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[発行番号] 姫ﾃ-ｼ-0020C 

[表  題] マイクロシーケンサの代替について 

[発  行] 2007年 7月(2015年 11月改訂C版) 

[適用機種] MELSEC-F FX2 

 
 

 

 

三菱マイクロシーケンサ MELSEC-F シリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡ 

既に生産中止させていただいております機種から代替機種への変更をご検討いただく際の一般的な代替機

種と参考資料を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

１． 対象機種（シリーズ名） 

生産中止機種 代替機種 備考（必ず、参考資料で相違点を確認してください。）

FX2 FX2N 
・プログラム容量は FX2N の方が多くなります。 

・デバイスの割付け，プログラミングツールの対応バージョンなどが異なります。 

 

２．生産中止時期 

2002 年 6 月 30 日 

 

３．修理対応期間 

2009 年 6 月 30 日まで 

 

 

本紙で紹介する代替機種は、入出力点数，プログラム容量，製品および入出力端子の形状（端子台/コネク

タなど）から一般的な代替機種を紹介しています。 

用途や使用条件によっては、記載している代替機種と異なる機種が適する場合があります。 

また、新製品の発売や機能向上などにより、代替機種が適正でなくなる場合があります。 

機種代替時には 寄りの支社、または製品取扱店にご相談ください。 
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４．生産終了機種と代替機種 

生産終了機種と推奨する代替機種を紹介します。 

本紙で紹介する代替機種は、入出力点数，プログラム容量，製品および入出力端子の形状（端子台/コネクタな

ど）から一般的な代替機種を紹介しています。 

用途や使用条件によっては、記載している代替機種と異なる機種が適する場合があります。 

下記の【注意事項】を参照し、用途に合った代替機種を検討してください。 

 

【注意事項】 

①「推奨代替機種」は生産中止機種に対応する単一機種の代替可能製品として記載します。 

生産中止機種の使用状況やシステム構成（増設ユニットや増設ブロックの使用状況）によっては他の機

種、または他のシリーズで代替する方が適している場合があります。 

②生産中止機種で実際に使用しているＩ/Ｏ点数が少ない場合、「推奨代替機種」に記載している機種より

Ｉ/Ｏ点数の少ない機種に代替できる場合があります。 

③機種の代替時、特に注意を必要とする内容を「特記事項」として記載しています。 

多くの推奨代替機種は、生産中止機種よりも寸法が小さくなるなど、「特記事項」以外にも各種仕様が異

なる場合がありますので、ご使用検討の際には「特記事項」の記載内容だけでなく寸法や電源仕様など

各種仕様の詳細を確認してください。 

（特にリレー出力タイプを使用される場合は、各製品のマニュアルに記載している出力仕様をご確認く

ださい。） 

④上記①に基づき、代替機種が存在しない場合は「推奨代替機種無し」と記載しています。 

ただし、用途、システム構成によっては現行機種で代替可能な場合があります。 

必要となる機能、特徴を確認し、現行機種での代替を検討してください。 
 

生産中止機種 推奨代替機種 
特記事項 

機器名称 形名 形名 

基本ユニット FX2-16MR FX2N-16MR   

基本ユニット FX2-16MS FX2N-16MS   

基本ユニット FX2-16MT FX2N-16MT   

基本ユニット FX2-24MR FX2N-32MR   

基本ユニット FX2-24MS FX2N-32MS   

基本ユニット FX2-24MT FX2N-32MT   

基本ユニット FX2-32MR FX2N-32MR   

基本ユニット FX2-32MS FX2N-32MS   

基本ユニット FX2-32MT FX2N-32MT   

基本ユニット FX2-48MR FX2N-48MR   

基本ユニット FX2-48MS FX2N-48MS   

基本ユニット FX2-48MT FX2N-48MT   

基本ユニット FX2-64MR FX2N-64MR   

基本ユニット FX2-64MS FX2N-64MS   

基本ユニット FX2-64MT FX2N-64MT   

基本ユニット FX2-80MR FX2N-80MR   

基本ユニット FX2-80MS FX2N-80MS   

基本ユニット FX2-80MT FX2N-80MT   

基本ユニット FX2-128MR FX2N-128MR   

基本ユニット FX2-128MT FX2N-128MT   
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生産中止機種 推奨代替機種 
特記事項 

機器名称 形名 形名 

基本ユニット（コネクタ入出力） FX2-32MT-C FX2NC-32MT 

ＦＸ2NC シリ-ズは電源電圧がＤＣ２４Ｖ
ですのでご注意ください。 
またサービス電源は別途ご用意願い
ます。 

基本ユニット（コネクタ入出力） FX2-64MT-C FX2NC-64MT 

ＦＸ2NC シリ-ズは電源電圧がＤＣ２４Ｖ
ですのでご注意ください。 
またサービス電源は別途ご用意願い
ます。 

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-24MR-D FX2N-32MR-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-48MR-D FX2N-48MR-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-64MR-D FX2N-64MR-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-80MR-D FX2N-80MR-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-24MT-D FX2N-32MT-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-48MT-D FX2N-48MT-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-64MT-D FX2N-64MT-D   

基本ユニット（DC24V 電源） FX2-80MT-D FX2N-80MT-D   

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力） FX2-24MR-A1 FX2N-32MR-UA1/UL   

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力） FX2-48MR-A1 FX2N-48MR-UA1/UL   

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力） FX2-64MR-A1 FX2N-64MR-UA1/UL   

増設ユニット FX-32ER FX2N-32ER 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
増設ユニットを接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

増設ユニット FX-48ER FX2N-48ER 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
増設ユニットを接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

増設ユニット FX-48ET FX2N-48ET 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
増設ユニットを接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

増設ユニット（ＤＣ24V 電源） FX-48ER-D FX2N-48ER-D 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
増設ユニットを接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

増設ユニット（ＤＣ24V 電源） FX-48ET-D FX2N-48ET-D 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
増設ユニットを接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力） FX-48ER-A1 FX2N-48ER-UA1/UL 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
増設ユニットを接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

増設ブロック FX-8ER FX2N-8ER   

増設ブロック FX-8ET 代替機種なし   

増設ブロック FX-8EX FX2N-8EX   

増設ブロック FX-8EYR FX2N-8EYR   

増設ブロック FX-8EYS FX2N-16EYS   

増設ブロック FX-8EYT FX2N-8EYT   

増設ブロック FX-16EX FX2N-16EX   

増設ブロック FX-16EYR FX2N-16EYR   

増設ブロック FX-16EYS FX2N-16EYS   

増設ブロック FX-16EYT FX2N-16EYT   

増設ブロック（大電流増設ブロック） FX-4EYS-H 代替機種なし   

増設ブロック（大電流増設ブロック） FX-4EYT-H FX2N-8EYT-H 
大容量タイプ  
1A/1 点（2A/4 点） DC5～30V 
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生産中止機種 推奨代替機種 
特記事項 

機器名称 形名 形名 

増設ブロック（大電流増設ブロック） FX-8EYS-H 代替無し   

増設ブロック（大電流増設ブロック） FX-8EYT-H FX2N-8EYT-H 
大容量タイプ  
1A/1 点（2A/4 点） DC5～30V 

増設ブロック 
（入力専用高密度ブロック 端子台入力形） 

FX-16EX-V FX2N-16EX   

増設ブロック 
（入力専用高密度ブロック コネクタ入力形） 

FX-16EX-C FX2N-16EX-C   

増設ブロック（出力専用高密度ブロック） FX-16EYR-V FX2N-16EYR   

増設ブロック（出力専用高密度ブロック） FX-16EYT-V FX2N-16EYT   

増設ブロック（コネクタ出力） FX-16EYT-C FX2N-16EYT-C   

増設ブロック（高速応答形入力増設ブロック） FX-8EX-F 代替機種なし   

増設ブロック（全点コモン分離） FX-8EYR-S 代替機種なし   

増設ブロック（ＤＣ5Ｖ系入力増設ブロック） FX-8EX-L FX2N-16EXL-C 
FX2N-16EXL-C は、コネクタ端子と 
なります。 

増設ブロック（ＡＣ100Ｖ入力） FX-8EX-A1 FX2N-8EX-UA1/UL   

特殊アダプタ（アナログボリューム） FX-8AV FX2N-8AV-BD 

基本ユニットが FX2NC の場合は 
FX2N-8AV-BD を接続できません。 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
してください。 

特殊アダプタ 
（M-NET/MINI 用インタフェース 
 光 用） 

FX-16NP 代替機種なし 
CC-Link を使用したシステムを 
ご検討ください。 

特殊アダプタ 
（M-NET/MINI 用インタフェース 
 ワイヤ用） 

FX-16NT 代替機種なし 
CC-Link を使用したシステムを 
ご検討ください。 

特殊ブロック 
（F2 用特殊ユニット接続用） 

FX2-24EI 代替機種なし 
FX2N シリーズでシステムを再検討 
ください。 

特殊アダプタ（並列リンク ワイヤ 用） FX2-40AW FX2NC-485ADP   

特殊アダプタ（並列リンク 光 用） FX2-40AP 代替機種なし   

特殊アダプタ 
（M-NET/MINI-S3 用インタフェース 
 光用） 

FX-16NP-S3 代替機種なし 
CC-Link を使用したシステムを 
ご検討ください。 

特殊アダプタ 
（M-NET/MINI-S3 用インタフェース 
 ワイヤ用） 

FX-16NT-S3 代替機種なし 
CC-Link を使用したシステムを 
ご検討ください。 

特殊ブロック（高速カウンタ） FX-1HC FX2N-1HC   

特殊ブロック（アナログ入力） FX-4AD FX2N-4AD   

特殊ブロック（アナログ出力） FX-2DA FX2N-4DA 
アナログ出力範囲が 0～10V,4～
20mA の場合、FX2N-2DA へ代替でき
ます。 

特殊ブロック（アナログ出力） FX-4DA FX2N-4DA   

特殊ブロック 
（アナログ入力 熱電対センサ） 

FX-4AD-TC FX2N-4AD-TC   

特殊ブロック 
（アナログ入力 白金測温抵抗体） 

FX-2AD-PT FX2N-4AD-PT   

特殊ブロック 
（パルス出力ブロック 位置決め制御） 

FX-1PG FX2N-1PG   

特殊ユニット 
（パルス出力ユニット 位置決め制御） 

FX-1GM FX2N-10GM   

特殊ユニット 
（パルス出力ユニット 位置決め制御） 

FX-10GM FX2N-10GM   

特殊ユニット 
（パルス出力ユニット 位置決め制御） 

FX-20GM FX2N-20GM   
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生産中止機種 推奨代替機種 
特記事項 

機器名称 形名 形名 

特殊ブロック 
（インタフェースブロック ＩＤシステム） 

FX-1DIF 代替機種なし   

特殊アダプタ 
（通信アダプタ RS-232C 用） 

FX-232ADP FX2NC-232ADP 
FX2N シリーズの基本ユニットとの 
接続には FX2N -CNV-BD が必要で
す。 

特殊アダプタ 
（通信アダプタ RS-485 用） 

FX-485ADP FX2NC-485ADP 
FX2N シリーズの基本ユニットとの 
接続には FX2N -CNV-BD が必要で
す。 

メール発信ユニット FX-232DOPA 代替機種なし 
DMA-S（Ver．3）（ハネロン社製）を 
ご検討ください。 

ＤＣ電源ユニット（１Ａ/DC24V 出力） FX-10PSU FX2N-20PSU   

ＤＣ電源ユニット（2Ａ/DC24V 出力） FX-20PSU FX2N-20PSU   

 

 

 

５．参考資料のご紹介 

代替機種に変更するばあいの参考資料をご紹介します。 

下記にご紹介する参考資料は三菱電機 FA サイトからダウンロードできます。  

 

代替 

参考資料 

記載内容 記載 

機種 
機種区分 

マニュアル名称 

（マニュアル番号） 

FX2  → FX2N FX2 本体 FX2 シリーズ ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D58901) 

FX2 シリーズの入出力仕様や配線、取付け

基本命令･応用命令･各種デバイスの解説

などを記載 

アナログ入出力 FX-4AD ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D52501) 

FX-4AD 形アナログ入力ブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX-2DA ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D52701) 

FX-2DA 形アナログ出力ブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX-4DA ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D60901) 

FX-4DA 形アナログ出力ブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

アナログ入力 

（温度制御） 

FX-2AD-PT ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D55601) 

FX-2AD-PT 形アナログ入力ブロックの各 

部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載

FX-4AD-TC ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D55801) 

FX-4AD-TC 形アナログ入力ブロックの各 

部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載

高速カウンタ FX-1HC ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D52901) 

FX-1HC 形高速カウンタブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

位置決め FX/FX2N-1PG ユーザーズマニュアル

(マニュアル番号：JY992D63001) 

FX-1PG/FX2N-1PG 形パルス出力ブロック

の各部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを

記載 

FX-1PG 実用プログラム例集 

(マニュアル番号：JY992D37201) 

FX-1PG 形パルス出力ブロックを用いて位

置決めを行うばあいのプログラム例を記載

FX-1GM/F2-30TP 

ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D27401) 

FX-1GM 形パルス出力ユニットの各部名

称、外形寸法、仕様、位置決めプログラム

と F2-30TP 形ティーチングパネルの操作に

ついて記載 

FX-1GM 位置決め実用例集 

(マニュアル番号：JY992D33701) 

FX-1GM 形パルス出力ユニットを用いて位

置決めを行うばあいのプログラム例を記載
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代替 

参考資料 

記載内容 記載 

機種 
機種区分 

マニュアル名称 

（マニュアル番号） 

FX2  → FX2N FX2 位置決め FX-10GM,FX(E)-20GM 

ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D57601) 

FX-10GM,FX(E)-20GM 形位置決めユニット

の各部名称、外形寸法、仕様、位置決めプ

ログラムを記載 

E-GMC-200CAB,E-GMJ2-200CAB1A

形 

ケーブル 取扱説明書 

(マニュアル番号：JY992D60301) 

E-GMC-200CAB,E-GMJ2-200CAB1A 形ケ

ーブルの仕様、外形寸法、接続図を記載 

FX(E)-20GM FX-10GM 

実用プログラム例集 

(マニュアル番号：JY992D60601) 

FX(E)-20GM，FX-10GM 形位置決めユニッ

トを用いて位置決めを行うばあいのプログ

ラム例を記載 

E-20TP(-SET0) 

オペレーションマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D39201) 

E-20TP 形ティーチングパネルの仕様およ

び操作について記載 

E-20TP 補充説明書[JY992D39201C

用] 

(マニュアル番号：JY997D01601) 

E-20TP 形ティーチングパネルのバージョン

アップ項目について記載（Ver.1.30） 

FX-PCS-VPS/WIN  

オペレーション マニュアル 

(マニュアル番号：JY992D88601) 

FX-PCS-VPS/WIN 形位置決めユニット用

ソフトウェアの取り扱いや操作を記載 

通信 FX シリーズ ユーザーズマニュアル 

[通信制御編] 

(マニュアル番号：JY997D13301) 

簡易 PC 間リンク/並列リンク/計算機リンク
/インバータ通信/無手順通信/プログラミン
グ通信/リモートメンテナンスのための機器
構成、機能説明、プログラム例を記載 

FX-232ADP ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D41401) 

FX-232ADP 形 RS-232C 通信用アダプタの

各部名称,外形寸法,および仕様を記載 

FX-485PC-IF 

ハードウェアマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D81901) 

FX-485PC-IF 形 RS485 インタフェースの各

部名称,外形寸法,および仕様を記載 

FX-1DIF ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D43001) 

FX-1DIF 形インタフェースブロックの 

各部名称,外形寸法,および仕様を記載 

ネットワーク FX-16NP/NT ユーザーズマニュアル

(マニュアル番号：JY992D56101) 

FX-16NP/NT 形 MELSECNET/MINI 用イン

タ 

フェースブロックの各部名称、外形寸法、取

付け、取り扱い、仕様を記載 

FX-16NP/NT-S3 

ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D34501) 

FX-16NP/NT-S3 形 MELSECNET/MINI-S3
用 
インタフェースブロックの各部名称、 
外形寸法、取付け、取り扱い、仕様を 
記載 

プログラム FX0/FX0S/FX0N/FX1/FX2/FX2C 

シリーズ 

プログラミングマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D59101) 

FX0/FX0S/FX0N/FX1/FX2/FX2C シリーズの
基本命令･ステップラダー命令･応用命令･
各種デバイスの解説など､シーケンスプログ
ラムに関する事項を記載 
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代替 

参考資料 

記載内容 記載 

機種 
機種区分 

マニュアル名称 

（マニュアル番号） 

FX2  → FX2N FX2N 本体 FX2N シリーズ ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D61601) 

FX2N シリーズの入出力仕様や配線、取付

けなど、ハードウェアに関する事項を 

記載 

FX2N-CNV-BC 取扱説明書 

(マニュアル番号：JY992D66601) 

FX2N-CNV-BC 形コネクタ変換アダプタのシ

ステム構成、接続手順を記載 

アナログ入出力 FX0N-3A ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D48601) 

FX0N-3A 形アナログ入出力ブロックの 

各部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを 

記載 

FX2N-5A ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY997D11301) 

FX2N-5A 形アナログ入出力ブロックの各部

名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX2N-2AD ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D74601) 

FX2N-2AD 形アナログ入力ブロックの各部

名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX2N-4AD ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D62801) 

FX2N-4AD 形アナログ入力ブロックの各部

名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX2N-8AD ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D85901) 

FX2N-8AD 形アナログ入力ブロックの 

各部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記

載 

FX2N-2DA ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D74801) 

FX2N-2DA 形アナログ出力ブロックの各部

名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX2N-4DA ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D62901) 

FX2N-4DA 形アナログ出力ブロックの各部

名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

アナログ入力 

（温度制御） 

FX2N-4AD-PT ユーザーズマニュアル

(マニュアル番号：JY992D65101) 

FX2N-4AD-PT 形アナログ入力ブロックの各

部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載

FX2N-4AD-TC ユーザーズマニュアル

(マニュアル番号：JY992D65001) 

FX2N-4AD-TC 形アナログ入力ブロックの各

部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載

FX2N-2LC ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D85701) 

FX2N-2LC 形温度調節ブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

高速カウンタ FX2N-1HC ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D63101) 

FX2N-1HC 形高速カウンタブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

位置決め FX/FX2N-1PG ユーザーズマニュアル

(マニュアル番号：JY992D63001) 

FX-1PG/FX2N-1PG 形パルス出力ブロック

の各部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを

記載 

FX2N-10PG ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D93301) 

FX2N-10PG 形パルス出力ブロックの各部名

称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載 

FX2N-10GM/FX2N-20GM 

ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D77501) 

FX2N-10GM/FX2N-20GM 形位置決めユニッ

トの各部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを

記載 

FX2N-GM-65EC 取扱説明書 

(マニュアル番号：JY992D82501) 

FX2N-GM-65EC 形位置決めユニット接続延

長ケーブルの接続方法とシステム構成を記

載 

E-20TP(-SET0) 

オペレーションマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D39201) 

E-20TP 形ティーチングパネルの仕様、 

操作方法を記載 

E-20TP 補充説明書[JY992D39201C

用] 

(マニュアル番号：JY997D01601) 

E-20TP 形ティーチングパネルのバージョン

アップ項目について記載（Ver.1.30） 

FX-PCS-VPS/WIN  

オペレーション マニュアル 

(マニュアル番号：JY992D88601) 

FX-PCS-VPS/WIN形位置決めユニット用ソ

フトウェアの取り扱いや操作について記載
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代替 

参考資料 

記載内容 記載 

機種 
機種区分 

マニュアル名称 

（マニュアル番号） 

FX2  → FX2N FX2N カムスイッチ FX2N-1RM-SET ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D68101) 

FX2N-1RM-SET 形プログラマブルカムスイ

ッチの各部名称、外形寸法、仕様、プログラ

ムについて記載 

通信 FX シリーズ ユーザーズマニュアル 

[通信制御編] 

(マニュアル番号：JY997D13301) 

簡易 PC 間リンク/並列リンク/計算機リンク

/インバータ通信/無手順通信/プログラミン

グ通信/リモートメンテナンスのための機器

構成、機能説明、プログラム例を記載 

FX2NC-232ADP 

インストレーションマニュアル 

(マニュアル番号：JY997D01101) 

FX2NC-232ADP形RS-232C通信用アダプタ

の各部名称、外形寸法、取付け、仕様を 

記載 

FX2NC-485ADP 

インストレーションマニュアル 

(マニュアル番号：JY997D01201) 

FX2NC-485ADP 形 RS-485 通信用アダプタ

の各部名称、外形寸法、取付け、仕様を 

記載 

FX-485PC-IF 

ハードウェアマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D81901) 

FX-485PC-IF 形 RS485 インタフェースの 

各部名称、外形寸法、仕様を記載 

プログラム FX1S/FX1N/FX2N/FX1NC/FX2NC 

シリーズ 

プログラミングマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D62001) 

FX1S/FX1N/FX2N/FX1NC/FX2NC シリーズの

基本命令･ステップラダー命令･応用命令･

各種デバイスの解説など､シーケンスプログ

ラムに関する事項を記載 

*三菱電機 FA サイトで各マニュアルを検索する場合は、上記のマニュアル番号（JY992D61601 など）で検索できます。 

検索結果として表示されるマニュアルには、マニュアル番号の末尾には副番を表すアルファベットが付いています。 

副版“A”は初版を表し、改訂時に B,C･･･と更新しています。 

 

* FX2N シリーズ入出力増設ブロックの仕様については、FX2Nハンディマニュアル(マニュアル番号：JY992D61601)の 

副番 L以降を参照してください。 
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改訂履歴 

副番 発行年月 改訂内容 

A 2007 年 7 月 初版作成 

B 2008 年 7 月 生産中止時期、および修理対応期間を追記 

C 2015 年 11 月 お問い合わせ先の記載内容を更新 
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