生産終了予定商品のお知らせ
◎MR◎n
コンダクタ
2002年11月1日
●畠●・二
コンダクタ形LClD、形LClF、可逆コンダクタ形LC2D、直流操作形コンダクタ
形LPlD、形LP2D、補助リレー形CA2、形CA3、接点ブロック形LAL形LA8、
タイマブロック形LA2、形LA3、サーマルリレー形LR2D、形LA7D他テレメカ
商品生産終了のお知らせ
生産終了予定商品
テレメカ商品
⑳形LCtD他テレメカ商品
推奨代替商品
形J7Lシリーズ
形J7KLシリーズ他
他社相当品東芝シュネデール製
Tesysシリーズ
・
形J7Lシリーズ
形J7KLシリーズ
東芝シュネデール製
Tessシリーズ
本体外形i配線i取付/定格i動作操作
の色1寸法i接続{寸法i性能i特性方法
×・Ol×
×iOi
○:ほとんど変更ありません/相似性の高い変更
×:変更大
一:該当する仕様がありません
形LCユD
形LCユF
形LC2D
形LPID
形LP2D
形CA2
形CA3
形LAl
形LA8
形LA2
形LA3
形LR2D
形LA7D
形J7KNシリーズ
形J7Lシリーズ
形J7TLシiJ‑一ズ
形J7TKNシリーズ
*詳細は次ページを参照ください。
*形J7KNは個別対応となります。お問い合わせください。
*テレメカ社商品はニューモデルTesysシリーズに変更中ですので、2003年4月
以降より現行モデルは東芝シュネデールからも入手できなくなります。
*現状品の継続使用をご希望の場合は、東芝シェネデールエレクトリック(株)より
ご購入ください。。
オムロン株式会社営業統轄事業部
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●コンダクタ
形式
形式
形式
形LP2D12016EDDC48
形LC2D25016F7
形LPID1210BD
形LP2Dl2016KD
形LC2D120046K7AC100
形LPID650086FD
形LP2D1201BD
形LC2D65004L7
?'、形LClF115AC22050HZ
形LP2D1801BD
形LC2D18016B7
形LCIF225AC22050HZ
形LP2D25016BD
形LPIDO90ユBD
形LCIF150
形LP2Dl2016BD
形LPIDO910BD
・形LCIF225
形LP2DO9016BD
形LPIDI2004BD
形LCIF4004
形LP2DO901BD
形LPIDI20086FD
●,.' 、形LCIF6304
形LC2F185
形LPID12008BD
形LCIDO9016R7
形LC2DO901B7
形LPID1201BD
形LCIDO9016V7
形LC2D12016F7
、形LPID12106FD
形LCIDO901E7
形LC2D12016M7
形LPID12106MD
形LCIDO901F7
形LC2D1201F7
、形LPID1801BD
形LCIDO9106E7
形LC2D18016E7
形LPID18106ED
・.形LCIDOglO6R7
形LC2D1801F7
形LPlDl8106FDDCl10
形LCIDO9106U7.
形LC2D25004L7
形LPID18106GD
形LCIDO910B7
形LC2D2501F7
形LPID1810BD
形LCIDO9ユOU7
形LC2D4011F7
形LPID25004BD
形LCIDI20046F7
形LC2D40UK7
形LPID250086FD
形LCID12004L7
形LC2D4011L7
形LPID25016BD
形LCID120086G7
形LC2D65004M7
形LPID2501BD
形LCID12008K7
形LC2DO9016L7
形LPID25106FD
形LCID12016M7
形LC2DO9016K7
形LPID25106JD
「形LCID1201F7
形LC2DO9016B7
形LPID40004BD
形LCID12106G7
、形LC2DO901K7
形LPID5011FD
形LCID1210M7
形LC2DO901F7
形LPID65004BD
形LCID18016B7
形LC2D120エ6B7
形LPID800046JD
'∨、1形LCIDI8016F7
A'形LC2Dl2016L7
形LPID80004BD
..形LCID1801F7
形LC2D1201K7
P、"形LPID80004JDDCユ2
形LCIDI801M7
形LC2Dl8016L7
ン'形LPID80008BD
形LCID1801P7
形LC2D18016K7
形LPID8011BD
形LCID1810B7
形LC2D25016L7
形LPID8011ED
形LCID1810E7
、形LC2D5011K7
形LPID8011JD
形LCID250046D7
形LC2D6511L7
形LPID12106BD
形LCID250046E7AC48
形LC2D6511K7
形LPID]20086BD
形LCID25004F7
形LC2D8011L7
形LPID12016BD
形LCID25016E7
形LC2F115
形LPID18106BD
形LCID25016F7
形LC2F265
形LPIDユ8016BD
形LCID2501F7
形LC2D50116K7
形LPID25106BD
形LCID25106U7
形LC2D50116L7
、」形LPID250046BD
'、形LCID2510E7
形LC2D65116K7
形LPID4011BD
A̲.形LCID3201E7
形LC2D65116L7
形LPID40008BD
・一一・.一・.̲形LCID3210F7
形LC2D80116K7
形LPID5011BD
形LCID3210L7
形LC2D80116L7.、
形LPID5011ED
..形LCID3210M7
形LC2DO90ユL7
形LPID400086BD
・̲・一、.・..・一形LCID400046E7
形LC2D12016K7
形LPID40116BD
形LCID400046F7
・一一形LC2D80UK7
形LPID50116BD
形LCID400046U7
形LC2F185AC100/100‑110
.形LPID800046BD
形LCID40004E7
形LC2F185AC200/200‑220
形LPIDO9106BD
一.一..形LCID40004F7
形LC2F265ACIOO/100‑110、吟
形LPIDO9016BD
・・̲、・・.̲形LCID40004L7
形LC2F265AC200/200‑220
形LPID80116BD
形LCID40116M7
形LC2F115AC100/100‑110'
形LPID18106MD
… ・形LCID40116U7
形LC2F115AC200/200‑220
形LPユD12106ED
一'.̲.̲'
形LCID4011B7
形LC2D5011L7
形LPlD65008FDDC110
一形LCID4011E7
形LC2D25016K7∨
一一・.,,■. 形LPID12106JD
・
形LCID4011F7
一.一形LC2D1801K7、
形LPID250086BD
一形LCID4011U7
形LC2DO9016F7
一.形LPID25106ED
形LCID50116L7‑NE
2
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形式
形式
形式
形LCID50116M7
形LCID250086K7
形LCID651161(7‑T
形LCID5011B7
形LClD250086L7
形LClDl20086L7
形LCID5011E7
形LCID25016L7
.一形LClD18016K7
形LClD650C46E7
、形LCID25016K7
形LCID18016L7
形LCID65004E7
■≡・'.,'形LCID4011L7
一一形LClD250046L7
一.形LClD650086M7
形LClD4011K7
、形LCID25106F7
形LClD65008F7
形LCID40004K7
形LCIDO9016F7
形LCID65008M7
、Aン形LCID40008K7
、形LCID玉210K7
形LCID65008U7
形LCID5011K7
形LCID1201K7
形LCID65116E7
形LClD5011L7
一一形LCID1201L7
形LCID65116R7
形LCID6511K7
形LCID1810L7
形LCID65116U7
、形LCID6511L7
形LCID1801L7
形LCID6511B7
形LClD65004K7
形LCIDO9106G7
形LCID6511E7
形LCID8011L7
形LCユD120046K7
形LCID6511M7
形LCIF185
形LCID120046G7
形LClD6511P7
形LCIF1854
形LCID250046G7
形LCID6511Q7
形LClF265
形LCIDO9016L7‑NE
形LCID6511R7
形LCIF500
形LCIDO9106L7‑NE
形LCID6511U7
形LCIF630
、形LCID120086L7・NE
形LCID800046M7
形LCIF185AC100/100‑110
形LCID12106L7‑NE
形LCID80004K7
形LClF185AC200/200‑220
形LCID250086L7・NE
形LCID80004L7
形LClF185AC22050HZ
形LCID25016L7‑NE
形LCID80004M7
形LCID400046B7
形LCID25106K7‑NE
形LCID800086K7
形LCID4000461(7
形LCID25106L7‑NE
形LCID8GOO86L7
形LCID400046L7
形LCID18106B7
形LCID80008K7
形LCID4000861(7
形LCID12106M7
'形LCID80008L7
形LCID400086L7
形LCID8011K7
形LCID80116M7
形LClD40116B7
形LCID65008K7
形LCID9511F7
形LCID40116F7
一形LCID65008L7
形LCID9511L7
形LCID40116K7
形LCID650086K7
形LC2D3201B7
形LCID40116L7
形LCID650086L7
形LCIDO91C6K7
形LClD50116B7
形LCID2501K7
形LCIDO91C6L7
A形LCID50116F7
形LCID120046L7
形LCIDOglO6F7
形LClD50116K7
々形LCID12016F7
形LCIDOglO6B7
形LCID50U6L7
形LCID8011B7
形LCIDO910K7
形LCID650046K7
形LCID8011F7
一形LCIDO910L7
形LCID650046L7
形LCID18106F7
形LCIDO9016L7
形LCID65116B7
形LCID18106M7
形LClDO9016B7
..㊨皐一形LCID65116F7
A形LCID250086M7
形LClDO9011(7
形LClD65116K7
形LCID25016B7
形LCID12106K7
形LCID65116L7
、形LCIDOgmL7
形LCID12106L7
形LCID80116B7
形LCID1210L7
形LClD12106B7
形LCID80116F7
形LCID1801K7
形LCID12106F7
AA形LClD80U6K7
形LCID25106B7
形LCIDl20086K7
形LCID801]6L7
形LCIDO910F7
形LCID12016L7
形LCID25ユOK7
AA付形LCID250086F7
形LCID12016K7
形LClD2510L7
、・形LCID6511F7
形LCユD12016B7
形LCID2510F7
形LCID120086B7
形LCID18106L7
形LCIF115AC100ノユ00'110
形LClD40004B7
A形LClDl8106K7
形LCIF115AC200/200‑220
形LCIDO9016M7
形LClDl810K7
一一形LCID2510B7
'・・̲形LCID5011F7
形LCID25106K7
A形LClFl854AC100/100‑110
」・̲形LCIDO9016E7
形LClD25106L7
形LClF1854AC200/200‑220
.●■形LCID800046K7
形LCID2501L7
形LClF1854AC22050HZ
形LClF400
形LCID250046K7Nムケ
一.形LClFIl5
・・'一形LClD65004L7 .一一
形LClD250046F7
形LCID40116K7‑T
形LClDO9106M7
形LClD25004L7
,一形LClD50116K7‑T
形LClD25106M7
●コンダクタ
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●コンダクタ
形式
形LCID40004U7
形LCIDO910M7
形LCIDO901M7
、「有'形LCID1810M7
形LCID2510M7
形LCID250041(7
形LClD800046L7
形LCID25106E7
形LCID4011M7
,形LCID40116E7
形LCID9511M7
形LCID1210F7
形LCID1810F7
・形LCID40008L7
形LCID120086F7
形LCID120086M7
形LCID65116M7
4
●サーマルリレー
●補助リレー
形式
形式
形LR2D13026
'形LR2D13×6
形LR2D2353
形LR2D3363
形LR2D13056
A〜'形LR2Dl3066
、形LR2Dl3076
形LR2Dl3086
形LR2D13106
形LR2D13126
形LR2D13146
P形LR2D13166
形LR2D13216
形LR2D13226
形LR2D1303
▼形LR2D1304
形LR2D1305
形LR2D1306
形LR2D1307
形LR2D1308
形LR2D1312
形LR2D1314
形LR2D13036
形LR2D13046
形LR2D1310
形LR2D1316
形LR2D1321
形LR2D1322
'A形LR2D1301
形LR2D1302
形LR2D3359
形LR2D3355"
形LR2D3353
形LR2D23536
A形LR2Dl3016
形LR2D3361
形LR2D3357

形CA2DK226L7
.「'》門形CA2DK22B7
形CA2DN226R7
形CA2DN226×6
形CA2DN22L7
形CA2DN316B7
形CA2DN316F7
形CA2DN406E7
● 形CA3DN226FD
形CA3DN226GD
形CA3DN226KD
A形CA3DN316EDDC48
形CA3DN316MDDC220
∀'「形CA3DN406KD
形CA2DN22F7
形CA2DN31F7
形CA2DN31K7
"'形CA2DN226L7
形CA2DN226K7
形CA2DN316L7
形CA2DN316K7
形CA2DN406L7
形CA2DN406K7
形CA2DN406B7
'、形CA2DN406M7
'形CA2DN406F7
A形CA3DN226BD
AA形CA3DN226MD
形CA3DN316BD
形CA3DN406BD
形CA3DN406FD
形CA2DN40K7
形CA2DN40L7
形CA2DN40F7
形CA3DN40BD
形CA3DN31BD
形CA3DN22BD
形CA2DN31L7
形CA2DN226B7
形CA2DN226F7
形CA2DN316M7
形CA2DN226M7
形CA2DN22K7
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ワ
名称
形式
名称 形式
35mm幅レール
形AM1‑DL200(200CM)
コイル 形LX1‑FF1106AC100/110‑110;
'75mm幅レール
、形AM1‑DP200(200CM〕
一,、一コイル1 形LX1‑FF2206AC200/200‑220LL
レール1形AMIEA200
コイル 、形LX1‑FLIlOAC110
コンダクタ固定板
'形AX2‑DLOIDOgD12
A 一コイル形LX1‑FG1106AC100/100'110:
コンダクタ固定板
形AX2‑DLO2D16D25
コイル1形LXI‑FGIIOAC1]050HZ
インターロックユニット .形LA9‑FF970
一:コイルi形LX1‑FG2206AC200/200‑2201
インターロックユニット 形LA9‑FF976
コイル 形LX1‑FG220AC22050HZ
インターロックユニット 形LA9‑FG970
コイルi形LX1‑FH2206AC200/200・220;
インターロックユニット 形LA9‑DO9978
=コイルi形LX1‑FK200AC200
コイル 形LXID2B7AC2450/60HZ
'コイル1形LX1・FK380AC380‑400
コイルi 形LXID2F7ACI1050/60HZ
ピi補助接点ブロック形LAIDC22
コイル;形LXID2G7AC12050/60HZ
補助接点ブロック
形LAIDM3
コイル 形LXID2K7AC10050/60HZ
補助接点ブロック
形LAID]N31
コイル 形LXID2L7AC20050/60HZ
補助接点ブロック
̲̲巴LAIDN316
コイル!形LXID4B7AC2450/60HZ
タイマモジュール1形LA2DTO
コイル '形LXID4F7ACユ1050/60HZ
̀タイマモジュール1形LA2DT4・
コイル 形LXID4G7ACI2050/60HZ
タイマモジュール
.・i形LA2DT46
コイル 形LXlD4K7AC10050/60HZ
RCモジュール
形LA4DAIE
コイル 形LXID4L7AC20050/60HZ
バリスタモジュール
形LA4DEIE
コイル 形LXID6B7AC2450/60HZ
バリスタモジュール
…形LA4DEIU
コイル 形LXlD6F7ACHO50/60HZ
リレーインターフェースモジュールi形LA4DFB
コイル 形LXID6K7AC10050/60}IZ
ストップボタン 形LA7D901
コイル 一形LXID6L7AC20050/60HZ
可逆用ケーブル1形LAgD8069]
コイル
形LX4D2BDDC24
補助接点ブロック{形LAIDNO464NC
コイル 形LXID2E7AC4850/60HZ
補助接点ブロック
形LAIDNH61NOINC
コイル1形LXID2M7AC22・5・/6・HZ
補助接点ブロック
1形LAIDN136
コイル1形LXID4E7
補助接点ブロック
形LAIDN2062NO
コイルi形LX工D4M7AC22050/60HZ
補助接点ブロック
形LAIDN226
1コイルi形LXID6E7
補助接点ブロック
形LAIDN406
1コイル・形LXID6M7AC22050/60HZ
補助接点ブロック
形LAIDN11
一コイル
形LXID6U7AC24050/60HZ
補助接点ブロック
A形LAIDN22
コイル 一形LX4D2EDDC48
補助接点ブロック
形LAIDN40
コイル 形LX4D2FDDC110
補助接点ブロック
形LAIDNO4
コイル 形LX4D2JDDC12
補助接点ブロック
形LAIDN20
コイル 形LX4D2KDDC100
補助接点ブロック
形LAIDN10
コイル 形LX4D4BDDC24
補助接点ブロック
形LAIDNO2
コイル 形LX4D4FDDCユ10
.̲タイマモジュール形LA2DTO6
コイル i形LX4D4JDDC12
タイマモジュール
/形LA2DT26
コイル −i形LX4D6BDDC24
タイマモジュール
一形LA2DT2
コイル 一一形LX4D6EDDC48
タイマモジュール
i形LA3DRO6
r'コイル1形LX4D6FDDC1101
タイマモジュール
形LA3DR4
インターロックユニット 1形LA9.D50978
タイマモジュール≡≡≡ 形LA3DR46
一インターロックユニット
●●一形LA9‑D80978
タイマモジュール
・形LA3DR26
カバー 形LA9‑F702
、一タイマモジ.ユール 形LA3DRO
コイル 形LXIFH1002AC100/40・400HZ
タイマモジュール
形LA3DR2
コイル ・一形LXIFHl102AC1ユ0/40‑400HZ
∨CRモジュール 1形LA4DAIG
コイル −i形LXIFHllO62AClOO‑UO/40‑:
,CRモジュール形LA4DA2G
コイル'形LXIFH2002AC200/40‑40011Zl
.ダイオードモジュールi形LA4DCIU
'コイル1形LXIFH2202AC220/40‑400HZ
{・ダイオードモジュール形LA4DC3U
一.コイルi形LXIFH22062AC200.220/40.:
CRモジュール
形LA4DAIU
コイルi形LXIFH3802AC380‑415/40‑4;
・CRモジュール
コイ・レ1形LX1田100AC100
サーマルリレー取り付けユニット 形LA4DA2U、形LA7DlO64
コイルi形LXIFJ110AC110
、̲サーマル1ルー取り付けユニット形LA7D3064
コイル 形1.X1‑FJ200AC200
補助接点ブロック
「一一=一ーーーーーーi形LA8DN206
コイル 形LX1'FJ220AC220
一補助接点ブロック
形LA8DNIl6
コイルi形LXI'FL220AC220
補助接点ブロック
形LA8DN11
コイルi形LX4FLユ00DC100̀
補助接点プロツク
形LA8DN20
●アクセサリ
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●コンダクタ
生産終了予定商品/推奨代替商品
東芝シュネデール製Tesys形式(参考)
機種i定格電流・補助接点{
形式i形」7Lシリーズi形J7KNシリーズ1
i
igA,1b 形LClDO901i形J7LO911̀形J7KN.10.01
LCl‑DO9
9A,1a 形LClDO9101形∫7LO9‑111形J71(〜qO‑10
LC1・DO9
12A,主接点4a
Ao形LC・D12・・41‑;一
LC1‑DT25、、A■.A・
:12A,主接点2a2b 形LCID12008i‑、一
LC1・D128
12A、lb 形LClD1201
￨形J7L‑12・111形J7KN‑1401
LC1‑D12
12A,1a 形LCID1210
形J7L42‑11
形J7KN‑14・10
LC1・D12
18A.lbi形LCID1801
形J7L‑18‑11
形J7KN・1&01
ALC1・D18A
118A,1a・形LCID18101
形J7L‑18‑ll
形J7KN・18・10 LC1・D18
i25A主接点4al形LCID25004
i̲一
LC1・DT40
￨i25A,主接点2a2bi形LCID25008
1̲一1
LC1‑D258
125Alb・形LCID25・1i
形J7L‑22‑11/形J7KL・22‑01
LCI‑D25
25A,1al形LCID2510
形J7L‑22‑11i形J7KN‑22‑10
LC1‑D25
,40A主接点4a;形LCID40004
̲1̲1
LC1‑D40004
14。A蟻点2。2b 1形LCID40008
̲1̲.̲1
LC1‑D40008
コンダクタ
40A,1alb
形LCID4011
1形J7L‑40・22i形J7KN・40+形J73KN‑ClIS
LC1‑D40
50A,lalb
形LCID50UI
1形J7L‑50‑22i形J7KN‑50+形J73KNCIIS
LC1‑D50
65A,主接点4ai形LCID65004
−i‑ LCI,D65004
165A,主接点2a2bi形LCユD65008
1'‑i一
LC1・D65008
65A,1aエb
1形LCID6511
形J7L65.22i形J7KN‑62+形」73KN‑CllS
LC1‑D65
80A,主接点4a
形LCID80004
'一!‑i一
LC1・D800G4
80A,1alb
形LCID8011
1形」7L7与22i形J7KN85‑22LClD80
115A主接点3a
形LCIFll5
形」7LlOO22i形J7KNllO‑22 LClF115
150A主接点3al形LCIF150
形」7L‑150‑22
1形J7KN‑150‑11・変更なし
185A主接点3a
1形LCIF185
形∫7L‑180‑22 …形」7KN‑175‑11iLCIF185
185A主接点4a
・形LCIF1854
一
ぷL‑lLCIF1854
225A主接点3a
形LCIF225
一
一
変更なし
400A主接点4a
形LCIF4004
一
一
変更なし
630A主接点4a
形LCIF6304
一
一
変更なし
9A,1b 形LPIDO901
,形J7L‑09‑11…D ,形J7KN‑10‑0ユ…D
LC1‑DO9
9A,1a
lI形LPlDO9101形J7L‑09‑11…D}形J7KN‑1α10…D
LC1.DO9
12A,1b 形LP・D・2・1…形J7L12・1…D」形∫7KM4・1…D
LC1・D12
}12A,1a 形LP・D・21・!形J7Ll21]…Di形∫7K示41・…D
LC1‑D12
}12A,接点2、2b ,形LPID12008/一
1.A'■㊨一」.
LC1・Dl28
…18A,1b
、A形LPID18011形J7L18‑11…D
形J7KN4&01…D LC1・D18
18A,1a 形LPID1810
形J7L18'11…D
形」7KN・18‑10…D
LCI‑Dl8、〉・←…一、・・^'"、.LCI‑D25
25A,1b 形LPID2501
形J7L‑22‑11…D 形J7KN・22・01…D
25A,1a 形LPID2510
形」7L‑22‑11…D、
形J7KN・22・10…D
LC1‑D25
25A,主接点4a
形LPID25004
一
一
LC1‑DT40AAz
25A,主接点2a2b 形LPID25008
一
一̲一
LCI‑D258
40A,1alb
形LPID4011
形」7L‑40‑22…D」㎡
形J7KN40…D+形J73KN‑C‑HSLC1‑D40
40A,主接点2a2b 形LPID40008
一1
'L‑/LP1・D40008
50A,lalb
形LPID5011i形J7L5α22…D
i 、形J7KN50…D+形J73KN‑C‑11SLC1‑D50
80A,1alb
形LPlD80111形J7L‑75‑22…DA.
形J7KN‑85…D+形J73KNC‑11$LC1‑D80
80A,主接点4a
形LPID80004
一
一一̀LP王−D80004.
形LC2Dシリーズ 可逆コンダクタとしてセット納入なし可逆ユニットを使用し客先配線 可逆コンダクタとしてセット納入なし可逆ユニットを使用し客先配線 変更なし
可逆コンダクタli
形LP2Dシリーズ
変更なし
"、
形LC2Fシリーズ
i変更なし
6
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑[End of Page 1664]‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

●サーマルリレー
生産終了予定商品
推奨代替商品
i東芝シュネデール製iTesys形式(参考)
機種
設定電流
形式
:形J7TLシリーズ1
1形J7TKNシリーズ
サーーマルリレー
0.1〜0.16
形LR2D1301
形J7TL‑A‑El6
形J7TKN‑B・E18 LRD・01
0.16〜0.25
形LR2D1302
形J7TL‑A‑E25
形J7TKN‑B‑E27
LRD‑02
0.25〜0.4
形LR2D1303
形J7TL‑A‑E4
形J7TKN‑B‑E4
LRD‑03
0.4〜063
形LR2D1304
形J7TLA‑E63
形J7TKN‑B‑E6
liLRD・04
10.63〜li
形LR2D1305'
形J7TL‑A‑1
形J7TKN‑B・E9
1"iLR「}05
1〜16il 形LR2D1306
形J7TLA‑1E6
1形J7TKN‑B・E8 :LRD‑06(L7Aまで可)
1.6〜25・
形LR2D1307
形J7TLA‑2E5
1形J7TKNB2E7￨
LRD‑07…●r.、‑
2.5〜4 形LR2D1308
形J7TLA‑4
1形J7TKN‑B‑4
iLRD℃8
4〜6
形LR2D1310
形J7TL‑A‑6
1形J7TKNB6
…LRD・10
5.5〜8 形LR2D1312
形J7TLA‑8
1形J7TKNB9￨
1'iLRD‑12
7〜10
形LR2D1314
!形J7TLA‑10v'、 i形J7TKN‑B‑U
lLRD‑14
9〜13
形LR2Dユ316
形J7TL・A‑13
!形J7TKNB14
lLRD‑161
12〜18 形LR2D1321
形J7TL・A‑18
{形J7TKN‑B‑17
lLRD‑21≠A
17〜25 形LR2D1322
形J7TLA‑22
形J7TKN‑B24
LRD‑22(16〜22Aまで)
23〜32/ 形LR2D23531
形J7TLB‑36
形J7TKN‑B・32
LRD‑32
63〜80 /形LR2D3363
形J7TL‑C‑85
形J7TKN‑D‑74:
/LRD‑3363
48〜65 /形LR2D3359
'・:形J7TL・C‑751
形J7TKN‑D‑52、65
・ LRD‑3359
30〜40 形LR2D3355
i形J7TLC‑50
{形J7TKN‑C421
LRD‑3355
'23〜32 形LR2D3353
形J7TL・C‑40
i形J7TKN‑C・42
"iLRD‑33531
23〜32 形LR2D23536
'、・形J7TLB36̀ :形J7TK鍵32
iLRD拙
0、工0〜0.16
/形LR2D13016
1形J7TL‑A‑E16
i形J7TK悼BEI8
LRD・0161
155〜701
形LR2D3361
1形J7TLG75
形J7TKN‑D‑74
iLRD‑3361
137〜50 形LR2D3357
i形J7TLC50
…形J7TKN‑D‑52 1 'iLRD'3357
*設定電流は、コンパチではありません。
●補助リレー
生産終了予定商品
̀推奨代替商品i東芝シュネデール製
機種1仕様形式1形J7Lシリーズ
形」7KNAシリーズ/Tesys形式(参考)
補助リレー
/AC操作、4a:形CA2DN401)
i形J7L・BR・40 形」7KN"R4・iCAD5・(5・タイプ)
AC操作、3albi形CA2DN31
形J7L・BR‑31
形」7KNA‑AR311CAD‑32(3a2bタイプ)
AC操作、2a2b!形CA2DN22
形J7L‑BR・22
形J7KNA‑AR22/CAD‑32(3a2bタイプ)
DC操作、4a・ 形CA3DN40
形J7L‑BR‑40.,.D
形J7KNA‑AR・40,,.DCAD‑50(5aタイプ)
DC操作、3alb
形CA3DN31
形J7L・・BR・31...D
形J7KNAAR31̲DiCAD32(3、2bタイプ)
DC操作、2a2b
・・.'V形CA3DN22
形」7L‑BR‑22̲D . 形J7KhA‑AR‑22,.、DCAD‑32(3a2bタイプ)
機械ラッチ
形CA2DI(22
一̲iLA6DK
7
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●アクセサリ
生産終了予定商品
i
推奨代替商品
東芝シュネデール製Tesys形式(参考)
機種
、、仕様
形式
'
,形J73L/形J74Lシリーズ Ai形J73KNシリーズ
正面、2a
形LAIDN20
・形J73L‑B・20
Il形」73KN‑B‑102個使い LAD‑N20
正面、1alb
形LAIDN11
1形J73LB‑11S
、〜 形J731(N‑B‑01と形J73KN‑B‑10
LAD,N11
補助接点ユニット
正面、4a
◆A形LAIDN40
励73LB.勾
形J731(N‑B‑104個使い
LAD‑N40
正面、2a2b
形LAIDN22
ll形」73L‑B‑22
形J73KN‑B‑102個と形J73KNBOユ2個 LAD‑N22
正面、1a3b
形LAIDN13
形J73LB‑13
形J73KNB101個と形」73KNBO13個
LAD・N13
正面、4b
形LAIDNO4
形J73LBO4
形J73KN‑B‑014個使い
LAD‑NO4
側面、2a
形LA8DN20i
▼、
一一
一一
LAD'8N20
側面、1alb
i形LA8DN11
形J73Bl1S、C・US
形J73KN‑C‑11S
LAD‑8N11
正面、3alb
li形LAIDN31
形J73LB‑31
形J73KNＬB103個と形J73KNB・01ユ個
LAD・N31
正面、1a
}…形LAIDN10
形J73LB・11S
形J73KN‑B‑101個使い
LAD‑N10
正面、2b
:1形LAIDNO2
形J73L‑B・02
'
,形J73K礼B・012個
LAD・02
タイマブロック α1〜3sONdelay i形LA2DTO6
一
一イ
LAD‑TG6
0.1〜3sOFFdelay 形LA3DRO6
、一由■■
一
LAD‑RO6
0ユ〜30sONdelay 形LA2DT26
一一
形J74KN‑B‑TP40DA
LAD‑T26
10〜180sOFFdelay
形LA3DR46
![
一
形J74KN‑B‑TP401A
LAD‑R46
0、1〜3sONdelay 形LA2DTO
≡一
一≡一 'lLAD‑TO
10〜180sOFFdelayi形LA2DT4
〉
'㊨AA'㊨"・
一
LAD‑T4
α1〜30sONdelay 「形LA2DT2
1
一
̀形J74KN‑B・TP40DA
LAD・T2
10〜180sOFFdelay
形LA3DR4
㊨・一一一
形J74KN‑B‑TP401A
LAD‑R4
0.1〜3sONdelay 形LA3DRO
、A
A一
一
LAD‑RO
0.1〜30sOFFdelay
形LA3DR2
一
一
LAD・R2
サージ吸収ユニット
CR方式、AC50427V
形LA4DAIG
形J74LB・RC24
形」74KぶARC23醐74KNBRC23・』AD4RCG
CR方式、AC110・240V
形LA4DAIU
形」74LBRC100、RC200
形J74KNARC230、形J74KNBRC230iLAD・4RCU
CR方式、AC5沮27V
1形LA4DA2G
形J74L‑B‑RC100
A'.、・.."・'"・・w..一}形」74KN‑ARC230、形J74KNBRC230iLA4DA2G
・CR方式、ACllO・240V'形LA4DA2U F
形J74L‑B‑RC100、RC200
…形J74K礼ARC230、形J74K}LBRC23dLA4‑DA2U
diode、DC24‑250V
,形LA4DCIU
一
一
・/代替品なし(不要)
idi・de、DC24250V
.i形LA4DC3U{
一
一
LA4‑DC3U
…パ・1肪式ACDC2・1∫ …形LA4DEIE
形J74LB‑RC24、形J74LB‑RC24D
一
LAD4VE
パ11ス肪式ACDCllO/250V 形LA4DEIU
形J74LBRC100、RC200DC用はなし 形J74KN‑A・VG230、形」74KXB・VG230
LAD‑4VU
サーマルリレー一単独取付け
形LA7D1064
形J74TLSM
形J74TK‑SM
LAD・7B10
1形LA7D3064
形J74TL‑SM
形J74TK‑SM
変更なし
形AMI‑DL200
㎡
一
一
巳更なし
レール …
形AM1‑DP200
…
∨一
一1'
1変更なし
{
形AMI‑EA200
一一
、、L「i‑」
1変更なし
レール取付け金具
'
形AX2‑DLO1
一
一
1:変更なし
形AX2‑DLO2
一
一…
1'変更なし
インターロックユニット
形LA9‑FF970
形J74L‑ローML
i形J74KNローML
変更なし
形LA9‑FF976、 1形J74L‑ローML 、
̀1形J74KN□・ML 変更なし
形LA9‑FG970
形J74L‑ローML
1形J74KN‑ローML
.変更なし
「
形LA9‑DO9978
形J74L‑口・ML
形J74KN‑ローML
.・‑LAD‑9RIV
形LA9‑D50978
形J74L□'ML
'形J74KN‑ローML 変更なし
形LA9‑D80978
形J74L‑口・ML
、イ、形J74KN‑Ll‑ML
変更なし
可逆用ケーブル
形LAgD8069
形」74L‑口[コ'WA
一
、変更なし
カバー
形LA9‑F702
一
・'̲̲
.'・、変更なし
コイル
形LXID2B7AC2450/60HZ
一一
一''"
LXD‑IB7AC2450/60HZ
形LXID2F7AC11050/60HZ
一
'一
▼・..̲̲LXD‑1F7ACUO50/60HZ
形LXID2G7AC12050/601{Z
一
一一一 LXD'1G7AC12050/60HZ
形LXID2K7ACIOO50/60HZ
一
i‑i
LXD−ユK7AC10050〆60HZ
形LXID2L7AC20050/60HZ
一
一・・.ゴ・、.i一
一'
.̲̲LXD−ユL7AC20050/60HZ
形LXID4B7AC2450/60HZ
一
一一
LXD4B7AC2450/60HZ
形LXID4F7AC11050/60HZ
一
一
LXD・1F7ACHO50/60HZ
1形LXlD4G7AC12050/60HZ
一一一 "
LXD・1G7ACI2050/60HZ
8
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、
●アクセサリ
生産終了予定商品
推奨代替商品
機種
仕様
形式
1形J73L/形J74Lシリーズ1形J73KNシリーズ
東芝シュネデール製
Tesys形式(参考)
形LXID4K7AC10050/60HZ
形LXID4L7AC20050/66訂一ー一=一 一二+一一一
形LXID6B7X…一一1…一一−
L̲̲』c1皿司一ー
i形LXID6K7ACIOO50/60正{Z
LXD‑1K7ACIOO50/60HZ
LXD‑IL7AC20050/60HZ
変更なし
、変更なし
i変更なし
形LXID6L7AC20050/60HZ
形LX4D2BDDC24
ll形LXID2E7AC4850/60HZ {一̲
−
il形LXID2M7AC22050/601 一
一
1形LXID4E7,
一1‑1
変更なし
対応品なし(コイル交換不可)
LXD‑1E7AC4850/60HZ
lLXD・1M7AC22050/60HZ
モ
lLXD・IE7
〜
形LXID4M7AC22050/60
'LXD・1M7AC22050/60HZ
形LXID6E7
形LXID6M7AC22050/60
形LXID6U7AC24050/60
形LX4D2EDDC48
1形LX4D2FDDCUO
変更なし
,形LX4D2JDDC12
変更なし
変更なし
対応品なし(コイル交換不可)
対応品なし(コイル交換不可)
対応品なし(コイル交換不可)
形LX4D2KDDC100
・対応品なし(コイル交換不可)
形LX4D4BDDC24
}
匿
/対応品なし(コイル交換不可)
i形L,X4D4FDDCllO
形LX4D4JDDC12
1形LX4D6BDDC24
1対応品なし(コイル交換不可)
対応品なし(コイル交換不可)
変更なし
コイル
コ
/形LX4D6EDDC48
一一・一・・一ー
i形LX4D6FDDCIIO
−1‑一ー一=
￨変更なし
i変更なし
i形LXIFHIOO2ACIOO/40‑400HZi
1変更なし
1形LXIFHllO2AC110/40・400HZ,
i変更なし
形LXIFH11062ACIOO‑110/4()一;.
,変更なし
・形LXIFH2002AC200/40・400HZシ
変更なし
/ 形LXIFH2202AC220/40・400HZ:
一}一ー一/一一シ
}シ"一 一ーーーーi変』一一涜
形LXIFH22062AC200‑220/4{ト;
iii
形LXIFH3802AC380・4ユ5/40・4:形LX1・FJ100AC100形LX1‑FJ110AC110
形LXl・FJ200AC200 一
1
…形LXI・FJ220AC220
十一ーーーー一・"t
l形LX1・FL220AC220
i形LX4‑FL100DC100
…形LXI.FFII。6AC16δフ疏一'
変更なし
変更なし
1変更なし
変更なし
/変更なし
i変更なし
惇更なし
'変更なし
一
'ẁ一ー一↑一=一ーーー一
''"・・一ーー一・−
f影LX1‑FF2206AC200/200‑220:i
""一「一ーーーーー一'
̲.̲̲L
'一一・・
変更なし
変更なし
コ
変更なし
形LX1‑FL110AC110
形LX1・FGIlO6AC100/100‑110;'
‥"一'二=二===一「一ーー一''"
1形LX1・FGllOAC11050HZ
変更なし
変更なし
変更なし
形』Xl〔FG220旦AC200/200‑22竺」̲̲̲̲̲.
形LXI‑FG22eAC22050HZ
/形LXl‑FH2206AC200/200‑220;
一一ー一・・
一
形LXI‑FK200AC2eO
i形LX1‑FK380AC380‑400
:..
変更なし
変更なし
変更なし
」一ーーーーーーーーーーー一
変更なし
一"一ーーーーートーー一
変更なし
コネクタ固定板i
・形AX2‑DLOIDOgD12
IJTJDO9
形AX2‑DLO2D16D25
iIJTJDO9
ストップボタン
形LA7D901
1対応品なし
リレーインターフェースi
モジュールi
1形LA4DFB
l
i変更なし
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