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生産終了商品のお知らせ 
 

発行日 
2018 年 3 月 1 日 

  パワーサプライ（電源）  No. 2017043C(4) 

 
スイッチング・パワーサプライ 形S8JX-Nシリーズ 生産終了のお知らせ 

 
≪お断りとお願い≫ 
2017年9月発行のプロダクトニュースNo. 2017043C(3)の内容の一部に変更がありました。 
前回との変更点は、以下です。 
・端子カバー 形S82Y-JTC1、形S82Y-JX-C□P、交換用ファン 形S82Y-JXFANを生産終了商品の対象から除外。 
・形S82Y-J00F、形S82Y-J30Fが生産終了商品であることを1ページ目に追記。 
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2017043C(4)（2018年3月1日発行）と差し替えをお願いいたします。 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 スイッチング・パワーサプライ  スイッチング・パワーサプライ 

 

形S8JX-Nシリーズ 
15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

形S8JX-Nシリーズ 
300W（5V）タイプ 
600W（5V）タイプ 

取りつけ金具 

形S82Y-JX□□B 
形S82Y-JX□□F 
形S82Y-JX0□DIN 
形S82Y-J00F 
形S82Y-J30F 

 

形S8FS-Gシリーズ 
15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

形S8JX-Pシリーズ 
300W（5V）タイプ 
600W（5V）タイプ 

 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 
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■ 終受注年月 
2019年3月末 

 
■ 終出荷年月 

2019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 

・外形寸法が異なります。 
・配線接続が異なります。 
・取りつけ方法が異なります。 
・起動時間が長くなります。 
・出力保持時間が短くなります。 
・過電流保護特性が異なります。 
・並列運転ができないタイプがあります。 
・冷却方法が異なるタイプがあります。 
・ディレーティング曲線が異なるタイプがあります。 
・推奨代替商品の形S8FS-G05005□□の出力容量は40Wです。 
・推奨代替商品の形S8FS-G10005□□の出力容量は80Wです。 
・推奨代替商品の形S8FS-G15005□□の出力容量は105Wです。 
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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S8FS-Gシリーズ 〇 × × × 〇 〇 〇 

形S8JX-Pシリーズ ○ × × × 〇 〇 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 
DINレール取りつけ、カバー付タイプ 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形S8JX-N01505CD 形S8FS-G01505CD 3,500 

形S8JX-N01512CD 形S8FS-G01512CD 3,500 

形S8JX-N01515CD 形S8FS-G01515CD 3,500 

形S8JX-N01524CD 形S8FS-G01524CD 3,500 

形S8JX-N01548CD 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N03005CD 形S8FS-G03005CD 4,400 

形S8JX-N03012CD 形S8FS-G03012CD 4,400 

形S8JX-N03015CD 形S8FS-G03015CD 4,400 

形S8JX-N03024CD 形S8FS-G03024CD 4,400 

形S8JX-N03048CD 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N05005CD 形S8FS-G05005CD （※1） 5,800 

形S8JX-N05012CD 形S8FS-G05012CD 5,800 

形S8JX-N05024CD 形S8FS-G05024CD 5,800 

形S8JX-N05048CD 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N10005CD 形S8FS-G10005CD （※2） 7,800 

形S8JX-N10012CD 形S8FS-G10012CD 7,800 

形S8JX-N10024CD 形S8FS-G10024CD 7,800 

形S8JX-N10048CD 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N15005CD 形S8FS-G15005CD （※3） 9,650 

形S8JX-N15012CD 形S8FS-G15012CD 9,650 

形S8JX-N15024CD 形S8FS-G15024CD 9,650 

形S8JX-N15048CD 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N30005CD 形S8JX-P30005CD 24,000 

形S8JX-N30012CD 形S8FS-G30012CD 22,000 

形S8JX-N30024CD 形S8FS-G30024CD 22,000 

形S8JX-N30048CD 形S8FS-G30048CD 22,000 

形S8JX-N01505CD-400 

推奨代替商品の詳細はお問い合わせくださ

い。 
－ 

形S8JX-N01512CD-400 

形S8JX-N01515CD-400 

形S8JX-N01524CD-400 

形S8JX-N01548CD-400 

形S8JX-N03005CD-400 

形S8JX-N03012CD-400 

形S8JX-N03015CD-400 



 
 
 
 

4 
 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形S8JX-N03024CD-400 

推奨代替商品の詳細はお問い合わせくださ

い。 
－ 

形S8JX-N03048CD-400 

形S8JX-N05005CD-400 

形S8JX-N05012CD-400 

形S8JX-N05024CD-400 

形S8JX-N05048CD-400 

形S8JX-N10005CD-400 

形S8JX-N10012CD-400 

形S8JX-N10024CD-400 

形S8JX-N10048CD-400 

形S8JX-N15005CD-400 

形S8JX-N15012CD-400 

形S8JX-N15024CD-400 

形S8JX-N15048CD-400 

形S8JX-N30005CD-400 

形S8JX-N30012CD-400 

形S8JX-N30024CD-400 

形S8JX-N30048CD-400 

※1 出力容量は40Wです。  ※2 出力容量は80Wです。  ※3 出力容量は105Wです。 
 
DINレール取りつけ、オープン（カバーなし）タイプ 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形S8JX-N01505D 形S8FS-G01505CD 3,500 

形S8JX-N01512D 形S8FS-G01512CD 3,500 

形S8JX-N01515D 形S8FS-G01515CD 3,500 

形S8JX-N01524D 形S8FS-G01524CD 3,500 

形S8JX-N01548D 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N03005D 形S8FS-G03005CD 4,400 

形S8JX-N03012D 形S8FS-G03012CD 4,400 

形S8JX-N03015D 形S8FS-G03015CD 4,400 

形S8JX-N03024D 形S8FS-G03024CD 4,400 

形S8JX-N03048D 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N05005D 形S8FS-G05005CD （※1） 5,800 

形S8JX-N05012D 形S8FS-G05012CD 5,800 

形S8JX-N05024D 形S8FS-G05024CD 5,800 

形S8JX-N05048D 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N10005D 形S8FS-G10005CD （※2） 7,800 

形S8JX-N10012D 形S8FS-G10012CD 7,800 

形S8JX-N10024D 形S8FS-G10024CD 7,800 

形S8JX-N10048D 形S8FS-G15048CD 9,650 

形S8JX-N15005D 形S8FS-G15005CD （※3） 9,650 

形S8JX-N15012D 形S8FS-G15012CD 9,650 

形S8JX-N15024D 形S8FS-G15024CD 9,650 

形S8JX-N15048D 形S8FS-G15048CD 9,650 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
形S8JX-N01505D-400 

推奨代替商品の詳細はお問い合わせくださ

い。 
－ 

形S8JX-N01512D-400 

形S8JX-N01515D-400 

形S8JX-N01524D-400 

形S8JX-N01548D-400 

形S8JX-N03005D-400 

形S8JX-N03012D-400 

形S8JX-N03015D-400 

形S8JX-N03024D-400 

形S8JX-N03048D-400 

形S8JX-N05005D-400 

形S8JX-N05012D-400 

形S8JX-N05024D-400 

形S8JX-N05048D-400 

形S8JX-N10005D-400 

形S8JX-N10012D-400 

形S8JX-N10024D-400 

形S8JX-N10048D-400 

形S8JX-N15005D-400 

形S8JX-N15012D-400 

形S8JX-N15024D-400 

形S8JX-N15048D-400 

・推奨代替商品にオープン（カバーなし）タイプは、ありません。 
※1 出力容量は40Wです。  ※2 出力容量は80Wです。  ※3 出力容量は105Wです。 
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正面取りつけ、カバー付タイプ 
生産終了商品 推奨代替商品 

本体 
標準価格（￥） 

正面取りつけ金具

標準価格（￥） 形式 取りつけ 形式 正面取りつけ金具 
（別売品） 

形S8JX-N01505C 
側面/底面 形S8FS-G01505C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01505CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01512C 
側面/底面 形S8FS-G01512C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01512CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01515C 
側面/底面 形S8FS-G01515C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01515CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01524C 
側面/底面 形S8FS-G01524C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01524CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01548C 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N03005C 
側面/底面 形S8FS-G03005C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03005CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03012C 
側面/底面 形S8FS-G03012C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03012CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03015C 
側面/底面 形S8FS-G03015C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03015CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03024C 
側面/底面 形S8FS-G03024C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03024CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03048C 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N05005C 

側面/底面 
形S8FS-G05005C 

（※1） 
－ 5,500 － 

正面 
形S8FS-G05005CD 

（※1） 
形S82Y-FSG-30F 5,800 300 

形S8JX-N05012C 
側面/底面 形S8FS-G05012C － 5,500 － 

正面 形S8FS-G05012CD 形S82Y-FSG-30F 5,800 300 

形S8JX-N05024C 
側面/底面 形S8FS-G05024C － 5,500 － 

正面 形S8FS-G05024CD 形S82Y-FSG-30F 5,800 300 

形S8JX-N05048C 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N10005C 

側面/底面 
形S8FS-G10005C 

（※2） 
－ 7,400 － 

正面 
形S8FS-G10005CD 

（※2） 
形S82Y-FSG-30F 7,800 300 

形S8JX-N10012C 
側面/底面 形S8FS-G10012C － 7,400 － 

正面 形S8FS-G10012CD 形S82Y-FSG-30F 7,800 300 

形S8JX-N10024C 
側面/底面 形S8FS-G10024C － 7,400 － 

正面 形S8FS-G10024CD 形S82Y-FSG-30F 7,800 300 

形S8JX-N10048C 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 
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生産終了商品 推奨代替商品 
本体 

標準価格（￥） 
正面取りつけ金具

標準価格（￥） 形式 取りつけ 形式 正面取りつけ金具 
（別売品） 

形S8JX-N15005C 

側面/底面 
形S8FS-G15005C 

（※3） 
－ 9,150 － 

正面 
形S8FS-G15005CD 

（※3） 
形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N15012C 
側面/底面 形S8FS-G15012C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15012CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N15024C 
側面/底面 形S8FS-G15024C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15024CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N15048C 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N01505C-400 

推奨代替商品の詳細はお問い合わせくださ

い。 
－ － 

形S8JX-N01512C-400 

形S8JX-N01515C-400 

形S8JX-N01524C-400 

形S8JX-N01548C-400 

形S8JX-N03005C-400 

形S8JX-N03012C-400 

形S8JX-N03015C-400 

形S8JX-N03024C-400 

形S8JX-N03048C-400 

形S8JX-N05005C-400 

形S8JX-N05012C-400 

形S8JX-N05024C-400 

形S8JX-N05048C-400 

形S8JX-N10005C-400 

形S8JX-N10012C-400 

形S8JX-N10024C-400 

形S8JX-N10048C-400 

形S8JX-N15005C-400 

形S8JX-N15012C-400 

形S8JX-N15024C-400 

形S8JX-N15048C-400 

※1 出力容量は40Wです。  ※2 出力容量は80Wです。  ※3 出力容量は105Wです。 
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正面取りつけ、カバー付タイプ 
生産終了商品 推奨代替商品 

本体 
標準価格（￥） 

正面取りつけ金具 
標準価格（￥） 形式 取りつけ 形式 正面取りつけ金具 

（別売品） 

形S8JX-N30005C 
側面/底面 形S8JX-P30005N － 22,500 － 

正面 形S8JX-P30005C － 23,500 － 

形S8JX-N30012C 
側面/底面 形S8FS-G30012C － 21,500 － 

正面 形S8FS-G30012CD 形S82Y-FSG-30F 22,000 300 

形S8JX-N30024C 
側面/底面 形S8FS-G30024C － 21,500 － 

正面 形S8FS-G30024CD 形S82Y-FSG-30F 22,000 300 

形S8JX-N30048C 
側面/底面 形S8FS-G30048C － 21,500 － 

正面 形S8FS-G30048CD 形S82Y-FSG-30F 22,000 300 

形S8JX-N60005C 
側面/底面 形S8JX-P60005N － 34,000 － 

正面 形S8JX-P60005C － 35,000 － 

形S8JX-N60012C 
側面/底面 形S8FS-G60012C － 32,000 － 

正面 形S8FS-G60012CD 形S82Y-FSG-60F 33,000 300 

形S8JX-N60024C 
側面/底面 形S8FS-G60024C － 32,000 － 

正面 形S8FS-G60024CD 形S82Y-FSG-60F 33,000 300 

形S8JX-N60048C 
側面/底面 形S8FS-G60048C － 32,000 － 

正面 形S8FS-G60048CD 形S82Y-FSG-60F 33,000 300 

形S8JX-N30005N 側面/底面 形S8JX-P30005N － 22,500 － 

形S8JX-N30012N 側面/底面 形S8FS-G30012C － 21,500 － 

形S8JX-N30024N 側面/底面 形S8FS-G30024C － 21,500 － 

形S8JX-N30048N 側面/底面 形S8FS-G30048C － 21,500 － 

形S8JX-N60005N 側面/底面 形S8JX-P60005N － 34,000 － 

形S8JX-N60012N 側面/底面 形S8FS-G60012C － 32,000 － 

形S8JX-N60024N 側面/底面 形S8FS-G60024C － 32,000 － 

形S8JX-N60048N 側面/底面 形S8FS-G60048C － 32,000 － 

形S8JX-N30005C-400 

推奨代替商品の詳細はお問い合わせくださ

い。 
－ － 

形S8JX-N30012C-400 

形S8JX-N30024C-400 

形S8JX-N30048C-400 

形S8JX-N60005C-400 

形S8JX-N60012C-400 

形S8JX-N60024C-400 

形S8JX-N60048C-400 

形S8JX-N30005N-400 

形S8JX-N30012N-400 

形S8JX-N30024N-400 

形S8JX-N30048N-400 

形S8JX-N60005N-400 

形S8JX-N60012N-400 

形S8JX-N60024N-400 

形S8JX-N60048N-400 
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正面取りつけタイプ、オープン（カバーなし）タイプ 
生産終了商品 推奨代替商品 

本体 
標準価格（￥） 

正面取りつけ金具 
標準価格（￥） 形式 取りつけ 形式 正面取りつけ金具 

（別売品） 

形S8JX-N01505 
側面/底面 形S8FS-G01505C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01505CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01512 
側面/底面 形S8FS-G01512C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01512CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01515 
側面/底面 形S8FS-G01515C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01515CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01524 
側面/底面 形S8FS-G01524C － 3,200 － 

正面 形S8FS-G01524CD 形S82Y-FSG-30F 3,500 300 

形S8JX-N01548 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N03005 
側面/底面 形S8FS-G03005C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03005CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03012 
側面/底面 形S8FS-G03012C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03012CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03015 
側面/底面 形S8FS-G03015C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03015CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03024 
側面/底面 形S8FS-G03024C － 4,100 － 

正面 形S8FS-G03024CD 形S82Y-FSG-30F 4,400 300 

形S8JX-N03048 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N05005 

側面/底面 
形S8FS-G05005C  
（※1） 

－ 5,500 － 

正面 
形S8FS-G05005CD  
（※1） 

形S82Y-FSG-30F 5,800 300 

形S8JX-N05012 
側面/底面 形S8FS-G05012C － 5,500 － 

正面 形S8FS-G05012CD 形S82Y-FSG-30F 5,800 300 

形S8JX-N05024 
側面/底面 形S8FS-G05024C － 5,500 － 

正面 形S8FS-G05024CD 形S82Y-FSG-30F 5,800 300 

形S8JX-N05048 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N10005 

側面/底面 
形S8FS-G10005C  
（※2） 

－ 7,400 － 

正面 
形S8FS-G10005CD  
（※2） 

形S82Y-FSG-30F 7,800 300 

形S8JX-N10012 
側面/底面 形S8FS-G10012C － 7,400 － 

正面 形S8FS-G10012CD 形S82Y-FSG-30F 7,800 300 

形S8JX-N10024 
側面/底面 形S8FS-G10024C － 7,400 － 

正面 形S8FS-G10024CD 形S82Y-FSG-30F 7,800 300 

形S8JX-N10048 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 
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生産終了商品 推奨代替商品 
本体 

標準価格（￥） 
正面取りつけ金具 

標準価格（￥） 形式 取りつけ 形式 正面取りつけ金具 
（別売品） 

形S8JX-N15005 

側面/底面 
形S8FS-G15005C  
（※3） 

－ 9,150 － 

正面 
形S8FS-G15005CD  
（※3） 

形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N15012 
側面/底面 形S8FS-G15012C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15012CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N15024 
側面/底面 形S8FS-G15024C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15024CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N15048 
側面/底面 形S8FS-G15048C － 9,150 － 

正面 形S8FS-G15048CD 形S82Y-FSG-30F 9,650 300 

形S8JX-N01505-400 

推奨代替商品の詳細はお問い合わせくださ

い。 
－ － 

形S8JX-N01512-400 

形S8JX-N01515-400 

形S8JX-N01524-400 

形S8JX-N01548-400 

形S8JX-N03005-400 

形S8JX-N03012-400 

形S8JX-N03015-400 

形S8JX-N03024-400 

形S8JX-N03048-400 

形S8JX-N05005-400 

形S8JX-N05012-400 

形S8JX-N05024-400 

形S8JX-N05048-400 

形S8JX-N10005-400 

形S8JX-N10012-400 

形S8JX-N10024-400 

形S8JX-N10048-400 

形S8JX-N15005-400 

形S8JX-N15012-400 

形S8JX-N15024-400 

形S8JX-N15048-400 

・推奨代替商品にオープン（カバーなし）タイプは、ありません。 
※1 出力容量は40Wです。  ※2 出力容量は80Wです。  ※3 出力容量は105Wです。 
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別売品 
生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形S82Y-JX03B 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX05B 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX10B 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX15B 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX15F 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX30B 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX30F 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX60B 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX60F 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX01DIN 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX02DIN 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-JX03DIN 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-J00F 推奨代替商品はありません。 ― 

形S82Y-J30F 推奨代替商品はありません。 ― 
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■端子配置／配線接続 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜15/30/50/100/150Wタイプ＞ 

 

 
 

＜300W（12V）タイプ＞ 

 

 
 

＜300W（24/48V）タイプ＞ 

 

 

＜15/30/50/100/150Wタイプ＞ 

 

 
 

＜300W（12/24/48V）タイプ＞ 
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■端子配置／配線接続 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8JX-Pシリーズ 

＜300W（5V）タイプ＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜600W（5V）タイプ＞ 

 

 

＜300W（5V）タイプ＞ 

 
 

 
 

＜600W（5V）タイプ＞ 
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■端子配置／配線接続 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜600W（12V）タイプ＞ 

 

 
 

＜600W（24/48V）タイプ＞ 

 
 

 

＜600W（12/24/48V）タイプ＞ 
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■取付寸法／外形寸法 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜15/30Wタイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
正面取りつけ 

 

＜15/30Wタイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 

 
 
正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜50Wタイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
正面取りつけ 

 

＜50Wタイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 

 
 
正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

  

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜100Wタイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
正面取りつけ 

 
 

＜100Wタイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 

 
 
正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜150W（5V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 

＜150W（5V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
 

 
 

正面取りつけ 

 
 

正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

  

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜150W（12V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
正面取りつけ 

 

＜150W（12V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
 

 
 
 
正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

  

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜150W（24/48V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 

＜150W（24/48V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 

 

正面取りつけ 

 

正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

  

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8JX-Pシリーズ 

＜300W（5V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 

＜300W（5V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
底面取りつけ 

 
 

  

正面取りつけ 

 

正面取りつけ 
 

 

 

下図のような取りつけは 

できません。 
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜300W（12V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 

＜300W（12V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
 

 

正面取りつけ 

 

正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

 

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜300W（24/48V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 

＜300W（24/48V）タイプ＞ 
DINレール取りつけ 

 
 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
 
 

 

正面取りつけ 

 
 

正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-30F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8JX-Pシリーズ 

＜600W（5V）タイプ＞ 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
正面取りつけ 

  
 

＜600W（5V）タイプ＞ 
底面取りつけ 

 
 
 
 
 
 

 
 
正面取りつけ 
 

 
 

 

 

 

下図のような取りつけは 

できません。 
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜600W（12V）タイプ＞ 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
正面取りつけ 

  
 

＜600W（12V）タイプ＞ 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-60F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 

 
  

144
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■取付寸法／外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

＜600W（24/48V）タイプ＞ 
側面取りつけ/底面取りつけ/正面取りつけ共通 

 
 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
正面取りつけ 

  
 

＜600W（24/48V）タイプ＞ 
側面取りつけ/底面取りつけ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
正面取りつけ 
DINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具（形S82Y-FSG-60F）の 
組み合わせで正面取りつけが可能です。 

 

 
 

  

144
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■定格／性能 

項目 生産終了商品 
形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

入力電圧 

15/30/50/100Wタイプ 
150W（12/24/48V）タイプ 

AC100～240V（AC85～264V）フリー入力 
DC80～370V 

150W（5V）タイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

AC100～120V（AC85～132V）/ 
AC200～240V（AC170～264V）切替式 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 

AC100～240V（AC85～264V）フリー入力 
DC120～370V 

600W（12/24/48V） タイプ 
AC100～240V（AC85～264V）フリー入力 
DC120～350V 

突入電流 

15/30/50/100/150Wタイプ 
20A以下（AC100V入力時） 
40A以下（AC200V入力時） 

300W（12/24/48V）タイプ 
25A以下（AC100V入力時） 
50A以下（AC200V入力時） 

600W（12/24/48V）タイプ 
30A以下（AC100V入力時） 
60A以下（AC200V入力時） 

＊25℃コールドスタートにて 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

14A typ.（AC100V入力時） 
28A typ.（AC200V入力時） 

＊25℃コールドスタートにて 

起動時間 

15/30/50/100/150Wタイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

500ms以下 
300W（12/24/48V）タイプ 

650ms以下 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

1000ms以下 

出力保持時間 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

20ms以上 
 

15/30/50/100/150Wタイプ 
8ms以上（AC100V入力時） 
16ms以上（AC200V入力時） 

300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

16ms以上 

過電流保護 

15/30/50/100Wタイプ 
150W（12/24/48V）タイプ 

105～175％、垂下･間欠動作形、 
自動復帰 

150W（5V）タイプ 
105～175％、垂下形、自動復帰 

300W（24/48V）タイプ 
105～175％、垂下･間欠動作形、自動復帰 

300W（12V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

105～175％、逆L垂下形 
約5sで遮断 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 

105～160％、垂下･間欠動作形、 
自動復帰 

600W（12/24/48V）タイプ 
105％～160％、垂下形、自動復帰 

並列運転 

15/30/50/100/150Wタイプ 
不可 

300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

可（5台まで） 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/48V）タイプ 

不可 
600W（24V）タイプ 

不可（並列運転機能付のみ5台まで可） 
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■定格／性能 （つづき） 

項目 生産終了商品 
形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8FS-Gシリーズ 

冷却方法 

15/30/50/100/150Wタイプ 
300W（24/48V）タイプ 

自然空冷 
300W（12V）、600W（12/24/48V）タイプ 

内蔵ファンによる強制空冷 

15/30/50/100/150Wタイプ 
自然空冷 

300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

内蔵ファンによる強制空冷 

ディレーティング曲線 

15/30/50/100/150Wタイプ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（24/48V）タイプ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
600W（12V）タイプ 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/30/50Wタイプ 
300W（12/24/48V）タイプ 
600W（12/24/48V）タイプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100/150Wタイプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

600W（24V）タイプ:並列運転機能付 
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■定格／性能 （つづき） 
項目 生産終了商品 

形S8JX-Nシリーズ 

推奨代替商品 
形S8JX-Pシリーズ 

入力電圧 
300W（5V）、600W（5V）タイプ 

AC100～120V（AC85～132V）/ 
AC200～240V（AC170～264V）切替式 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
AC100～240V（AC85～264V）フリー入力 
DC80～370V 

突入電流 

300W（5V）タイプ 
25A以下（AC100V入力時） 
50A以下（AC200V入力時） 

600W（5V）タイプ 
30A以下（AC100V入力時） 
60A以下（AC200V入力時） 

＊25℃コールドスタートにて 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
17.5A typ.（AC100V入力時） 
35A typ.（AC200V入力時） 

＊25℃コールドスタートにて 

起動時間 

300W（5V）タイプ 
650ms以下 

600W（5V）タイプ 
500ms以下 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
1000ms以下 

出力保持時間 300W（5V）、600W（5V）タイプ 
20ms以上 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
20ms以上 

過電流保護 
300W（5V）、600W（5V）タイプ 

105～175％、逆L垂下形 
約5sで遮断 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
105％～160％、垂下･間欠動作形、 
自動復帰 

並列運転 300W（5V）、600W（5V）タイプ 
可（5台まで） 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
可（5台まで） 

冷却方法 300W（5V）、600W（5V）タイプ 
内蔵ファンによる強制空冷 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
内蔵ファンによる強制空冷 

ディレーティング曲線 

300W（5V）タイプ 

 
 
 
 
 
 
 
600W（5V）タイプ 

 
 
 
 
 
 

300W（5V）、600W（5V）タイプ 
 

単体運転時、並列運転時 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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。 

 


