープン価格 
形V-154-2C5 推奨代替商品はありません。   
形V-154-2C6 推奨代替商品はありません。   
形V-154-3C26 形V-154-1C26 オープン価格 
形V-154-3C5 推奨代替商品はありません。   
形V-155-1C26-T 推奨代替商品はありません。   
形V-155-2A6 形V-155-1A6 オープン価格 
形V-155-2C26 形V-155-1C26 オープン価格 
形V-155-3A6 形V-155-1A6 オープン価格 
形V-155-3C25 形V-155-1C25 オープン価格 
形V-155-3C26 形V-155-1C26 オープン価格 
形V-156-2C25 形V-156-1C25 オープン価格 
形V-156-2C26 形V-156-1C26 オープン価格 
形V-156-2C6 推奨代替商品はありません。   
形V-156-3C26 形V-156-1C26 オープン価格 
形V-156-3C5 形V-156-1C5 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-156-3C6 推奨代替商品はありません。   
形V-15-1C4 形V-15-1C5 オープン価格 
形V-154-1C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-155-2C6 形V-155-1C6 オープン価格 
形V-153-1C24 形V-153-1C25 オープン価格 
形V-153-1C6 推奨代替商品はありません。   
形V-151-3C25 形V-151-1C25 オープン価格 
形V-154-2C25 形V-154-1C25 オープン価格 
形V-156-3C25 形V-156-1C25 オープン価格 
形V-155-3A5-T 形V-155-1A5-T オープン価格 
形V-1526-1A5 形V-156-1A5-T オープン価格 
形V-154-1C5 推奨代替商品はありません。   
形V-152-3A6 形V-152-1A6 オープン価格 
形V-15G-3C26 形V-15-1C26 オープン価格 
形V-152-3C26 形V-152-1C26 オープン価格 
形V-154-1E5 形V-154-1A5 オープン価格 
形V-154-1C6 推奨代替商品はありません。   
形V-151-3A6 形V-151-1A6 オープン価格 
形V-153-3A6 形V-153-1A6 オープン価格 
形V-156-1C6 推奨代替商品はありません。   
形V-152-1C6 推奨代替商品はありません。   
形V-15G-1C6 形V-15-1C6 オープン価格 
形V-155-3C6 形V-155-1C6 オープン価格 
形V-151-7A5 形V-151-1A5 オープン価格 
形V-153-7A5 形V-153-1A5 オープン価格 
形V-156-7A5 形V-156-1A5 オープン価格 
形V-154-2C5-T 推奨代替商品はありません。   
形V-151-2A5-T 形V-151-1A5-T オープン価格 
形V-154-3A5-T 形V-154-1A5-T オープン価格 
形V-155-2A5-T 形V-155-1A5-T オープン価格 
形V-156-2A5-T 形V-156-1A5-T オープン価格 
形V-15-2A4-T 形V-15-1A5-T オープン価格 
形V-161-1C4 推奨代替商品はありません。   
形V-161-1C5 推奨代替商品はありません。   
形V-161-2A5 形V-161-1A5 オープン価格 
形V-161-2C26 形V-161-1C26 オープン価格 
形V-161-2C5 推奨代替商品はありません。   
形V-161-2C6 形V-161-1C6 オープン価格 
形V-161-3C26 形V-161-1C26 オープン価格 
形V-161-3C6 形V-161-1C6 オープン価格 
形V-162-2A5 形V-162-1A5 オープン価格 
形V-162-2A6 形V-162-1A6 オープン価格 
形V-162-2C5 形V-162-1C5 オープン価格 
形V-162-2C6 形V-162-1C6 オープン価格 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形V-162-3A6 形V-162-1A6 オープン価格 
形V-162-3C26 形V-162-1C26 オープン価格 
形V-162-3C6 形V-162-1C6 オープン価格 
形V-162-4A5 形V-162-1A5 オープン価格 
形V-163-1A4(N) 形V-113-1A4 オープン価格 
形V-163-2C25 形V-163-1C25 オープン価格 
形V-163-2C26 形V-163-1C26 オープン価格 
形V-163-2C5 形V-163-1C5 オープン価格 
形V-163-2C6 形V-163-1C6 オープン価格 
形V-163-3A5 形V-163-1A5 オープン価格 
形V-163-3C6 形V-163-1C6 オープン価格 
形V-164-2A5 形V-164-1A5 オープン価格 
形V-164-2C25 形V-164-1C25 オープン価格 
形V-164-2C26 形V-164-1C26 オープン価格 
形V-164-2C5 形V-164-1C5 オープン価格 
形V-164-2C6 推奨代替商品はありません。   
形V-164-3C6 推奨代替商品はありません。   
形V-165-2C26 形V-165-1C26 オープン価格 
形V-165-2C5 形V-165-1C5 オープン価格 
形V-165-2C6 形V-165-1C6 オープン価格 
形V-166-2A6 形V-166-1A6 オープン価格 
形V-166-2C26 形V-166-1C26 オープン価格 
形V-166-2C6 推奨代替商品はありません。   
形V-166-3C6 推奨代替商品はありません。   
形V-166-4A5 形V-166-1A5 オープン価格 
形V-166-3C5 形V-166-1C5 オープン価格 
形V-164-1C4 形V-164-1C5 オープン価格 
形V-164-1C6 推奨代替商品はありません。   
形V-164-3C5 形V-164-1C5 オープン価格 
形V-211-2C6 形V-211-1C6 オープン価格 
形V-211-3C6 形V-211-1C6 オープン価格 
形V-215-2C6 形V-215-1C6 オープン価格 
形V-216-2C6 形V-216-1C6 オープン価格 
形V-216-3C6 形V-216-1C6 オープン価格 
形VX-015K-1A3 形VX-015-1A3 オープン価格 
形VX-51-1C22 形VX-51-1C23 オープン価格 
形VX-54K-1A2 形VX-54-1A3 オープン価格 
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