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生産終了商品のお知らせ 
 

発行日 
2022 年 3 月 1 日 

  リミットスイッチ  No. 2022044C 

 
小形重装備リミットスイッチ 形D4A-□N、小形リミットスイッチ 形D4C、 形D4CC、小

形封入スイッチ 形D4E-□N、セミコンパクト封入スイッチ 形D4MC、小形セーフティ・

リミットスイッチ 形D4N、リミットスイッチ用コネクタ 形SC、小形封入スイッチ 形SHL、
マルチプル・リミットスイッチ 形VB、2回路リミットスイッチ 形WL、コンパクト封入スイ

ッチ 形ZC-□55 一部商品 生産終了のお知らせ 
 

 
 生産終了商品  推奨代替商品 
 小形重装備リミットスイッチ   

 

形D4A-□N 
小形リミットスイッチ 

形D4C 
小形リミットスイッチ 

形D4CC 
小形封入スイッチ 
形D4E-□N 

セミコンパクト封入スイッチ 
形D4MC 

小形セーフティ・リミットスイッチ 
形D4N 

リミットスイッチ用コネクタ 
形SC 

小形封入スイッチ 
形SHL 

マルチプル・リミットスイッチ 
形VB 

2回路リミットスイッチ 
形WL 

コンパクト封入スイッチ 
形ZC-□55 

 
推奨代替商品なし 

 
■ 終受注年月 

2023年3月末 
 
■ 終出荷年月 

2023年6月末 
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■生産終了商品と推奨代替商品 
生産終了商品 推奨代替商品 

形D4A-0001N-F 推奨代替商品はありません。 
形D4A-0Q00N 推奨代替商品はありません。 
形D4A-3C07-HN 推奨代替商品はありません。 
形D4C-0032-F 推奨代替商品はありません。 
形D4C-1333-C 推奨代替商品はありません。 
形D4C-1341 推奨代替商品はありません。 
形D4C-1720-L 推奨代替商品はありません。 
形D4C-1742 推奨代替商品はありません。 
形D4C-1943 推奨代替商品はありません。 
形D4C-1A29-P 20M 推奨代替商品はありません。 
形D4C-2742 推奨代替商品はありません。 
形D4C-2820 推奨代替商品はありません。 
形D4C-2831 推奨代替商品はありません。 
形D4C-302B-DK1EJ03 推奨代替商品はありません。 
形D4C-3352 推奨代替商品はありません。 
形D4C-3831 推奨代替商品はありません。 
形D4C-3842 推奨代替商品はありません。 
形D4C-3903 推奨代替商品はありません。 
形D4C-3A02 7M 推奨代替商品はありません。 
形D4C-4310 推奨代替商品はありません。 
形D4C-4802 推奨代替商品はありません。 
形D4C-4950 推奨代替商品はありません。 
形D4C-6820 推奨代替商品はありません。 
形D4CC-4041 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1A10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1B10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1C10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1C20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1C23LN 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1D10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1D20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1E10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1E20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1G10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1G22N 5M 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1L10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-1L20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2A10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2A20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2B10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2B20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2C10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2C20N-PA 推奨代替商品はありません。 
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生産終了商品 推奨代替商品 
形D4E-2D10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2D20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2E20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2G10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2G20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2L10N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4E-2L20N-PA 推奨代替商品はありません。 
形D4MC-5042 VCT 1M 推奨代替商品はありません。 
形D4N-9234 推奨代替商品はありません。 
形D4N-9E2H 推奨代替商品はありません。 
形SC-2FD-1 推奨代替商品はありません。 
形SHL-Q2155-MD VCTF 1M 推奨代替商品はありません。 
形SHL-Q55-LML VCTF 3M 推奨代替商品はありません。 
形SHL-W255-TCML VCTF 0.5M 推奨代替商品はありません。 
形VB-2121A 推奨代替商品はありません。 
形VB-4111E 推奨代替商品はありません。 
形VB-6221E 推奨代替商品はありません。 
形WL-NJ-139 S-FLEX 5M 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA12-LE 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA12-TH 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA2-2N55 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA2-2NG 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA2-55LDK13 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA2-55Y 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA2-TSLD CE 推奨代替商品はありません。 
形WL01CA2-Y 推奨代替商品はありません。 
形WL01CAL5-2 推奨代替商品はありません。 
形WL01CL-140 1M 推奨代替商品はありません。 
形WL01CL-P1 推奨代替商品はありません。 
形WL01D2-55LDK13 推奨代替商品はありません。 
形WL01D2-G1LD 推奨代替商品はありません。 
形WL01D2-LE 推奨代替商品はありません。 
形WL01H12-RP 推奨代替商品はありません。 
形WL01H2-GLD 推奨代替商品はありません。 
形WL01H2-LE 推奨代替商品はありません。 
形WL01HL-GLD 推奨代替商品はありません。 
形WL01NJ-2139 2M 推奨代替商品はありません。 
形WL01NJ-55LD 推奨代替商品はありません。 
形WL01NJ-S2139 5M 推奨代替商品はありません。 
形WL01NJ-S2TH 推奨代替商品はありません。 
形WL01SD2-LE 推奨代替商品はありません。 
形WL01SD3-LD 推奨代替商品はありません。 
形WL01SD3-TC 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-139LD2 5M 推奨代替商品はありません。 
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生産終了商品 推奨代替商品 
形WLCA12-140 15M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-140LD3 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-20NLD 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-255LD 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-26NLD 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-2G1 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-2NG1LD 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-2NLEA 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-2NTS 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-2RP139 17M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-2RP60LD3 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-55139 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-F55 推奨代替商品はありません。 
形WLCA12-RP40 20M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-139 15M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-139LD3 S-FLEX 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-139LE2 1M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-139LE2 VCT5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-139LE3 3M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-140LD3 VCTF 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-140LE3 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-141LE3 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-145LD3-M1GJ 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-145LD3-M1J 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-14RP 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-214 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-27NLD 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-27NLE 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-27NTH 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2LDA 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2N139LE2 2M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2NLDK43 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2NRP40LE2 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2NTSLD 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2RP60LDM2 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2RP60LE3 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-2RP80LD3 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-55LDK13A 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-7G1 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-7LR-DHJS03-A 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-7RP139 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-8G 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-8TS 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-G1LE 推奨代替商品はありません。 
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生産終了商品 推奨代替商品 
形WLCA2-RP40 25M 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-RP55S 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-THG 推奨代替商品はありません。 
形WLCA2-TSLE 推奨代替商品はありません。 
形WLCA32-042TC 推奨代替商品はありません。 
形WLCA32-41TS 推奨代替商品はありません。 
形WLCAL4-255 推奨代替商品はありません。 
形WLCAL4-2TS 推奨代替商品はありません。 
形WLCAL5-2LD 推奨代替商品はありません。 
形WLCAL5-2TS 推奨代替商品はありません。 
形WLCL SC-K2 2PNCTV0.5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-139 3M 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-139 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-140LD3 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-2N139LD2 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-2NLD-DGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-2NY 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-2TS 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-RP139 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-RP60LD3 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLCL-RPTC5 推奨代替商品はありません。 
形WLD-THG 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-140-DGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-140LD3-DGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-55GLD 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-55LD-DK1EJ10 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-55LDK13A 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-LDK13A 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP55 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP60 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP60LD3 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP60LE2 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP60LE3 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP61LD3 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-RP80LD3 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLD2-TSLD 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-139LE3 SFLEX5M 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-140LD3 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-G1LD 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-G1LDS 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-LDS-M1J-1 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-RP60LE2 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-RP60LE3 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLD28-Y 推奨代替商品はありません。 
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生産終了商品 推奨代替商品 
形WLD281-TC 推奨代替商品はありません。 
形WLD3-TS 推奨代替商品はありません。 
形WLG12-LD-DTK1EJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-141LD3 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-55LD-NS 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-55LDK15 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-8P1K41(L) 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-LD-AK1EJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-LD-DK1EJ203 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-LDK13A 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-LDK17 推奨代替商品はありません。 
形WLG2-SK 推奨代替商品はありません。 
形WLGCA12-LDK43 推奨代替商品はありません。 
形WLGCA2-145LD3-DGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLGCA2-55LD-DTGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLGCA2-8TS 推奨代替商品はありません。 
形WLGCL-LDK43 推奨代替商品はありません。 
形WLH12-140K41 推奨代替商品はありません。 
形WLH12-GLD 推奨代替商品はありません。 
形WLH12-P1140 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLH12-THE2 推奨代替商品はありません。 
形WLH12-TS 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-139LE3 1M 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-140LD2 8M 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-140LD3 5M 1A 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-55LD-DTGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-7G1LD 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-7LD 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-8LD 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-8RP 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-G 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-LD-DTGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-LDAS-DGJS03T 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-P1140 5M 1B 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-P155LD 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-P1RP40 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-RP140 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-RP63LD2 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-THG1 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-TS 推奨代替商品はありません。 
形WLH2-Y 推奨代替商品はありません。 
形WLHAL4-139LD2 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLHAL4-141 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLHAL4-TSLD 推奨代替商品はありません。 
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生産終了商品 推奨代替商品 
形WLHAL5-55LD 推奨代替商品はありません。 
形WLHAL5-G1LD 推奨代替商品はありません。 
形WLHAL5-TC 推奨代替商品はありません。 
形WLHL-55 推奨代替商品はありません。 
形WLHL-LDK13 推奨代替商品はありません。 
形WLHL-LDK43 推奨代替商品はありません。 
形WLMCA2-55 推奨代替商品はありません。 
形WLMCA2-55LDK13 推奨代替商品はありません。 
形WLMCA2-LD-AGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLMCA2-LD-DTGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLMH2-LD-DTGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-139 20M 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-140LD2 5M 1B 2SIN 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-2139 1M 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-25 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-2G 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-2RP40 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-3055LD 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-30G 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-30LD-DGJ03 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-30RP55 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-30TSLD 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-30TSLE 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-LDK13 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-RP140 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-RP60LD3 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-S2139 3M 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-S2140 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-S2RP40 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-S2TCG 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-S2THG 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-TCG 推奨代替商品はありません。 
形WLNJ-TSLE 推奨代替商品はありません。 
形WLR01CA2 推奨代替商品はありません。 
形WLR01CA2-2N 推奨代替商品はありません。 
形WLR01CA2-LD 推奨代替商品はありません。 
形WLRCA2-2RP 推奨代替商品はありません。 
形WLRCA2-G1 CE 推奨代替商品はありません。 
形WLRCA2-LES 推奨代替商品はありません。 
形WLSD-139LD3 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLSD-140E2 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLSD-G 推奨代替商品はありません。 
形WLSD-G1LD CE 推奨代替商品はありません。 
形WLSD-THTS 推奨代替商品はありません。 
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生産終了商品 推奨代替商品 
形WLSD2-139 5M 推奨代替商品はありません。 
形WLSD2-G1LD 推奨代替商品はありません。 
形WLSD2-RP139 10M 推奨代替商品はありません。 
形WLSD2-RP55 推奨代替商品はありません。 
形WLSD3-55LD 推奨代替商品はありません。 
形WLSD3-G 推奨代替商品はありません。 
形WLSD3-Y 推奨代替商品はありません。 
形ZC-D55-MR S-FLEX 5M 推奨代替商品はありません。 
形ZC-W355-L 推奨代替商品はありません。 

 
 
 

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。 
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