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生産終了商品のお知らせ 
 

発行日 
2020 年 3 月 2 日 

  押ボタンスイッチ / 表示灯  No. 2020055C 

 
照光押ボタンスイッチ（角胴形） 形A3P□-57□シリーズ 分割LED照光タイプ、 
形A3P□-90□シリーズ 分割 LED照光タイプ、 
表示灯（角胴形） 形M2P□-57□シリーズ 分割LED照光タイプ、 
形M2P□-90□シリーズ 分割LED照光タイプ 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□-57□シリーズ（操作部） 
分割LED照光タイプ 

 
 
 
 
 
 

形A3P□-90□シリーズ（セット） 
分割LED照光タイプ  

形A3P□-502□シリーズ（操作部） 
分割LEDランプ照光タイプ 

＋ 
形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ） 

＋ 
形A3P□-53□シリーズ（カラープレート） 

 
形A3P□-502□シリーズ（操作部） 

分割LEDランプ照光タイプ 
＋ 

形A3P□-7□シリーズ（スイッチ部） 
＋ 

形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ） 
＋ 

形A3P□-53□シリーズ（カラープレート） 
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 生産終了商品  推奨代替商品 
 表示灯（角胴形）  表示灯（角胴形） 

 

形M2P□-57□シリーズ（照光部） 
分割LED照光タイプ 

 
 
 
 
 
 

形M2P□-90□（セット） 
分割LED照光タイプシリーズ  

形M2P□-502□シリーズ（照光部） 
分割LEDランプ照光タイプ 

＋ 
形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ） 

＋ 
形A3P□-53□シリーズ（カラープレート） 

 
形M2P□-502□シリーズ（照光部） 

分割LEDランプ照光タイプ 
＋ 

形M2P□-7□シリーズ（本体部） 
＋ 

形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ） 
＋ 

形A3P□-53□シリーズ（カラープレート） 
 
■ 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 

LED照光タイプからLEDランプ照光仕様に変更されるため、ランプの色味は変わります。 
形A3PJ/M2PJシリーズの推奨代替品は、ランプ端子の配線を変更する必要があります。 
形A3PJ-□-Cの推奨代替品は、生産終了商品とランプ端子と極性が異なるため配線を変更する必要があります。 
推奨代替品はすべて単品形式となります。各単品を組合せてご使用ください。 
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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 

形A3P□-502□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ 
＋形A3P□-53□シリーズ 

◎ 〇 × ◎ ○ ◎ ○ 

形A3P□-502□シリーズ 
＋形A3P□-7□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ 
＋形A3P□-53□シリーズ 

◎ 〇 × ◎ ○ ◎ ○ 

形M2P□-502□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ 
＋形A3P□-53□シリーズ 

◎ 〇 × ◎ ○ ◎ ○ 

形M2P□-502□シリーズ 
＋形M2P□-7□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ 
＋形A3P□-53□シリーズ 

◎ 〇 × ◎ ○ ◎ ○ 

 
◎ ： 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M2PJ-90A22-24EGY 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5710-YY-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：2台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90G22-24EWW 
形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90G22-24EWG 

形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G22-24ERO 

形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G22-24ERG 

形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90G22-24EGR 

形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EWR 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24ERW 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EGR 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EGO 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24EWW 
形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24EWR 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24EWG 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24ERW 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24ERR 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90E22-24ERG 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90E22-24EGG 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90E21-24EOO 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90E21-24EGG 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90D21-24EWY 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90D21-24ERY 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90D21-24EGY 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90B21-24EGY 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90B21-24EGO 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EGG 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90A22-24EWY 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 

形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 

形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） 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-90A21-24ERY 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90A21-24EGY 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PA-90G21-24EWG 

形A3PA-7070-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90G21-24ERW 

形A3PA-7070-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90G21-24ERR 

形A3PA-7070-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-90G21-05EGG-K2 推奨代替商品はありません。 － 

形A3PA-90E22-24EWW 
形A3PA-7050-2（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90E22-24EWO 

形A3PA-7050-2（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E22-24ERG 

形A3PA-7050-2（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E22-24EGW 

形A3PA-7050-2（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E22-24EGR 

形A3PA-7050-2（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90E21-24ERO 

形A3PA-7050-1（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E21-24ERG 

形A3PA-7050-1（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E21-24EGG 

形A3PA-7050-1（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-90D22-24EWG 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EWO 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EWY 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5325（必要数：1台） 40 

形M2PJ-90A22-24EWW 
形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EWR 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EWO 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EWG 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24ERW 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-90A22-24ERR 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形M2PJ-90A22-24ERO 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24ERG 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EOW 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EOR 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EOO 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形M2PJ-90A22-24EOG 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EGW 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EGR 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EGO 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A22-24EGG 

形M2PJ-7010-2（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-90A21-24EWW 
形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EWR 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EWO 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EWG 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24ERW 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24ERR 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形M2PJ-90A21-24ERO 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24ERG 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EOW 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EOR 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EOO 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-90A21-24EOG 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EGW 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EGR 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EGO 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-90A21-24EGG 

形M2PJ-7010-1（必要数：1台） 775 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5795-GGGG-12E 
形M2PJ-5026（必要数：1台） 620 
形SLL-12EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5363（必要数：3台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5791-WWW-24E 
形M2PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-5791-WRR-12E 

形M2PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5362（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5791-OWG-24E 

形M2PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PJ-5791-GRR-24E 

形M2PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5362（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5786-24E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5332（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5773-24E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5333（必要数：1台） 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M2PJ-5772-24E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5772-12E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5766-12E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5763-24E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5763-12E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5762-24E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5362（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5751-24E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-5751-12E 
形M2PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-5746-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5746-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5746-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5743-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5743-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5742-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5742-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-5742-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5741-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5741-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5736-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5736-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5736-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5735-24E 

形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5733-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5733-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5733-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5732-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5732-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5732-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5731-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-5731-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5731-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5726-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5726-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5726-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5723-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5723-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5722-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5722-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5722-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形M2PJ-5721-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5721-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5721-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5716-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

  



 
 
 
 

14 
 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PJ-5716-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5716-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5715-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形M2PJ-5713-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5713-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5713-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5712-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5712-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5712-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PJ-5711-24E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-5711-12E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PJ-5711-05E 
形M2PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：4台） 450（単価） 

形M2PA-90A22-24EWW 
形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PA-90A22-24EWR 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24EWG 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PA-90A22-24ERR 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形M2PA-90A22-24ERO 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24ERG 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24EOR 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24EOO 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形M2PA-90A22-24EOG 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24EGR 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24EGO 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A22-24EGG 

形M2PA-7010-2（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形M2PA-90A21-24EWW 
形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PA-90A21-24EWR 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PA-90A21-24EWO 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EWG 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24ERW 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24ERR 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形M2PA-90A21-24ERO 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24ERG 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EOW 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EOR 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EOO 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形M2PA-90A21-24EOG 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EGW 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PA-90A21-24EGR 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EGO 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-90A21-24EGG 

形M2PA-7010-1（必要数：1台） 585 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形M2PA-5746-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形M2PA-5743-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-5742-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-5741-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-5736-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-5736-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-5736-05E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 
形SLL-05EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-5733-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形M2PA-5733-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形M2PA-5733-05E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PA-5732-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-5732-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-5731-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-5731-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-5731-05E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 
形SLL-05EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-5726-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-5726-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 

形M2PA-5723-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-5723-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-5722-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形M2PA-5722-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形M2PA-5721-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-5721-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 

形M2PA-5716-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形M2PA-5713-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-5713-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 

形M2PA-5712-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-5712-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 

形M2PA-5711-24E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PA-5711-12E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形M2PA-5711-05E 
形M2PA-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G22-24EOW 

形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G22-24EGO 

形A3PJ-7070-2（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EWW 
形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EWO 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EWG 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24ERR 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90G21-24ERG 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EOW 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EOG 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EGW 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90G21-24EGG 

形A3PJ-7070-1（必要数：1台） 2,000 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90E22-24EGW 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24EGR 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E22-24EGO 

形A3PJ-7050-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24EWW 
形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24EWR 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24ERG 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90E21-24EOR 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24EOG 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24EGW 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24EGR 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90E21-24EGO 

形A3PJ-7050-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EWW 
形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EWR 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EWO 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EWG 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24ERW 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24ERO 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90D22-24ERG 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EOW 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EOR 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EOO 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90D22-24EOG 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EGW 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EGR 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EGO 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D22-24EGG 

形A3PJ-7040-2（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90D21-24EWW 
形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EWR-C 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90D21-24EWR 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EWO 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EWG 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24ERW 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24ERR 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90D21-24ERG 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EOO 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90D21-24EOG 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EGW 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EGR 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90D21-24EGO 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90D21-24EGG 

形A3PJ-7040-1（必要数：1台） 1,880 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C22-24EWW 
形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EWR 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EWO 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EWG 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24ERW 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24ERR 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C22-24ERO 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24ERG 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EOW 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EOR 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90C22-24EOO 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C22-24EOG 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EGW 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EGR 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EGO 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C22-24EGG 

形A3PJ-7030-2（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C21-24EWW-C 
形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EWW 
形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EWR 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EWO 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EWG 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90C21-24ERY 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-90C21-24ERW 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24ERR 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C21-24ERO 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24ERG 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EOW 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EOR 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EOO 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C21-24EOG 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EGY 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） 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-90C21-24EGW 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EGR 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EGO 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90C21-24EGG 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90C21-05EWG 

形A3PJ-7030-1（必要数：1台） 1,750 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EWW 
形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EWR 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EWO 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EWG 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24ERW 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24ERR 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90B22-24ERO 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24ERG 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EOO 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90B22-24EGW 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EGR 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EGO 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B22-24EGG 

形A3PJ-7020-2（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90B21-24EWW 
形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EWR 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EWO 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EWG 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90B21-24ERW 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24ERR 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90B21-24ERO 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24ERG 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EOW 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EOR 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EOO 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90B21-24EOG 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EGW 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90B21-24EGR 

形A3PJ-7020-1（必要数：1台） 1,680 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EWW 
形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90A22-24EWR 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EWO 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EWG 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24ERW 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24ERR 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90A22-24ERO 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24ERG 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EOW 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EOR 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EOO 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90A22-24EOG 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90A22-24EGW 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EGR 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EGO 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A22-24EGG 

形A3PJ-7010-2（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90A21-24EWW 
形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EWR 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EWO 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EWG 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24ERW 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24ERR 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90A21-24ERO 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 

形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 

形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-90A21-24ERG 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EOW 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EOR 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EOO 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-90A21-24EOG 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EGW 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EGR 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EGO 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-90A21-24EGG 

形A3PJ-7010-1（必要数：1台） 1,550 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5791-WWW-24E 
形A3PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5791-WRG-24E 

形A3PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

  



 
 
 
 

33 
 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-5791-WRG-12E 

形A3PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 

形A3PJ-5791-WGR-24E 

形A3PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PJ-5791-GOR-24E 

形A3PJ-5024（必要数：1台） 620 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PJ-5776-24E 
形A3PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5761-24E 
形A3PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5753-24E 
形A3PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5751-24E-C 
形A3PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5751-24E 
形A3PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5751-12E 
形A3PJ-5023（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5746-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5746-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5746-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5326（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5743-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5743-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-5743-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5742-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5742-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5742-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5741-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5741-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5741-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5736-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5736-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5736-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5735-24E 

形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PJ-5325（必要数：1台） お問い合わせください。 

形A3PJ-5733-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5733-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5733-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5323（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-5732-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5732-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5732-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5731-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5731-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5731-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5726-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5726-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5726-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5723-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5723-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5723-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5722-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5722-12E 

形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-5722-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：4台） 450（単価） 
形A3PJ-5322（必要数：1台） 40 

形A3PJ-5721-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5721-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5721-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5716-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5716-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5716-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EY（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5713-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5713-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5713-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5712-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5712-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5712-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 

形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PJ-5711-24E-C 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5711-24E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-24EW（必要数：4台） 450（単価） 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PJ-5711-12E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-12EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PJ-5711-05E 
形A3PJ-5022（必要数：1台） 525 
形SLL-05EW（必要数：4台） 450（単価） 

形A3PA-90G22-24ERO 

形A3PA-7070-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90G22-24ERG 

形A3PA-7070-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90G21-24EWW 
形A3PA-7070-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90E22-24EGO 

形A3PA-7050-2（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E21-24EOG 

形A3PA-7050-1（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90E21-24EGO 

形A3PA-7050-1（必要数：1台） 1,360 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24EWW 
形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90D22-24EWR 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24ERW 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24ERO 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90D22-24ERG 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24EOW 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24EOG 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24EGW 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24EGR 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D22-24EGO 

形A3PA-7040-2（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EWW 
形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90D21-24EWR 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EWO 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EWG 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24ERW 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90D21-24ERG 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EOW 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EOR 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EOO 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形A3PA-90D21-24EOG 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EGW 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EGR 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EGO 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90D21-24EGG 

形A3PA-7040-1（必要数：1台） 1,650 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-90C22-24EWW 
形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90C22-24EWR 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90C22-24EWO 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24EWG 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24ERW 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24ERR 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-90C22-24ERO 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24ERG 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24EOW 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24EOO 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形A3PA-90C22-24EOG 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24EGW 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24EGR 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90C22-24EGO 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C22-24EGG 

形A3PA-7030-2（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-90C21-24EWW 
形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90C21-24EWR 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EWG 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24ERW 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24ERR 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-90C21-24ERO 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24ERG 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EOW 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EOR 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90C21-24EOO 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形A3PA-90C21-24EOG 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EGW 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EGR 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EGO 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90C21-24EGG 

形A3PA-7030-1（必要数：1台） 1,500 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-90B22-24EWW 
形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90B22-24EWR 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B22-24EWG 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B22-24ERG 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B22-24EOW 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90B22-24EOR 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B22-24EOG 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B22-24EGW 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B22-24EGR 

形A3PA-7020-2（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EWW 
形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90B21-24EWG 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24ERW 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24ERR 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-90B21-24ERO 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24ERG 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EOR 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90B21-24EOO 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形A3PA-90B21-24EOG 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EGW 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EGR 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EGO 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90B21-24EGG 

形A3PA-7020-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-90A22-24EWW 
形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90A22-24EWR 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EWO 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EWG 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24ERW 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

  



 
 
 
 

45 
 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90A22-24ERR 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-90A22-24ERO 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24ERG 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EOW 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EOR 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EOO 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形A3PA-90A22-24EOG 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EGW 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EGR 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EGO 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A22-24EGG 

形A3PA-7010-2（必要数：1台） 1,300 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 



 
 
 
 

46 
 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90A21-24EWW 
形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-90A21-24EWR 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EWO 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EWG 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24ERW 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24ERR 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-90A21-24ERO 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24ERG 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EOW 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EOR 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EOO 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-90A21-24EOG 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EGW 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EGR 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EGO 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-90A21-24EGG 

形A3PA-7010-1（必要数：1台） 1,420 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-5746-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5326（必要数：1台） 40 

形A3PA-5743-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5743-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5743-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EY（必要数：1台） 450 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5742-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5742-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5742-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EY（必要数：1台） 450 
形SLL-05ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5741-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-5736-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5736-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5736-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 
形SLL-05EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5735-12E 

形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 
形A3PA-5325（必要数：1台） 40 

形A3PA-5733-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-5733-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-5733-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EG（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5323（必要数：1台） 40 

形A3PA-5732-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5732-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5732-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 
形SLL-05ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5731-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-5731-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-5731-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 
形SLL-05EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-5726-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-5726-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5726-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05ER（必要数：1台） 450 
形SLL-05EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5723-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5723-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5723-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05ER（必要数：1台） 450 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5722-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-5722-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-5722-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05ER（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5322（必要数：1台） 40 

形A3PA-5721-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-5721-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-5721-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05ER（必要数：1台） 450 
形SLL-05EW（必要数：1台） 450 

形A3PA-5716-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5716-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 
形SLL-12EY（必要数：1台） 450 

形A3PA-5716-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EW（必要数：1台） 450 
形SLL-05EY（必要数：1台） 450 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形A3PA-5715-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 
形A3PA-5325（必要数：1台） 40 

形A3PA-5713-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5713-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 
形SLL-12EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5713-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EW（必要数：1台） 450 
形SLL-05EG（必要数：1台） 450 

形A3PA-5712-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：1台） 450 
形SLL-24ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5712-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EW（必要数：1台） 450 
形SLL-12ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5712-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EW（必要数：1台） 450 
形SLL-05ER（必要数：1台） 450 

形A3PA-5711-24E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-24EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-5711-12E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-12EW（必要数：2台） 450（単価） 

形A3PA-5711-05E 
形A3PA-5022（必要数：1台） お問い合わせください。 
形SLL-05EW（必要数：2台） 450（単価） 
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■端子配置／配線接続 
生産終了商品 

形A3PJ-57□シリーズ 
 

形A3PJ-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PJ-53□シリーズ 
形A3PJ-502□シリーズ＋形A3PJ-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PJ-53□シリーズ 
 ランプ端子の配線が変わります。 

 
生産終了商品 

形M2PJ-57□シリーズ 
 

形M2PJ-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形M2PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PJ-53□シリーズ 
形M2PJ-502□シリーズ＋形M2PJ-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PJ-53□シリーズ 
 ランプ端子の配線が変わります。 

 
生産終了商品 

形A3PJ-57□-Cシリーズ 
形A3PJ-90□-Cシリーズ 

 

推奨代替商品 
形A3PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 
形A3PJ-502□シリーズ＋形A3PJ-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ 
 ランプ端子の配線が変わります。 

ランプ端子の極性が変わります。 
端子裏面の極性に従って正しく接続ください。 

L2+ 

L1+ 

LC- 
L3+ 

L4+ 
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■外形寸法 
生産終了商品 

形A3PJ-57□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PJ-53□シリーズ 
 各ユニット（形A3PJ-502□＋形SLL-□E□ 

＋形A3PJ-53□）を組合せた場合の外形寸法は、生産終

了商品の形A3PJ-57□と同じとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
生産終了商品 

形A3PJ-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PJ-502□シリーズ＋形A3PJ-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PJ-53□シリーズ 
 各ユニット（形A3PJ-502□＋形A3PJ-7□ 

＋形SLL-□E□＋形A3PJ-53□）を組合せた場合の外形

寸法は、生産終了商品の形A3PJ-90□と同じとなります。 
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■外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形A3PA-57□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PA-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PA-53□シリーズ 
 各ユニット（形A3PA-502□＋形SLL-□E□ 

＋形A3PA-53□）を組合せた場合の外形寸法は、生産終

了商品の形A3PA-57□と同じとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
生産終了商品 

形A3PA-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PA-502□シリーズ＋形A3PA-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PA-53□シリーズ 
 各ユニット（形A3PA-502□＋形A3PA-7□ 

＋形SLL-□E□＋形A3PA-53□）を組合せた場合の外形

寸法は、生産終了商品の形A3PA-90□と同じとなります。 
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■外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形M2PJ-57□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形M2PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PJ-53□シリーズ 
 各ユニット（形M2PJ-502□＋形SLL-□E□ 

＋形A3PJ-53□）を組合せた場合の外形寸法は、生産終

了商品の形M2PJ-57□と同じとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
生産終了商品 

形M2PJ-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形M2PJ-502□シリーズ＋形M2PJ-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PJ-53□シリーズ 
 各ユニット（形M2PJ-502□＋形M2PJ-7□ 

＋形SLL-□E□＋形A3PJ-53□）を組合せた場合の外形

寸法は、生産終了商品の形M2PJ-90□と同じとなります。 
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■外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形M2PA-57□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形M2PA-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PA-53□シリーズ 
 各ユニット（形M2PA-502□＋形SLL-□E□ 

＋形A3PA-53□）を組合せた場合の外形寸法は、生産終

了商品の形M2PA-57□と同じとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
生産終了商品 

形M2PA-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形M2PA-502□シリーズ＋形M2PA-7□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PA-53□シリーズ 

 各ユニット（形M2PA-502□＋形M2PA-7□ 
＋形SLL-□E□＋形A3PA-53□）を組合せた場合の外形

寸法は、生産終了商品の形M2PA-90□と同じとなります。 
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■定格／性能 
ランプ定格 

生産終了商品 
形A3PJ-57□シリーズ 

 
形A3PJ-90□シリーズ 

 
 

形M2PJ-57□シリーズ 
 

形M2PJ-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PJ-53□シリーズ 
形A3PJ-502□シリーズ＋形A3PJ-7□シリーズ 

＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PJ-53□シリーズ 
 

形M2PJ-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 
＋形A3PJ-53□シリーズ 

形M2PJ-502□シリーズ＋形M2PJ-7□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PJ-53□シリーズ 

 

 

 
生産終了商品 

形A3PA-57□シリーズ 
 

形A3PA-90□シリーズ 
 
 

形M2PA-57□シリーズ 
 

形M2PA-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3PA-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PA-53□シリーズ 
形A3PA-502□シリーズ＋形A3PA-7□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PA53□シリーズ 

 
形M2PA-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ 

＋形A3PA-53□シリーズ 
形M2PA-502□シリーズ＋形M2PA-7□シリーズ 
＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3PA-53□シリーズ 

  

 
  

使用電圧 
定格 
電圧 

定格電流 

2分割 3分割 4分割 

DC5V±5% DC5V 40mA×2 - - 

DC12V±5% DC12V 20mA×2 15mA×3 15mA×3 
DC24V±5% DC24V 15mA×2 15mA×3 - 

使用電圧 
定格 
電圧 

定格電流 

2分割 3分割 4分割 
DC5V±5% DC5V 30mA×4 - - 

DC12V±5% DC12V 15mA×4 15mA×4 15mA×4 
DC24V±5% DC24V 12.5mA×4 12.5mA×4 - 

使用電圧 定格電圧 
定格電流 

2分割 
DC5V±5% DC5V 40mA×2 

DC12V±5% DC12V 20mA×2 
DC24V±5% DC24V 13mA×2 

 

使用電圧 定格電圧 
定格電流 

2分割 
DC5V±5% DC5V 30mA×2 

DC12V±5% DC12V 15mA×2 
DC24V±5% DC24V 12.5mA×2 
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■操作方法 
生産終了商品 

形A3P□-57□シリーズ 
 
 

推奨代替商品 
形A3P□-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3P□-53□シリーズ 

形A3P□-502□シリーズ（操作部）と形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）を組み合わせてご使用ください。 
形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）は、形A3PJ（長方形）の場合が4個、形A3PA（正方形）の場合が2個となります。 
形A3P□-502□シリーズ（操作部）にはカラープレート（白・赤・緑・橙）、彫刻版、しゃ光板が付属されていますので 
LED発光色に合わせ、組み合わせてご使用ください。 
LED発光色が黄色や同じ色の分割発光の場合は、追加で形A3P□-53□シリーズ（カラープレート）をご購入ください。 
 
 例）形A3PJ-5722-24Eの推奨代替商品の組合せ 
   形A3PJ-5022（1個）＋形SLL-24ER（4個）＋形A3PJ-5322（1個） 
 
 

 
  

形 A3P□-502□シリーズ 

（操作部） 

形 SLL-□E□シリーズ 

（LED ランプ） 

形 A3P□-53□シリーズ 

（カラープレート） 
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■操作方法 （つづき） 
生産終了商品 

形A3P□-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形A3P□502□シリーズ＋形A3P□-7□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3P□-53□シリーズ 

形A3P□-502□シリーズ（操作部）と形A3P□-7□シリーズ（スイッチ部）と形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）を組み合

わせてご使用ください。 
形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）は、形A3PJ（長方形）の場合が4個、形A3PA（正方形）の場合が2個となります。 
形A3P□-502□シリーズ（操作部）にはカラープレート（白・赤・緑・橙）、彫刻版、しゃ光板が付属されていますので 
LED発光色に合わせ、組み合わせてご使用ください。 
LED発光色が黄色や同じ色の分割発光の場合は、追加で形A3P□-53□シリーズ（カラープレート）をご購入ください。 
 
 例）形A3PJ-90A21-24ERRの推奨代替商品の組合せ 
   形A3PJ-5022（1個）＋形A3PJ-7010-1（1個）＋形SLL-24ER（4個）＋形A3PJ-5322（1個） 
 

 
 

 
  

形 A3P□-502□シリーズ 

（操作部） 

形 SLL-□E□シリーズ 

（LED ランプ） 

形 A3P□-53□シリーズ 

（カラープレート） 

形 A3P□-7□シリーズ 

（スイッチ部） 

＋ 
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■操作方法 （つづき） 
生産終了商品 

形M2P□-57□シリーズ 
 
 

推奨代替商品 
形M2P□-502□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3P□-53□シリーズ 

形M2P□-502□シリーズ（照光部）と形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）を組み合わせてご使用ください。 
形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）は、形M2PJ（長方形）の場合が4個、形M2PA（正方形）の場合が2個となります。 
形M2P□-502□シリーズ（照光部）にはカラープレート（白・赤・緑・橙）、彫刻版、しゃ光板が付属されていますので 
LED発光色に合わせ、組み合わせてご使用ください。 
LED発光色が黄色や同じ色の分割発光の場合は、追加で形A3P□-53□シリーズ（カラープレート）をご購入ください。 
 
 例）形M2PJ-5722-24Eの推奨代替商品の組合せ 
   形M2PJ-5022（1個）＋形SLL-24ER（4個）＋形A3PJ-5322（1個） 
 
 

 
  

形 M2P□-502□シリーズ 

（照光部） 

形 SLL-□E□シリーズ 

（LED ランプ） 

形 A3P□-53□シリーズ 

（カラープレート） 
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■操作方法 （つづき） 
生産終了商品 

形M2P□-90□シリーズ 
 

推奨代替商品 
形M2P□-502□シリーズ＋形M2P□-7□シリーズ＋形SLL-□E□シリーズ＋形A3P□-53□シリーズ 

形M2P□-502□シリーズ（照光部）と形M2P□-7□シリーズ（本体部）と形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）を組み合わ

せてご使用ください。 
形SLL-□E□シリーズ（LEDランプ）は、形M2PJ（長方形）の場合が4個、形M2PA（正方形）の場合が2個となります。 
形M2P□-502□シリーズ（照光部）にはカラープレート（白・赤・緑・橙）、彫刻版、しゃ光板が付属されていますので 
LED発光色に合わせ、組み合わせてご使用ください。 
LED発光色が黄色や同じ色の分割発光の場合は、追加で形A3P□-53□シリーズ（カラープレート）をご購入ください。 
 
 例）形M2PJ-90A21-24ERRの推奨代替商品の組合せ 
   形M2PJ-5022（1個）＋形M2PJ-7010-1（1個）＋形SLL-24ER（4個）＋形A3PJ-5322（1個） 
 

 
 

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。 
 

形 M2P□-502□シリーズ 

（照光部） 
 

形 SLL-□E□シリーズ 

（LED ランプ） 

形 A3P□-53□シリーズ 

（カラープレート） 

形 M2P□-7□シリーズ 

（本体部） 

＋ 


