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2 温度調節器リプレースサポートカタログ

経年劣化で故障が起きる前に

早めのリプレースで安定稼働を維持しましよう

現在お使いいただいている日口Nシリーズ(ベーシックタイプ7は2017年3月末に受注終了となります。

後継機種として、 2011年にリリースした日口仁シリーズへの置き換えをご提案いたします。

E5口Nシリーズ

2017年3月末受注終了

形式

形E5CN(-U) 

形E5EN

形E5AN

/ 

n 

更新

サイズ 形式

48X48mm 形E5CC(ーU)

48X96mm 形E5EC

96X96mm 形E5AC

代替商品ラインアップご案内

形式対比表/比較表

置き換え後の設定方法

新ラインアップ紹介

温度調節器関連カタログ

日口Cシリーズ

サイズ

48X48mm 

48X96mm 

96X96mm 



。mRon 3 

E5口Nシリーズから E5口Cシリーズヘ

E5口仁シリーズ共通の置き換えメリッ卜

|見やすい白色崎、による視認性ア.，

|短胴化による盤の小型化

|機能性能も同等以上 ・圃
I日~口Nシリーズと比べ附け寸法が
同じなので置き換えもスムーズ I 

現場での表示確認が容易に

黒背景に大きな白色表示で優れた視認性を実現。

作業者の移動距離を最小化し、作業効率の向上に

貢献します。

• -• 主 寓Rl噴-き - 国fll 雪E

且111 霊童iMfl 霊童.WJ 書室imIIl ‘‘ ~ 

E5口仁商品ラインアップ

現場での設定値入力の負荷を低減

温度調節器の運用、設定変更の手聞を省く機能を凝縮。

シフトキー [((PF]を押せば、桁が瞬時に移動。現場での

数値入力がラクになります。

~~~ 

シフトキーを押せば、

桁が移動

品ζー|48X24m.1 綿刈m-8X96m_.(#1.1，，1，，11聞N山liIIIil幅
形式 形E5GC 形E5CC 形E5CC-B 形E5CC-U 形日EC 形日EC-B I 形E5AC 形E5DC

ねじ端子台

端子 ねじ端子台
プッシュイン

プラグイン ねじ端子台 プッシュイン I ねじ端子台h ねじ端子台
スクリューレス Plus Plus 

形状
クランプ端子台

タイプ
端子台タイプ

タイプ タイプ 端子台タイプ タイプ タイプ

外観 Je 
詳細については、 fE5口C/E5口仁 T温度調節器(デジ事ル調節計)デ一書シートJ(カ告ログ番号:5GTD-073)をご覧くだ古い。



4 温度調節器リプレースサポートカタログ

-・・~τ・~n1f主.fiB1.干掴-

温度調節器(48X48mm) E5CCシリーズ

2011年にリリースしたE5CCシリーズは、見やすい白色PV表示と

夕、ツ卜デザイン賞を受賞した見た目で大変ご好評をいただいています。

取り付けはE5CNと同じで、プログラムレス通信などの通信方法も広がり、

機能性能は同等以上になっています。 一-ー官咽
唖』晶司

[形式対比表(代表形式のみI
E5仁Nから推奨代替商品目仁仁へ置き換えの際は、下記、形式対比表をご参照ください0

・E5CNの形式の口には、入力種別を示すT，Lが入ります。

(E5CCはフルマルチ入力のため指定不要です)

.E5CC欄の*印はプッシユインPlus端子台タイプ形式のご用意があります。詳しくはP14-15をご覧ください。

哩題園

((Q) :標準在庫機種)

置き換え元1[:I.'0OIシリーズ 置き換え先~シリーズ

生産終了晶形式 標準価格(￥) 推奨代替晶形式 標準価格(￥)

一形E5CN-R口 15，000 。形E5CC-RXOA5M-000 15，000 

形E5CN-R2口 20，000 。形E5CC-RX2A5M-000 20，000 

形E5CN-R2HB口 22，000 。形E5CC-RX2A5M-001 22，000 

形E5CN-R2H03口ーFLK 29，000 。形日仁C-RX2A5M-002 29，000 

形E5CN-Q口 15，000 。形E5CC-QXOASM-OOO 15，000 
)V 

形E5CN-Q2口 20，000 。形E5CC-QX2ASM-000 20，000 

形E5CN-Q2HB口 22，000 。形E5CC-QX2ASM・001 22，000 

形E5CN-Q2H03口ーFLK 29，000 。形E5CC-QX2ASM-002 29，000 

形E5CN-C口*1 20，000 。形日CC-CXOASM-OOO 18，000 

形E5CN-C2口*1 23，000 。形E5CC-CX2ASM-00。 23，000 

形E5CN-RTD 15，000 。形日仁C-RXODSM-OO。 15，000 

形E5CN-R2口D 20，000 。形E5CC-RX2DSM-000 20，000 

形E5CN-QTD 15，000 。形E5CC-QXODSM-OOO 15，000 

AC/DC24V 
形E5CN-Q2口D 20，000 。形E5CC-QX2DSM-000 20，000 

形E5CN-Q2HBTD 22，000 。形E5CC-QX2DSM-001 22，000 

形E5CN-Q2H03TD-FLK 29，000 。形日仁C-QX2DSM-002 29，000 

形E5CN-CTD*2 20，000 。形E5CC-CXODSM・000 18，000 

形E5CN-C2口D叫 23，000 。形日CC-CX2DSM-000 23，000 

-

R

-

R

占
R

電源電圧

-
R

占
R

-

R

女

-

R

-

R

占
R

*1 簡易伝送機能をご使用の場合、置き換え形式はま~E5CC-RX2ASM-006 (標準価格￥23，000)をご検討くだ古い。

*2簡易伝送機能をご使用の場合、置き換え型式は:mE5CC-RX2DSM-006(標準価格￥23，000)をご検討くだ古い。

L上記2形式ともプッシュイン円us端子台膏イプ形式のご用意があります)

| 端子ねじのサイズがM3.5からM3に変更になっています。

注意点 ;:::の変更に伴し\端子の散が1~J5個から6個になっていますがk晴子配列に大きな変更はありません。
I M4端子の温度センサは、直接直線できません、圧着端子の付け替えが必要ですので、E注意くだ古い。

上記の表は代表機種のみです。掲載機種以外の置き換え形式伝聞しては、お問い合わせくだ古い。詳細な仕様を力膏ログにてご確認の上、使用可否のご検討をお願いいたします。
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-・・・・・・・ESC置・・・・・・・・
外観、文字高

文字高 PV: 1 1 mm SV:6.5mm 

取り付け寸法

|圃圃圃圃E 誼 彊 圃 圃 圃 圃 置き換えポイント

白色表示+デカ文字で
視認性を向上

①視野角(上下、左右)が
広い

②どのような照明環境下
でも見やすい

文字高 PV:1S.2mm SV:7.1mm 

間取り付け寸法なので

置き換えもスムーズです

防水"ッキン 取り付け用アダプタ 端子カバー | 防水パッキン 取り付け周アダプタ ¥端子カバー
(付属付属別売静E53-COV17) I 柑圃付属) 伺日売形Es::同OV17)

形状
-奥行き:78mm 
・質量約150g(本体のみ)
.横密着取り付け可能

端子iB自J

-奥行き:60mm
・質量約120g(本体のみ)
.横密着取り付け可能

約24%の短胴化実現、
盤の小型化に貢献

電源、センサなどの
端子位置の
大きな変更はなし*

端子ねじが
M3.5からM3へ
変更になっています

...，IU.J "'1;;畏~・ E 曹，.......、 'J".J""昨司J ー引回.J"IC降、J ・1'1"'"¥.1 ;".J、"院副J

操作キー 4キー ~咽珂| 5キー

し色雪合竺5リ
桁送りキーを搭載、
クリック感も向上

サンプリング周期 250ms 50ms |汎用温調で

高速サンプリング実現

設定ツールポー卜 E5CN-Uの底面 E5CC-Uの上面 USBバスパワーからの
通信ケーブル 形E58-CIFQl 形E58-ClFQ2 電源供給のみで設定が可能

通信プロトコル 品:ut;RIFZ) b:ut;21PZ) |その他プ問ムレス通信、

Sysway コンポ通信にも対応

PV表示色切替 あり なし

*詳細な端子番号はカタログにてご確認くだ古し、。



6 温度調節器リプレースサポートカタログ

-・M・~~1fミ・fiBf;干坦・

温度調節器(48X48mm) 

プラグインタイプ E5CC-Uシリーズ

表示が白色表示となり、既存商品のE5CN-Uに比べて

約1.4倍の文字高さで、とても見やすくなりました。 マニグ1
接続ソケットはE5CN-Uと同じでE5CC-Uがそのまま取り付け可能です。

奥行きも短くなり盤の小型化に貢献、かつ機能/性能もアップしています。

[形式対比表(代表形式のみI
E5仁N-Uから推奨代替商品目仁C-Uへ置き換えの際は、下記、形式対比表をご参照ください0

'2014年4月生産分より、簡易伝送機能に対応しております。

'E5CN-Uの形式の口には、入力種別を示すT，L;が入ります。

(E5CCはフルマルチ入力のため指定不要です)

九一一 一ー且

1 回

-
((Q) :標準在庫機種)

置き換え元~シリーズ 置き換え先~シリーズ
電源電圧

生産終了晶形式 標準価格(￥) 推奨代替晶形式 標準価格(￥)

一形E5CN-RTU 17，000 。形E5CC-RWOAUM-000 17，000 

形E5CN-Rl口U 20，000 。形E5CC-RWlAUM・000 20，000 

形E5CN-R2口U 22，000 。形E5CC-RW2AUM-000 22，000 

形E5CN-QTU 17，000 。形E5CC-QXOAUM・000 17，000 

IV 形E5CN-Ql口U 20，000 。形E5CC-QX1AUM-000 20，000 

形E5CN-Q2口U 22，000 。形E5CC-QX2AUM・000 22，000 

形E5CN-CTU 21，000 。形E5CC-CXOAUM-000 21，000 

形E5CN-C1口U 24，000 。形E5CC-CX1AUM-000 24，000 

形E5CN-C2口U 26，000 。形E5CC-CX2AUM-000 26，000 

形E5CN-RTDU 17，000 。形E5CC-RWODUM-000 17，000 

AC/DC24V 
形E5CN-R1TDU 20，000 。形E5CC-RW1DUM・000 20，000 

形E5CN-R2TDU 22，000 。形E5CC-RW2DUM-000 22，000 

形E5CN-QlTDU 20，000 。形E5CC-QX1DUM-000 20，000 

上記の衰は代表機種のみです。掲載機種以外の置き換え形式に関しては、お問い合わせください。詳細な仕様をカ告ログにてご確認の上、使用可否のご検討をお願いいたします。
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E5CN-Uと日CC-Uの比較

置昔換えポイント

①視野角(上下、左右)が

広い
②どのような照明環境下

でも見やすい

白色表示+デカ文字で
視認性者向上

同一一一一ー亘一一一一一一一一一一函一一一一一|
仕様

外観、文字高

間取り付け寸法なので

置曹換えもスムーズです

PV:1S.2mm SV:7.1mm 文字商PV:l1mmSV:6.5mm 文字高

取り付け寸法

約15%の短胴化実砥
盤の小型化に貢献します

取り付け周アダプタ{付属}

-奥行き:58.6mm 
P2CF-11使用時約93.8mm
P3GA-ll使用時約87mm

-質量約100g(:本体のみ)

.横密着取り付け可能

-奥行者:70.5mm 
P2CF-11使用時約105.2mm
P3GA-ll使用時約97.5mm

-質量約110g(本体のみ)

-横密着取り付け可能

形状

端子位置に

変更はありません
形P3GA-11形P2CF-11

11ピン接続yケットは

そのまま使えます

端子ねじ:M3.5使用

補助出力
苛 (リレー出力)

欄宅百二~平瓦両
+ ，一也'1 I¥I寸，.，-- 補助出力2

亡+官。T i 白'ENOT~ L-一寸畳一一一」
ma し

IItJ Hf円→②血
凹 NOT+」ー桝 け」→一一→UI

7ナロデλ力 TC/pt 

端子Iil"J

性
V
極

聞

叫

制
j

K
M
一撚

⑪
a
t
 

桁送りキーを搭肱

'7リッウ感も向上古せました包E笠」ジ
5キー

回型遡|
4キー操作キー

汎用温調で

高速サンプリンタ実現

50m， 250m， サンプリンデ周期

USBパスパワーからの
電源供給のみで設定が可能

E5CC-Uの上面
形E58-CIFQ2

E5CN-Uの底面
形E58-CIFQ1

設定ツ-1レポート
通信ケーブル

なしありPV密示色切替
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-.;f.1~~，酋孟通宜・・

温度調節器(48X96mm) E5 ECシリーズ

2011年にリリースしたE5ECシリーズは、見やすい白色PV表示と

夕、ツ卜デザイン賞を受賞した見た目で大変ご好評をいただいています。

取り付けはE5ENと同じで、プログラムレス通信などの通信方法も広がり、

機能性能は同等以上になっています。

[形式対比表(代表形式のみI
E5ENから推奨代替商品目ECへ置き換えの際は、下記、形式対比表をご参照ください0

・E5ENの形式の口には、入力種別を示すT，Lが入ります。

(E5ECはフルマルチ入力のため指定不要です)

.E5EC欄の*印はプッシュインPlus端子台タイプ形式のご用意があります。詳しくはP14-15をご覧ください。

((Q) :標準在庫機種)

置き換え元~シリーズ 置き換え先~シリーズ

生産終了晶形式 標準価格(￥) 推奨代替晶形式 標準価格(￥)

一形日EN-R1T-N 21，000 。形日EC-RX2ASM-000 21，000 

形E5E仲間HローN 27，500 。形日EC-RX4ASM・010 26，000 

形E5EN-R3HB口-N 29，000 。形E5EC-RX4ASM-010 26，000 

形日EN-R3H03T-FLK-N 36，500 。形日EC-RX4ASM・008 33，000 

形日EN-Q1T-N 21，000 。形日EC-QX2ASM-000 21，000 

形E5EN-Q3H口ーN 27，500 。形E5EC-QX4ASM・010 26，000 

形E5EN-Q3HBローN 29，000 。形E5EC-QX4ASM・010 26，000 

形日EN-Q3H03T-FLK-N 36，500 。形白EC-QX4ASM-008 33，000 

形E5EN-C1T-N*' 25，000 。形E5EC-CX2ASM・000 24，000 

形E5EN-C3口-N*2 28，500 。形日EC-CX4ASM-000 26，000 

形E5EN-C3B口-N叫 33，000 。形日EC-CX4ASM・005 28，000 

形日EN-R3HTD-N 27，500 。形日EC-RX4DSM-010 26，000 

AC/DC24V 
形日EN-R3HBTD-N 29，000 。形日EC-RX4DSM-010 26，000 

形日EN-Q1TD-N 21，000 。形白EC-QX2DSM・000 21，000 

形日EN-Q3HTD-N 27，500 。形E5EC-QX4DSM-010 26，000 

電源電圧

*1簡易伝送機能をご使用の場合、置き換え形式は形E5EC-RX2A5M-011(標準価格￥29，000)をご検討ください。

*2簡易伝送機能をご使用の場合、置き換え形式は形E5EC-RX4A5M-011(標準価格￥31，∞0)をE検討くだ古いロ

(上記2形式ともプッシュインPlus端子台予イプ形式のご用意があります)

| 端子ねじのサイズがM3.5からM3~~変更になっています。
注意点| ζの変更に伴い、端子の数が1列10個から12個になっていますが、端子配列に大きな変更はありません。

I M4端子の温度センサは、直接面線できません。庄着端子の付け替えが必要ですので、E注意くだ古い。

上記の表は代表機種のみです。掲聾機種以外の置菅換え形式伝聞しては、お問い合わせくだ古い。詳細な仕様をカ脅ログにてご確寵の上、使用可否のご検討をお願いいたしますロ

-
R

占
R

-

R

占

問

責

占

R

占
R

-

R

-
R

占

問

責

占

R
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仕様

E5ENとE5ECの比較

-・・・・・・・・・E罰百7・・・・・・・・・・・
外観、文字富

96 

-・・・・・・・・E亙亘彊・・・・・・・・・

96 

置き換えポイント

白色表示+デカ文字で

視認性を向上

①視野角(上下、左右)が

広い

②どのような照明環境下

でも見やすい

取り付け寸法 間取り付け寸法なので

置き換えもスムーズです

形状

ー一一一48一一一惨

文字高 PV: 11.8mm SV・8.1mm MV: 5.8mm 

7
|
|剖コヨ一

-奥行き:79.2mm 
・質量約260g(本体のみ)

.横密着取り付け可能

端子国列

操作キー

子ねじ:

M3.5 (1列10咽)

5キー

サンプリング周期 250ms 

4 一一一48一一一炉

文字高 PV:18mm SV:11mm MV・7.8mm

110 

約25%の短胴化実現、

盤の小型化に貢献

電源、センサなどの

端子位置の

大きな変更はなしホ

端子ねじが

M3.5からM3へ
変更になっています

桁送りキーを搭載、

クリック感も向上

汎用温調で

高速サンプリング実現

段定ツールポート

通信ケーブル

E5ENの底面

形E58-CIFQ1

防水J'ソキン取り付吋アダプ債
{付属付属)

-奥行き:60mm
・質量約210g(本体のみ)

.横密着取り付け可能

独立2点

3ijgj 
g ~I伝部i個)

匡l
USBパスパワーからの

電源供給のみで設定が可能

その他プログラムレス通信、

コンポ通信にも対応

通信プロトコル

PV表示色切替

b:utt目的)
Sysway 

あり

5キー

50ms 

E5ECの上面 白 ECの前面

形E58-ClFQ2 形E58-ClFQ2+E58-ClFQ2-E

CompoWay/F 
Modbus (R1U) 

なし

*詳細な端子番号はカ宮口グにて己確認くだ古い。
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-.;f.l;H.錨孟韮宜・・

温度調節器(96X96mm) E5ACシリーズ

96mm角温度調節器E5ACは、E5ANに比べて約1.6倍の文字高さと、

さらに見やすい白色PV表示で大変ご好評をいただいています。

取り付けはE5ANと同じで、プログラムレス通信などの通信方法も広がり、

機能性能は同等以上になっています。

[形式対比表(代表形式のみI
E5ANから推奨代替商品E5A仁へ置き換えの際は、下記、形式対比表をご参照ください0

・E5ANの形式の口には、入力種別を示すT，Lが入ります。

(E5ACはフルマルチ入力のため指定不要です)

((Q) :標準在庫機種)

置き換え元~シリーズ 置き換え先~シリーズ
電源電圧

生産終了晶形式 標準価格(￥)

一形E5AN-R1T-N 32，000 

形E5AN-R3HローN 36，000 

形E5AN-R3FローN 38，500 

形E5A仲間HB口ーN 37，500 

IV 形E5AN-Q1T-N 32，000 

形E5AN-Q3H口ーN 36，000 

形E5AN-Q3HBローN 37，500 

形E5AN-C1T-N判 35，000 

形E5AN-C3ローN叫 40，000 

*1簡易伝送機能をご使用の場合、置き換え形式は形E5AC-RX2A5M-011(標準価格￥40，00ωをE検討くだ古い。

*2簡易伝送機能をご使用の場合、置き換え形式は形E5AC-RX4ASM-011(標準価格￥42，∞ωをご検討くだ古い。

| 端子ねじのサイズがM3.5からM3'~変更になっています。
注意点| ζの変更に伴い、端子の数が1列10個から12個になっていますが、端子毘列伝大きな変更はありません。

I M4端子の温度センサは、直接配線できません。庄着端子の付け替えが必要ですので、ご注意くだ古い。

推奨代替晶形式

。形E5AC-RX2A5M-000 

。形E5AC-RX4A5M・010

。形E5AC-RX4A5M-011

。形E5AC-RX4A5M・010

。形E5AC-QX2ASM-000 

。形E5AC-QX4ASM・010

。形E5AC-QX4ASM・010

。形E5AC-CX2ASM-000 

。形E5AC-CX4ASM-000

上記の表は代表機種のみですロ掲載機種以外の置き換え形式に聞しては、お問い合わせくだ古い。詳細な仕様を力型ログにてご確認の上、使用可否のご検討をお願いいたします。

標準価格(￥)

32，000 

37，000 

42，000 

37，000 

32，000 

37，000 

37，000 

35，000 

37，000 
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E5ANとE5ACの比較

仕様

外観、文字高

-・・・圃・・・ ESAN -・・・・・・・・ESAヨ・・・・・・・・・

文字高 PV:15.8mm SV:9.5mm MV:6.8mm 文字高 PV:25mm SV:15mm MV:9.5mm 

間取り付け寸法なので

置き換えもスムーズです

取り付け寸法
制
剖

「瓦一団一「

白 色査量五合

防水パッキン 取り付付アダプタ
(付属付属}

置き換えポイント

白色表示+デカ文字で

視認性を向上

①視野角(上下、左右)が

広い

②どのような照明環境下

でも見やすい

約25%の短胴化実現、

盤の小型化に貢献

形状 -奥行き:79.2mm 
・質量約310g(本体のみ)

.横密着取り付け可能

-奥行き:60mm
・質量約2S0g(本体のみ)

.横密着取り付け可能

端子臨列

独立2点

電源、センサなどの

端子位置の

大きな変更はなし*

端子ねじが

M3.5からM3ヘ
変更になっています

操作キー 5キー ~ロ園図図 ~ 5キー

(白 金主会J
|桁送りキーを搭載
クリック感も向上

サンプリング周期 2S0ms SOms |汎用温調で

高速サンプリング実現

設定ツールポート E5ANの底面 ESACの上面 ESACの前面 USB/~スパワーからの
通信ケーブル 汗~E58-CIFQl Jl~ES8-ClFQ2 形ES8-ClFQ2+E58-CIFQ2-E 電源供給のみで設定が可能

通信プロトコル
C5Myoosmdwbpauoy sW(aRWfUF ) CMoordnboousW(aR「U『UF) |その他プ問ムレス通信、

コンポ通信にも対応

PV表示色切替 | あり なし

*詳細な端子番号は力事ログにてご確認ください。
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置き換え後の設定方法について

日口Nから日口Cへの置き換え後、温度調節器の設定には手動設定と通信設定の2種類があり、

その設定方法についてご紹介しま90
ご不明点があればお客様相談室、もしくはお近くの営業員までお問い合わせください。

技術相談窓口で、安心サポー卜(無償)

商品選定から操作/設定、トラブルシユー卜まで、受注終了晶の置き換えをサポー卜1

365日
電話相談

阻詰 0120.9t台.6語6
.携帯電話。PHS・IP電話砿どからのご利用1"055・982・5015(温医科がかか悼す)

お客様相談室 365目、土・目・祝日もOK!<受付時間)8:00-21 :00 

専用設定ソフ卜cxーThermoで、簡単設定

Tf~EST2-2C-MV4 E歪-園

汎用温度調節器のサポートソフトウェア。

パラメ--$<設定や装置調整ができ、メンテナンス時聞を短縮できます。

CX-Thermoで、は、
以下の操作を行う乙とができます。

1 .us日シリアル変換ケーブル
通信設定に | 

| ・サポートソフトウェアCJ(-Thermo(CXサーモ〕
必要なもの I "α-OneH:冊、単体でも購入可申目

*前面からE5ECJE5AC庄51lCを電海供給される場合也事屈の変換ケーブル形白色CIFQ2-Eがセットち必要になります.

.t%Ji#tffl' 
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①サポートソフトウ工ア仁X-Thermo(仁Xサーモ)
(CX-Oneに同梱、単体でも購入可能) 温度調節器サポートソフトウエアと接続ケーブル対応表

形式 | 標準価格(￥)

。形EST2・2C-MV4 30，000 

注)CX-Thermoの各形式の対応Ver.CX-Thermoの使用環境については、
当社Webサイト (www.fa.omron.coJp)の啄EST2-2C-MV4Jをご覧くだ古い。

②USB-シリアル変換ケーブル

形式

。形E58・ClFQ2

標準価格(￥)

16，000 

「
E、，‘nu 

b
一式
一
O

、ブ

一形
一
見

一
一

腕

ケ
一

。

換

一

変

「

③
 

標準価格(￥)

4，000 

注)必ず形ES8-CIFQ2とセットでご憧1用くだ古い。

前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。

その他、WEBで選定サポー卜

端子形状 シリーズ α刊ermo/~-ジョン 接続ケーブル

ねじ端子台
形E5AC

Ver4.5以上
〔上面ツールポート〕

形E5EC -形E58・CIFQ2
〔前面ツールポート〕

プッシュインPlus 形E5EC-B Ver4.65以上
-形E58・CIFQ2

端子台 -形E58-ClFQ2-E

ねじ端子台 形E5CC Ver4.5以上

プッシュインPlus
〔上面ツーJレポート〕

端子台
mE5CC-B Ver4.65以上 -形E58・CIFQ2

プラグイン 形E5CC-U Ver4.61以上

上面ツールポート

前面ツールポート
盤に取り付けた状態でも設定可能

温度コントロールソリユーション

歩留まり改善や省エネ、省工数によるTCOの削減に貢献。最適な温度コントロールをご提案します。

詳しくは |温度コントロールソリユーション

http://www.fa.omron.co.jp/product/special/tc/ 

|悶

温度センサセレクタ

豊富なラインアップの温度センサ形E52シリーズ。種類、長さ、端子部の形状などに応じて最適な製品を選定いただけます。

ー 一一 、l 詳しくは |温度センサセレクタ 嘩掴

http://www.fa.omron.co.jp/view/selection/temperature二sensor/system/shop/lisCindex.php
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新ラインアップご案内

設備を早期立ち上げできる、

プッシュイン円us端子台搭載の

温度調節器登場!

-プッシュイン円US端子台とは

工具不要で挿し込むだけ。オムロンが独自開発した

軽い挿入を実現し、かつ強固な電線保持を実現し

た端子台です。高度な機構設計技術と製造技術で

作られたパネにより、作業性を向上しながら信頼

性も確保できます。

形ESCC-B
48X48mm 

形日EC-B
48X96mm 

-増し締め不要

プッシュインPlus端子台は、ねじ端子台で必要な

増し締めが不要です。

-温度センサ

フェルール端子付き温度センサも

ご用意し、配線作業負荷と工数削 ‘圃，C 弓之

減に貢献します。

詳細につ曹ましてはデータシート

(カタロゲNO:SGTD-073l'1'<:'覧くだ古い。

形E52-口口F

プッシュインl:Hm端子台使用の改善事例|酬惜の簡易化 4
I From I 形日口仁ームームSM-ム
¥ 口の中にはCもしくはEが入ります

ねじ端子晶
句ー・ 電ー唱::OB噌-

画通島幽占品晶画
凶量，，<司盟国.1O"..ofo量姐

奥の端子から配線を

していました。 -~由~り
=竺亙圃 勾常 国

ねじ端子

一一
御

|置換時の| 端子E置

|注意京: I 端子番号は異なります。ご注意ください。

ムM
オ

n
D
M
M
 

ム
肌

A
価

仁
札

口
胤

!
』
E
岬

形
田♀

 
チyシユインPlus端子台

-配線方向が後方になるため、

回線』聞の考慮が不要

-さらに推奨フェルール端子

使用で端子力パー不要 「汁
制御出力

竃翠

センサ入力 センサ入力

オプション オプション
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(。標準在庫機船

EE圏 E :1'.Y'".h ...... A'I~-17 mlt laII掴|回一一一一色白ー。形E5CC-QX2ABM-DDD 。形ESCC-QX2ASM-DDD 

竃E出力

(SSR駆動用)

温調48X48mm

リレー出力

電圧出力

(SSR駆動用)

温閉48X96mm

リレー出力



温度調節器 関連カタログ

E5口仁シリーズ温度調節器

(デジタル調節計)パンフレツ卜

剖""""
温E・E・ {デジタ1咽圃冊》

カタログ番号:SGTD-079 

365日
電話相談

お客様相談室

本誌には主に機種のご選定に必要な

内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は

掲載しておりません。

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、

必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

E5口仁/E5口ιT温度調節器

(デジタル調節計)データシー卜

闘昌嗣画面画幽畠幽幽幽・・・

カタログ番号:SGTD-073

G3PJヒータ用ソリッドステー卜・リレー

1¥ンフレツ卜

-本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。

・本誌に記載されているアプリケーション事例は参考周ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性を
ご確認の上、ご使用ください。

・本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全
機器、その他人命や財産に大書な影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意

図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除書、当祉は当社商品に対して一切保証をいたしません。
・本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は

非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社インダストリアルオートメーションビ‘ジ‘ネスカンパニー

幅員量0120-91 9-066 
携帯電話・PHS'IP電話立どではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話055・982・5015(通話料がかかります)

-営業時間:8:00~21 :00 -営業日:365日

.FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX055-982・5051/ www.fa.omron.co.jp 

-その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴祉のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売唐やオムロン販売拠点は、 Webページで
ご案内しています。

(カタログ番号 SASP-似 A]2017年1月現在 ①訓⑨

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp 
緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は

。OMRONCor~氾ration 2017 AII Rights Reserved. 

お断りなく仕横などを変更することがありますのでご了承ください
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