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本書をご利用いただくにあたり
本書は、YS80シリーズまたはYS100シリーズのパネル計器（調節計、指示警報計、手動設定器、
手動操作器）をYS1000シリーズへ更新する時の、ハードウェアの選定に役立てていただくための
資料です。
機器の更新を前提にしていますので、後継となるYS1000シリーズのタイプは、YS100互換形、
YS80内器互換形またはYS80互換形を本書では推奨しています。
代替機種選定例は、販売実績の多い形名仕様コードを例にしました。掲載されていないコードに
ついて、ご不明な点がございましたらお問合せください。

●リプレースに関するドキュメント
名称 番号 内容

YS1000 シリーズリプレースガイド概要・形式
変換編

TI 01B08A02-05JA はじめにお読みください。
リプレースの概要、形式変換表など
が記載されています。

YS1000 シリーズリプレースガイド設置・配線
編

TI 01B08A02-06JA YS100、YS80、EBS、I、EK、HOMAC、
100 ラインとの設置・配線の互換につ
いて記載されています。

YS1000 リプレースガイド
YS170 → YS1700 ユーザープログラム変換編

TI 01B08A02-07JA YS170 から YS1700 へのユーザープロ
グラムを変更する手順が記載されて
います。

YS1000 リプレースガイド
SLPC → YS1700 ユーザープログラム変換編

TI 01B08A02-08JA SLPC から YS1700 へのユーザープロ
グラムを変更する手順が記載されて
います。

■ ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより将来予告なしに変更することがあります。
・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づき

のことがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

■ 商標
・ 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
・ Ethernet は、米国 XEROX Corporation の登録商標です。
・ 本書では各社の登録商標または商標には、™ マーク、® マークは表示していません。
・ 本書で使用の各社製品名は、各社の商標、または登録商標です。
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YS1000シリーズでは、既設計器の設置環境を極力変えずに
リプレースを可能にするため、必要に応じて形状互換リプレース
キットを各種準備しております。パネルカット寸法、パネル取付
面からの奥行き寸法はそのままとなります(既設のパネルカット、
配線をそのまま使用可能)。
本書に指示無き寸法は「YS1000シリーズリプレースガイド設
置・配線編（TI 01B08A02-06JA）」を参照下さい。
リプレース例
– YS170 → YS1700-12□
– SLPC → YS1700-13□
– SLPC → YS1700-14□

1. 旧機種との形状互換性

2. YS100シリーズからの置き換え

YS100シリーズの標準外形の機種は、YS1000シリーズのYS100
互換形（基本仕様コードのタイプが”2”を選定していただきますと、こ
れまで設置されていたパネルに設置できます。
YS100シリーズの外形が標準以外の機種および、 YS100シリーズ
の付加仕様コードによる推奨機種の違いは、次ページからの資料をご
覧ください。
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そのままリプレース可能

2.1 外観 YS170 → YS1700-12□(YS100互換形) (1)

YS170 YS1700-12□

2.1 外観 YS170 → YS1700-12□(YS100互換形) (2)

YS100の
端子台

YS170

YS1700-12□

YS100の
端子台
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2.2 形式変換 YS170からYS1700へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 補足
YS170 シングルループコントローラ　プログラマブル形

-001 100V系 YS1700-120
-002 200V系 YS1700-121
-011 100V系 YS1700-120
-012 200V系 YS1700-121

/D11 YS80　SHUP　挿入ケース YS1700-130  + （SHUP-000*A） （注4）（注7）
/D12 YS80　ハウジング密着取付 YS1700-14□ （注5）
/D13 100ラインハウジング挿入ケース YS1700-15□  + YS006-000 （注6）
/CE CEマーキング対応 YS1700-12□
/CSA CSAノンインセンディブ対応 (YS1700-12□ + /CSA) CSA取得予定
/A01 ｍV入力  + /A01
/A02 熱電対入力  + /A02
/A03 測温抵抗体入力  + /A03
/A04 すべり抵抗入力  + /A04
/A05 アイソレーション入力  + /A05
/A06 ２線式伝送器入力  + /A06
/A07 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A08 周波数入力  + /A08
/A12 熱電対入力  + /A02
/A13 測温抵抗体入力  + /A03
/A16 ２線式伝送器入力  + /A06
/A17 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A31 RS485通信  + /A31 
/A32 DCS-LCS通信  + /A32 
/A33 YSネット通信  + /A31 （注1）、（注3）

代替機選定例 （注1）通信機能に違いがあります。一部の機器のみの交換はできない事があります。
YS1700-120/A31 （注3）通信に関わる機器を、RS485へ変えてください。
YS1700-120/A32 （注4）200V系の場合は、本体およびSHUPを200V系にする。
YS1700-120 （注5）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1700-121/A06 （注6）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1700-121/A31　（注3）、（注1） （注7）ハウジングは既存と同形のものを使用する。（SHUP-000、SHUP-100、SHUP-420）
YS1700-130 + SHUP-000*A
YS1700-120/A31
YS1700-140
YS1700-120/A06/A31
YS1700-140/A32

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種

YS170ｰ0□1/A31
YS170ｰ0□1/A32

YS170ｰ0□1/D12

本体の選定に
関係するオプ

ション

本体の選定に
関係しないオプ

ション

YS170ｰ0□1/CE/A16/A31
YS170ｰ0□1/A32/D12

YS170ｰ0□1/CE
YS170ｰ0□2/A06
YS170ｰ0□2/A33
YS170ｰ0□1/D11
YS170ｰ0□1/CE/A31

2.2 形式変換 YS150からYS1500へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 補足
YS150 シングルループコントローラ　機能選択形

-001 100V系 YS1500-120
-002 200V系 YS1500-121
-011 100V系 YS1500-120
-012 200V系 YS1500-121

/D11 YS80　SHUP　挿入ケース YS1500-130  + （SHUP-000*A） （注4）（注7）
/D12 YS80　ハウジング密着取付 YS1500-14□ （注5）
/D13 100ラインハウジング挿入ケース YS1500-15□  + YS006-000 （注6）
/CE CEマーキング対応 YS1500-12□
/CSA CSAノンインセンディブ対応 （YS1500-12□ + /CSA） CSA取得予定
/A01 ｍV入力  + /A01
/A02 熱電対入力  + /A02
/A03 測温抵抗体入力  + /A03
/A04 すべり抵抗入力  + /A04
/A05 アイソレーション入力  + /A05
/A06 ２線式伝送器入力  + /A06
/A07 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A08 周波数入力  + /A08
/A12 熱電対入力  + /A02
/A13 測温抵抗体入力  + /A03
/A16 ２線式伝送器入力  + /A06
/A17 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A31 RS485通信  + /A31 
/A32 DCS-LCS通信  + /A32 
/A33 YSネット通信  + /A31 （注1）（注3）

代替機選定例 （注1）通信機能に違いがあります。一部の機器のみの交換はできない事があります。
YS1500-120/A06 （注3）通信に関わる機器を、RS485へ変えてください。
YS1500-120/A31 （注4）200V系の場合は、本体およびSHUPを200V系にする。
YS1500-121/A32 （注5）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1500-131 + SHUP-000*A （注6）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1500-140/A06 （注7）ハウジングは既存と同形のものを使用する。（SHUP-000、SHUP-100、SHUP-420）
YS1500-120
YS1500-120/A06/A31
YS1500-120/A05/A31
YS1500-120/A31 （注1）
YS1500-140/A03/A31

YS150ｰ0□1/A33
YS150ｰ0□1/A03/A31/D12

リプレース後　新機種

YS150ｰ0□2/D11
YS150ｰ0□1/A06/D12
YS150ｰ0□1/CE
YS150ｰ0□1/A06/A31
YS150ｰ0□1/A05/A32

リプレース前　旧機種

YS150ｰ0□1/A06
YS150ｰ0□1/A31
YS150ｰ0□2/A32

本体の選定に
関係するオプ

ション

本体の選定に
関係しないオプ

ション
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2.2 形式変換 YS131からYS1310へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 補足
YS131 指示警報計

-001 100V系 YS1310-120
-002 200V系 YS1310-121

/D11 YS80　SHUP　挿入ケース YS1310-130  + （SHUP-000*A） （注4）（注7）
/D12 YS80　ハウジング密着取付 YS1310-14□ （注5）
/D13 100ラインハウジング挿入ケース YS1310-15□  + YS006-000 （注6）
/CE CEマーキング対応 YS1310-12□
/CSA CSAノンインセンディブ対応 YS1310-12□ + /CSA CSA取得予定
/A01 ｍV入力  + /A01
/A02 熱電対入力  + /A02
/A03 測温抵抗体入力  + /A03
/A04 すべり抵抗入力  + /A04
/A05 アイソレーション入力  + /A05
/A06 ２線式伝送器入力  + /A06
/A07 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A08 周波数入力  + /A08
/A12 熱電対入力  + /A02
/A13 測温抵抗体入力  + /A03
/A16 ２線式伝送器入力  + /A06
/A17 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A31 RS485通信  + /A31 
/A33 YSネット通信  + /A31 （注1）（注3）

代替機選定例 （注1）通信機能に違いがあります。一部の機器のみの交換はできない事があります。
YS1310-120 （注3）通信に関わる機器を、RS485へ変えてください。
YS1310-120/A06 （注4）200V系の場合は、本体およびSHUPを200V系にする。
YS1310-121/A31 （注5）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1310-121 （注6）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1310-120/A03 （注7）ハウジングは既存と同形のものを使用する。（SHUP-000、SHUP-100、SHUP-420）
YS1310-120/A05
YS1310-140
YS1310-130 + SHUP-000*A
YS1310-120/A06
なし

YS131ｰ001/CE/A16
YS131ｰ001/A33/D11

リプレース後　新機種

YS131ｰ002/CE
YS131ｰ001/A03
YS131ｰ001/A05
YS131ｰ001/D12
YS131ｰ001/D11

リプレース前　旧機種

YS131ｰ001
YS131ｰ001/A06
YS131ｰ002/A31

本体の選定に
関係するオプ

ション

本体の選定に
関係しないオ

プション

2.2 形式変換 YS135からYS1350へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 補足
YS135 手動設定器

-001 100V系 YS1350-120
-002 200V系 YS1350-121

/D11 YS80　SHUP　挿入ケース YS1350-130  + （SHUP-000*A） （注4）（注7）
/D12 YS80　ハウジング密着取付 YS1350-14□ （注5）
/D13 100ラインハウジング挿入ケース YS1350-15□  + YS006-000 （注6）
/CE CEマーキング対応 YS1350-12□
/CSA CSAノンインセンディブ対応 （YS1350-12□ + /CSA） CSA取得予定
/A01 ｍV入力  + /A01
/A02 熱電対入力  + /A02
/A03 測温抵抗体入力  + /A03
/A04 すべり抵抗入力  + /A04
/A05 アイソレーション入力  + /A05
/A06 ２線式伝送器入力  + /A06
/A07 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A08 周波数入力  + /A08
/A12 熱電対入力  + /A02
/A13 測温抵抗体入力  + /A03
/A16 ２線式伝送器入力  + /A06
/A17 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A31 RS485通信  + /A31 
/A32 DCS-LCS通信  + /A32 
/A33 YSネット通信  + /A31 （注１）（注3）

代替機選定例 （注1）通信機能に違いがあります。一部の機器のみの交換はできない事があります。
YS1350-120 （注3）通信に関わる機器を、RS485へ変えてください。

（注4）200V系の場合は、本体およびSHUPを200V系にする。
（注5）200V系の場合は、本体を200V系にする。
（注6）200V系の場合は、本体を200V系にする。
（注7）ハウジングは既存と同形のものを使用する。（SHUP-000、SHUP-100、SHUP-420）

リプレース前　旧機種

YS135ｰ001

リプレース後　新機種

本体の選定
に関係するオ

プション

本体の選定
に関係しない

オプション
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2.2 形式変換 YS136からYS1360へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 補足
YS136 手動操作器

-001 100V系 YS1360-120
-002 200V系 YS1360-121

/D11 YS80　SHUP　挿入ケース YS1360-130  + （SHUP-000*A） （注4）（注7）
/D12 YS80　ハウジング密着取付 YS1360-14□ （注5）
/D13 100ラインハウジング挿入ケース YS1360-15□  + YS006-000 （注6）
/CE CEマーキング対応 YS1360-12□
/CSA CSAノンインセンディブ対応 （YS1360-12□ + /CSA） CSA取得予定
/A01 ｍV入力  + /A01
/A02 熱電対入力  + /A02
/A03 測温抵抗体入力  + /A03
/A04 すべり抵抗入力  + /A04
/A05 アイソレーション入力  + /A05
/A06 ２線式伝送器入力  + /A06
/A07 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A08 周波数入力  + /A08
/A12 熱電対入力  + /A02
/A13 測温抵抗体入力  + /A03
/A16 ２線式伝送器入力  + /A06
/A17 ２線式伝送器入力（フィールド非絶縁）  + /A07
/A31 RS485通信  + /A31 
/A32 DCS-LCS通信  + /A32 
/A33 YSネット通信  + /A31 （注１）（注3）

代替機選定例 （注1）通信機能に違いがあります。一部の機器のみの交換はできない事があります。
YS1360-120 （注3）通信に関わる機器を、RS485へ変えてください。
YS1360-120 （注4）200V系の場合は、本体およびSHUPを200V系にする。
YS1360-120/A31 （注5）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1360-121/A05 （注6）200V系の場合は、本体を200V系にする。
YS1360-141 （注7）ハウジングは既存と同形のものを使用する。（SHUP-000、SHUP-100、SHUP-420）
YS1360-130 + SHUP-000*A
YS1360-120/A06
YS1360-130/A32 + SHUP-000*A
YS1360-120/A31
YS1360-150/A06 + YS006-000YS136ｰ001/A06/D13

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種

YS136ｰ002/D12
YS136ｰ001/D11
YS136ｰ001/A06
YS136ｰ001/A32/D11
YS136ｰ001/A31

YS136ｰ001
YS136ｰ001/CE
YS136ｰ001/A32
YS136ｰ002/A05

本体の選定に関
係するオプション

本体の選定に関
係しないオプショ

ン

3. YS80シリーズからの置き換え

YS80シリーズの標準外形の機種で、通信を使用していない場合は、YS1000シ
リーズのYS80内器互換形（基本仕様コードのタイプが”3”を選定していただきます
と、これまで設置されていたパネルに設置できます。
YS80シリーズの標準外形の機種で、通信を使用している場合は、YS1000シリー
ズのYS80互換形（基本仕様コードのタイプが”4”を選定していただきますと、これ
まで設置されていたパネルに設置できます。この時、CENTUMを含めて通信は
RS485へ変更する必要があります。ソフトウェアの変更が必要になる場合もあります
ので、考慮してください。
YS80シリーズの外形が標準以外の機種および、 YS80シリーズの付加仕様コード
による推奨機種の違いは、次ページからの資料をご覧ください。
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ハウジング(SHUP)およびマウンティング
キット(MTS)は別手配

3.1 外観 SLPC → YS1700-13□(YS80内器互換形) (1)

SLPC YS1700-13□ MTSMTS

SHUP-000 SHUP-000

3.1 外観 SLPC → YS1700-13□(YS80内器互換形) (2)

SLPC

YS1700
-13□

SHUP-000

MTS

SHUP-000

MTS
YS80の
端子台

YS80の
端子台
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マウンティングキット(MTY)は別手配

3.1 外観 SLPC → YS1700-14□(YS80互換形) (1)

SLPC YS1700-14□ MTYMTS

SHUP-000

3.1 外観 SLPC → YS1700-14□(YS80互換形) (2)

SLPC

YS1700
-14□

SHUP-000

MTS

MTY YS100の
端子台

YS80の
端子台
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3.2 形式変換 SLPCからYS1700へ

形名
基本
仕様

付加
仕様

記事 本体 付属 電源 補足 本体 付属 電源 補足

SLPC プログラマブル調節計
-151 可動コイル・機能拡張形 YS1700-130  + SHUP-000*A プラグ YS1700-140/A31 端子 （注7）
-181 可動コイル・機能拡張形・セルフチューニング YS1700-130  + SHUP-000*A プラグ YS1700-140/A31 端子 （注7）
-251 蛍光バーグラフ・機能拡張形 YS1700-130  + SHUP-000*A プラグ YS1700-140/A31 端子 （注7）
-281 蛍光バーグラフ・機能拡張形・セルフチューニング YS1700-130  + SHUP-000*A プラグ YS1700-140/A31 端子 （注7）

*E スタイルE
/A2ER 220V電源（プラグ接続） YS1700-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ YS1700-141/A31 端子 （注7）（注9）
/A2 220V電源（ハウジング別手配） YS1700-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ （注2） YS1700-141/A31 端子 （注7）（注9）
/HTB 電源接続端子形 (標準ハウジング) YS1700-130  + SHUP-000*A/HTB 端子 YS1700-140/A31 端子 （注7）（注9）
/100H 100ラインハウジングに収納 YS1700-150  + YS006-000(注5) 端子 YS1700-150/A31 +YS006-000 端子 （注6）（注7）
/LH ロングハウジング電源端子接続形 YS1700-130  + SHUP-100*A 端子 なし
/HEKC EKシリーズ・ハウジング YS1700-130  + SHUP-420*A+RA001 端子 （注8） なし （注5）
/MTS マウンティング・キット付  + SHUP-□□□*A/MTS
/WSW スプリングワッシャ添付  + SHUP-□□□*A/WSW
/FBP 電源ヒューズバイパス 特注 特注

/HA 10～50mA　DC （注3） （注3）
/SCF-G□M ベゼル色変わり （注4）
/NPR プログラムなし
/UPR ユーザー・プロフラム付き
/NHS ハウジング別手配 （注2）
/NPE 前面ネームプレート文字彫刻
/NP 前面ネームプレート文字記入
/LOCK 電源プラグロック付きソケットK9054F

代替機選定例 （注1）旧機種のオプションに対応するYS1700のオプションは用意されていません。
SLPCｰ□□1*E/NPR/MTS YS1700-130 + SHUP-000*A/MTS （注2）ハウジングの交換を推奨します。
SLPCｰ□□1*E/NPR/MTS/HTB YS1700-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB （注3）YS1700本体内に用意することはできません。外部に信号変換器（JUXTA）を用意してください。
SLPCｰ□□1*E/NPR/MTS/LH YS1700-130 +SHUP-100*A/MTS 　　　　例:FC0A-HA*B( 電源24VDC) OOP検知できない。負荷抵抗220Ohm
SLPCｰ□□1*E/NPR/A2ER/MTS YS1700-131 + SHUP-000*A/A2ER/MTS （注4）SHUP-000*A/SCF-G□Mは存在しますが、YS1700との組合せを考慮していません。
SLPCｰ□□1*E/NPR/HEKC YS1700-130 + SHUP-420*A+RA001 （注5）/LH付きで通信付きはない
SLPCｰ□□1*E/NPR/NHS YS1700-130 + SHUP-000*A （注6）マウンティングKITは既設を再利用
SLPCｰ□□1*E/NPR/LH YS1700-130 + SHUP-100*A/MTS （注7）通信はRS485通信になります。CENTUMもRS485通信にする必要があります。
SLPCｰ□□1*E/NPR/HTB YS1700-130 + SHUP-000*A/HTB （注8）SHUP-420*AのマウンティングキットはRA001です。
SLPCｰ□□1*E/NPR/A2ER YS1700-131 + SHUP-000*A/A2ER （注9）YS1700-14□のマウンティングキットはMTYです。
SLPCｰ□□1*E/NPR/A2ER/MTS/NPEYS1700-131 + SHUP-000*A/A2ER/MTS （注10）/A32（LCS通信）は今後の販売を推奨しません。

　　　　RS485通信にして、CENTUMの通信も変更することを推奨します。

考慮不要

なし
（注1）

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種　通信なし リプレース後　新機種　通信付き（注10）

本体の選
定に関係
するオプ
ション

本体の選
定に関係
しないオプ

3.2 形式変換 SLCDからYS1500へ

形名
基本
仕様

付加
仕様

記事 本体 付属 電源 補足 本体 付属 電源 補足

SLCD プログラマブル調節計
-151 可動コイル・機能拡張形 YS1500-130  + SHUP-000*A プラグ YS1500-140/A31 端子 （注7）
-171 可動コイル・機能拡張形・セルフチューニング YS1500-130  + SHUP-000*A プラグ YS1500-140/A31 端子 （注7）
-181 可動コイル・機能拡張形・セルフチューニング YS1500-130  + SHUP-000*A プラグ YS1500-140/A31 端子 （注7）
-251 蛍光バーグラフ・機能拡張形 YS1500-130  + SHUP-000*A プラグ YS1500-140/A31 端子 （注7）
-281 蛍光バーグラフ・機能拡張形・セルフチューニング YS1500-130  + SHUP-000*A プラグ YS1500-140/A31 端子 （注7）

*E スタイルE
/A2ER 220V電源（プラグ接続） YS1500-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ YS1500-141/A31 端子 （注7）（注9）
/A2 220V電源（ハウジング別手配） YS1500-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ （注2） YS1500-141/A31 端子 （注7）（注9）
/HTB 電源接続端子形 (標準ハウジング) YS1500-130  + SHUP-000*A/HTB 端子 YS1500-140/A31 端子 （注7）（注9）

/100H 100ラインハウジングに収納 YS1500-150  + YS006-000(注5) 端子
YS1500-
150/A31  + YS006-000端子 （注6）（注7）

/LH ロングハウジング電源端子接続形 YS1500-130  + SHUP-100*A 端子 なし
/HEKC EKシリーズ・ハウジング YS1500-130  + SHUP-420*A+RA001 端子 （注8） なし （注5）
/MTS マウンティング・キット付  + SHUP-□□□*A/MTS （注7）
/WSW スプリングワッシャ添付  + SHUP-□□□*A/WSW
/FBP 電源ヒューズバイパス 特注 特注
/HA 10～50mA　DC （注3） （注3）
/SCF-G□M ベゼル色変わり （注4）
/NHS ハウジング別手配 （注2）
/NPE 前面ネームプレート文字彫刻
/NP 前面ネームプレート文字記入
/LOCK 電源プラグロック付きソケットK9054F

代替機選定例 （注1）旧機種のオプションに対応するYS1500のオプションは用意されていません。
YS1500-130 + SHUP-000*A/MTS （注2）ハウジングの交換を推奨します。
YS1500-130 +SHUP-100*A/MTS （注3）YS1500本体内に用意することはできません。外部に信号変換器（JUXTA）を用意してください。
YS1500-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB 　　　　例:FC0A-HA*B( 電源24VDC) OOP検知できない。負荷抵抗220Ohm
YS1500-130 +SHUP-100*A/MTS （注4）SHUP-000*A/SCF-G□Mは存在しますが、YS1500との組合せを考慮していません。
YS1500-130 + SHUP-420*A+RA001 （注5）/LH付きで通信付きはない
YS1500-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB （注6）マウンティングKITは既設を再利用
YS1500-131 + SHUP-100*A/MTS （注7）通信はRS485通信になります。CENTUMもRS485通信にする必要があります。
YS1500-150 + YS006-000 （注8）SHUP-420*AのマウンティングキットはRA001です。
YS1500-150 + YS006-000 （注9）YS1700-14□のマウンティングキットはMTYです。
YS1500-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB/WSW （注10）/A32（LCS通信）は今後の販売を推奨しません。

　　　　RS485通信にして、CENTUMの通信も変更することを推奨します。

考慮不要

SLCDｰ□□1*E/A2ER/MTS
SLCDｰ□□1*E/NPE/100H
SLCDｰ□□1*E/100H
SLCDｰ□□1*E/MTS/NPE/HTB/WSW

SLCDｰ□□1*E/MTS
SLCDｰ□□1*E/MTS/LH
SLCDｰ□□1*E/MTS/HTB
SLCDｰ□□1*E/MTS/LH/NPE
SLCDｰ□□1*E/HEKC
SLCDｰ□□1*E/MTS/NPE/HTB

なし（注1）

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種　通信なし リプレース後　新機種　通信付き（注10）

本体の選定
に関係するオ

プション

本体の選定
に関係しない

オプション
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3.2 形式変換 SIHKからYS1310へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 電源 補足
SIHK 指示警報計 （注11）

-110 YS1310-130  + SHUP-000*A プラグ
*A スタイルA

/A2ER 220V電源（プラグ接続） YS1310-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ
/A2 220V電源（ハウジング別手配） YS1310-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ （注2）
/HTB 電源接続端子形 (標準ハウジング) YS1310-130  + SHUP-000*A/HTB 端子
/100H 100ラインハウジングに収納 YS1310-150  + YS006-000 端子 （注6）
/LH ロングハウジング電源端子接続形 YS1310-130  + SHUP-100*A 端子
/HEKC EKシリーズ・ハウジング YS1310-130  + SHUP-420*A 端子 （注8）
/MTS マウンティング・キット付  + SHUP-□□□*A/MTS

/WSW スプリングワッシャ添付  + SHUP-□□□*A/WSW
なし（注１） /SCF-G□M ベゼル色変わり （注4）

/NHS ハウジング別手配 （注2）

/NP 前面ネームプレート文字記入
/NPE 前面ネームプレート文字彫刻

代替機選定例 （注１）旧機種のオプションに対応するYS1310のオプションは用意されていません。
YS1310-130 + SHUP-000*A/MTS （注2）ハウジングの交換を推奨します。
YS1310-130 + SHUP-000*A （注4）SHUP-000*A/SCF-G□Mは存在しますが、YS1700との組合せを考慮していません。
YS1310-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB （注6）マウンティングKITは既設を再利用
YS1310-130 + SHUP-100*A/MTS （注8）SHUP-420*AのマウンティングキットはRA001です。
YS1310-130 + SHUP-420*A （注11）SHIKは警報接点がリレー接点です。リプレースの際は、必要に応じて
YS1310-131 + SHUP-000*A/A2ER/MTS        外部リレーを設置ください。
YS1310-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB
YS1310-130 + SHUP-000*A
YS1310-131 + SHUP-000*A/A2ER/MTS
YS1310-150 + YS006-000

本体の選定
に関係するオ

プション

本体の選定
に関係しない

オプション

考慮不要

リプレース後　新機種リプレース前　旧機種

SIHK-110*A/MTS

SIHK-110*A/MTS/SCF-G□M/NP/HTB
SIHK-110*A/NHS
SIHK-110*A/A2/MTS/NP
SIHK-110*A/NP/100H

SIHK-110*A
SIHK-110*A/MTS/NP/HTB
SIHK-110*A/MTS/LH
SIHK-110*A/HEKC
SIHK-110*A/A2/MTS

3.2 形式変換 SMST-111からYS1350へ

形名
基本
仕様

付加
仕様

記事 本体 付属 電源 補足 本体 付属 電源 補足

SMST 手動操作器 YS1350-130  + SHUP-000*A プラグ YS1350-140/A31 端子 （注7）
-111 手動操作レバー付き4～20mA、1～5V YS1350-130  + SHUP-000*A プラグ YS1350-140/A31 端子 （注7）

*E スタイルE
/A2ER 220V電源（プラグ接続） YS1350-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ YS1350-141/A31 端子 （注7）（注9）
/A2 220V電源（ハウジング別手配） YS1350-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ （注2） YS1350-141/A31　 端子 （注7）（注9）
/HTB 電源接続端子形 (標準ハウジング) YS1350-130  + SHUP-000*A/HTB 端子 YS1350-140/A31 端子 （注7）（注9）
/100H 100ラインハウジングに収納 YS1350-150  + YS006-000(注5) 端子 YS1350-150/A31 +YS006-000 端子 （注６）（注7）
/LH ロングハウジング電源端子接続形 YS1350-130  +SHUP-100*A 端子 なし
/HEKC EKシリーズ・ハウジング YS1350-130  + SHUP-420*A+RA001 端子 （注８） なし （注5）
/MTS マウンティング・キット付  + SHUP-□□□*A/MTS （注7）
/WSW スプリングワッシャ添付  + SHUP-□□□*A/WSW

なし（注1） /SCF-G□M ベゼル色変わり （注4）
/NHS ハウジング別手配 （注2）
/NPE 前面ネームプレート文字彫刻
/NP 前面ネームプレート文字記入
/LOCK 電源プラグロック付きソケットK9054F

代替機選定例 （注1）旧機種のオプションに対応するYS1350のオプションは用意されていません。
YS1350-130 + SHUP-000*A/MTS （注2）ハウジングの交換を推奨します。
YS1350-130 + SHUP-000*A/MTS/HTB（注3）YS1350本体内に用意することはできません。外部に信号変換器（JUXTA）を用意してください。
YS1350-130 + SHUP-000*A/HTB 　　　　例:FC0A-HA*B( 電源24VDC) OOP検知できない。負荷抵抗220Ohm
YS1350-130 + SHUP-100*A （注4）SHUP-000*A/SCF-G□Mは存在しますが、YS1700との組合せを考慮していません。
YS1350-130 + SHUP-100*A/MTS （注5）/LH付きで通信付きはない
YS1350-130 + SHUP-100*A （注６）マウンティングKITは既設を再利用

（注7）通信はRS485通信になります。CENTUMもRS485通信にする必要があります。
（注８）SHUP-420*AのマウンティングキットはRA001です。
（注9）YS1700-14□のマウンティングキットはMTYです。
（注10）/A32（LCS通信）は今後の販売を推奨しません。
　　　　RS485通信にして、CENTUMの通信も変更することを推奨します。

SMST-111*E/NHS

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種　通信なし リプレース後　新機種　通信付き（注10）

本体の選
定に関係
するオプ
ション

本体の選
定に関係

SMST-111*E/MTS
SMST-111*E/MTS/HTB
SMST-111*E/HTB
SMST-111*E/LH
SMST-111*E/MTS/LH

考慮不要
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3.2 形式変換 SMST-121からYS1360へ

形名
基本
仕様

付加
仕様

記事 本体 付属 電源 補足 本体 付属 電源 補足

SMST 手動操作器 YS1360-130  + SHUP-000*A プラグ YS1360-140/A31 端子 （注7）
-121 手動操作レバー付き4～20mA、1～5V YS1360-130  + SHUP-000*A プラグ YS1360-140/A31 端子 （注7）

*E スタイルE
/A2ER 220V電源（プラグ接続） YS1360-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ YS1360-141/A31 端子 （注7）（注9）
/A2 220V電源（ハウジング別手配） YS1360-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ （注2） YS1360-141/A31　 端子 （注7）（注9）
/HTB 電源接続端子形 (標準ハウジング) YS1360-130  + SHUP-000*A/HTB 端子 YS1360-140/A31 端子 （注7）（注9）
/100H 100ラインハウジングに収納 YS1360-150  + YS006-000(注5) 端子 YS1360-150/A31 +YS006-000 端子 （注6）（注7）
/LH ロングハウジング電源端子接続形 YS1360-130  +SHUP-100*A 端子 なし
/HEKC EKシリーズ・ハウジング YS1360-130  + SHUP-420*A+RA001 端子 （注8） なし （注5）
/MTS マウンティング・キット付  + SHUP-□□□*A/MTS （注7）
/WSW スプリングワッシャ添付  + SHUP-□□□*A/WSW

なし（注1） /SCF-G□M ベゼル色変わり （注4）
/NHS ハウジング別手配 （注2）
/NPE 前面ネームプレート文字彫刻
/NP 前面ネームプレート文字記入
/LOCK 電源プラグロック付きソケットK9054F

代替機選定例 （注1）旧機種のオプションに対応するYS1360のオプションは用意されていません。
YS1360-131 + SHUP-□□□*A/MTS （注2）ハウジングの交換を推奨します。
YS1360-130 + SHUP-000*A/HTB/MTS （注3）YS1360本体内に用意することはできません。外部に信号変換器（JUXTA）を用意してください。
YS1360-130 +SHUP-100*A/MTS 　　　　例:FC0A-HA*B( 電源24VDC) OOP検知できない。負荷抵抗220Ohm
YS1360-130 + SHUP-420*A+RA001 （注4）SHUP-000*A/SCF-G□Mは存在しますが、YS1700との組合せを考慮していません。
YS1360-131 + SHUP-000*A/A2ER/MTS （注5）/LH付きで通信付きはない
YS1360-130 + SHUP-000*A/HTB （注6）マウンティングKITは既設を再利用
YS1360-131 + SHUP-000*A/A2ER （注7）通信はRS485通信になります。CENTUMもRS485通信にする必要があります。
YS1360-130 + SHUP-000*A （注8）SHUP-420*AのマウンティングキットはRA001です。
YS1360-130 + YS006-000 （注9）YS1700-14□のマウンティングキットはMTYです。
YS1360-131 + SHUP-000*A/A2ER/MTS （注10）/A32（LCS通信）は今後の販売を推奨しません。

　　　　RS485通信にして、CENTUMの通信も変更することを推奨します。

考慮不要

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種　通信なし リプレース後　新機種　通信付き（注1０）

本体の選
定に関係
するオプ
ション

本体の選
定に関係

SMST-121*E/A2/MTS/NPE/HTB

SMST-121*E/HEKC
SMST-121*E/MTS/LH
SMST-121*E/MTS/HTB
SMST-121*E/MTS

SMST-121*E/A2ER/MTS
SMST-121*E/HTB
SMST-121*E/A2ER
SMST-121*E/NHS
SMST-121*E/NPE/100H

3.2 形式変換 SMLDからYS1360へ

形名 基本仕様 付加仕様 記事 本体 付属 電源 補足
SMLD 手動操作器 (注12)

-100 YS1360-130  + SHUP-000*A プラグ
*A スタイルA

/A2ER 220V電源（プラグ接続） YS1360-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ
/A2 220V電源（ハウジング別手配） YS1360-131  + SHUP-000*A/A2ER プラグ （注2)
/HTB 電源接続端子形 (標準ハウジング) YS1360-130  + SHUP-000*A/HTB 端子
/100H 100ラインハウジングに収納 YS1360-150  + YS006-000 端子 （注6）
/LH ロングハウジング電源端子接続形 YS1360-130  + SHUP-100*A 端子
/HEKC EKシリーズ・ハウジング YS1360-130  + SHUP-420*A 端子 （注8）
/MTS マウンティング・キット付  + SHUP-□□□*A/MTS
/WSW スプリングワッシャ添付  + SHUP-□□□*A/WSW
/FBP ヒューズバイパス 特注

なし（注1） /SCF-G□M ベゼル色変わり 対応オプションなし （注4）
/NHS ハウジング別手配 （注2)
/NP 前面ネームプレート文字記入
/NPE 前面ネームプレート文字彫刻
/LOCK 電源プラグロック付きソケットK9054F

代替機選定例 （注1）旧機種のオプションに対応するYS1700のオプションは用意されていません。
YS1360-130 + SHUP-000*A/MTS （注2）ハウジングの交換を推奨します。
YS1360-130 + SHUP-000*A/MTS （注4）SHUP-000*A/SCF-G□Mは存在しますが、YS1700との組合せを考慮していません。
YS1360-130 + SHUP-100*A/MTS （注6）マウンティングKITは既設を再利用
YS1360-131 + SHUP-000*A/A2ER （注8）SHUP-420*AのマウンティングキットはRA001です。
YS1360-130 + SHUP-420*A (注12)操作出力操作はMVキー（横キー）で行います。
YS1360-130 + SHUP-100*A/MTS
YS1360-131 + SHUP-000*A/A2ER
YS1360-130 + SHUP-000*A
YS1360-130
YS1360-130

SMLD-100*A/LH
SMLD-100*A/A2ER/MTS
SMLD-100*A/NHS
SMLD-100*A/NPE/HTB
SMLD-100*A/100H

SMLD-100*A/MTS
SMLD-100*A/MTS/HTB
SMLD-100*A/MTS/LH
SMLD-100*A/A2ER/MTS/NPE
SMLD-100*A/HEKC

本体の選定
に関係するオ

プション

本体の選定
に関係しない

オプション

考慮不要

リプレース前　旧機種 リプレース後　新機種
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