
UTAdvancedTM 
カスタマイズモデル
ディジタル指示調節計

お客様に最適な仕様を選択可能にした
詳細コードモデルをご用意しています！
制御出力種類の選択，オプション機能の追加有無の指定ができます。
基本仕様として，ユニバーサル測定入力１点， 接点入力３点※注１， 
イベント（警報）出力３点，が標準装備されています。

Bulletin 05P01A01-15JA

※注1　UT35A, UT32A：２点

■  制御出力にトライアック出力を選択可能 
−T□，−□T

項　目 仕　様
接点種類 ゼロクロス

接点容量
負荷電圧 75〜250V

許容負荷電流 0.8A （周囲温度25℃）
0.3A （周囲温度50℃）

用途 時間比例制御出力

時間分解能
1/ 商用周波数（秒） 

または出力値の0.1% の 
どちらか大きい方

■  DI2点/DO2点の 
組合わせ仕様が選択可能 
/W□
電 気 的 仕 様 は，標 準
コードモデルに搭載す
るDI/DOと同じ仕様
です。
端子配列のみ異なり
ます。
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E1端子エリアオプション/W1の例 

標準コードモデルにない追加可能な仕様例



OpreX Control Devices: UTAdvanced カスタマイズモデル OpreX Control Devices: UTAdvanced カスタマイズモデル

カスタマイズ
ディジタル指示調節計 UT55A（詳細コードモデル）

ディジタル指示調節計 UT52A（詳細コードモデル）

形　名 基本仕様コード 付加仕様
コード 内　　容 価　格

（円）
UT55A ディジタル指示調節計（DI3点，DO3点標準装備）（電源100-240V AC） 62,000
固定 -N N N -0 「-NNN-0」固定 +0

ケース色 0 ホワイト（ライトグレイ） +0
1 ブラック（チャコールグレイライト） +0

出力1（加熱側，位置比例）(*1)

-A アナログ出力（電流/電圧パルス） +2,200
-R リレー出力（C接点） +0
-U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +4,500
-T トライアック出力 +5,600
-P 位置比例出力 +7,700

出力2（冷却側）(*1)

A アナログ出力（電流/電圧パルス） +8,900
R リレー出力（C接点） +5,600
U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +11,000
T トライアック出力 +5,600
N なし +0

一般オプション

/DC 電源24V AC/DC +3,400
/CT コーティング処理(*2) +16,000
/HA ヒータ断線警報(*3) +5,600
/RT 伝送出力または15V DCセンサ用供給電源 +3,400

E1端子エリアオプション(*4)

/R1 リモート（補助アナログ）入力1点，DI 1点 +6,600
/U1 ユニバーサル入力1点（TC/RTD/DCV/mA） +23,000
/X1 DI 5点 +2,200
/Y1 DO 5点 +2,200
/W1 DI 2点，DO 2点 +2,200

形　名 基本仕様コード 付加仕様
コード 内　　容 価　格

（円）
UT52A ディジタル指示調節計（DI3点，DO3点標準装備）（電源100-240V AC） 57,000
固定 -N N N -0 「-NNN-0」固定 +0

ケース色 0 ホワイト（ライトグレイ） +0
1 ブラック（チャコールグレイライト） +0

出力1（加熱側，位置比例）(*1, 5)

-A アナログ出力（電流/電圧パルス） +2,200
-R リレー出力（C接点） +0
-U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +3,400
-T トライアック出力 +5,600
-P 位置比例出力 +7,700

出力2（冷却側）(*1, 5)

A アナログ出力（電流/電圧パルス） +8,900
R リレー出力（A接点） +5,600
U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +12,000
N なし +0

一般オプション

/DC 電源24V AC/DC +3,400
/CT コーティング処理(*2) +16,000
/HA ヒータ断線警報(*3) +5,600
/RT 伝送出力または15V DCセンサ用供給電源 +3,400

E1端子エリアオプション(*4,6)

/R1 リモート（補助アナログ）入力1点，DI 1点 +6,600
/U1 ユニバーサル入力1点（TC/RTD/DCV/mA） +23,000
/L1 24V DCセンサ用供給電源 +16,000
/CH1 RS-485通信（Max.38.4kbps，2線式/4線式） +11,000

/RCH1 リモート（補助アナログ）入力1点，DI 1点，RS-485通信
（Max.38.4kbps，2線式） +13,000

/LCH1 24V DCセンサ用供給電源，RS-485通信（Max.38.4kbps，2線式） +28,000
/X1 DI 5点 +2,200
/Y1 DO 5点 +2,200
/W1 DI 2点，DO 2点 +2,200

＊1） 加熱冷却出力は，出力1と出力2の両方を指定してください。出力2が「N」の場合実現できません。 位置比例出力は，出力1を「P」，出力2を「N」に指定してください。
＊2） /CTオプションを指定した場合，安全規格（UL/CSA），CEマークは付きません。
＊3） /HAオプションは，出力1と出力2コードが「-AN」，「-RN」，「-UN」および「-TN」の場合のみ指定できます。
＊4） E1端子エリアオプションは，1つのみ選択できます。
＊5） 出力1が「R」，「U」の場合，出力2コードが「R」，「U」の時に，C接からA接へ変更となります。 出力1が「T」の場合，出力2コードは「A」または「N」のみ指定できます。
＊6） /L1，/LCH1は，出力2が「N」の場合指定できます。

ご注文時の形名 出力1ケース色 出力2
一般オプション 拡張

オプション4
拡張
オプション3

拡張
オプション2

UT55A-NNN-0 - / //
拡張
オプション1

//// /

ご注文時の形名 出力1ケース色 出力2
一般オプション

UT52A-NNN-0 - /
拡張
オプション1

/// /

形名例：
位置比例出力＋リモート入力＋Ethernet通信

UT55A-NNN-00-PN/R1/ET3

形名例：
リレー出力＋ヒータ断線警報＋DI 2点／DO 2点

UT52A-NNN-00-RN/HA/W1

ディジタル指示調節計 UT35A（詳細コードモデル）

ディジタル指示調節計 UT32A（詳細コードモデル）

形　名 基本仕様コード 付加仕様
コード 内　　容 価　格

（円）
UT35A ディジタル指示調節計（DI2点，DO3点標準装備）（電源100-240V AC） 39,000
固定 -N N N -0 「-NNN-0」固定 +0

ケース色 0 ホワイト（ライトグレイ） +0
1 ブラック（チャコールグレイライト） +0

出力1（加熱側，位置比例）(*1,2,4)

-A アナログ出力（電流/電圧パルス） +2,200
-R リレー出力（C接点） +0
-U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +2,200
-T トライアック出力 +5,600
-P 位置比例出力 +7,700

出力2（冷却側）(*1, 2, 4, 5)

A アナログ出力（電流/電圧パルス） +10,000
R リレー出力（A接点） +7,700
U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +13,000
N なし +0

一般オプション

/DC 電源24V AC/DC +3,400
/CT コーティング処理 (*3) +11,000
/HA ヒータ断線警報 (*4) +5,600
/RT 伝送出力または15V DCセンサ用供給電源 (*5) +2,200

E1端子エリアオプション(*6)
/X1 DI 5点 +2,200
/Y1 DO 5点 +2,200
/W1 DI 2点，DO 2点 +2,200

E3端子エリアオプション(*6, 7)

/CH3 RS-485通信（Max.38.4kbps，2線式/4線式） +11,000
/CC3 CC-Link通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/PD3 PROFIBUS-DP通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/DN3 DeviceNet通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/ET3 Ethernet通信（シリアルゲートウェイ機能付き） +34,000

E4端子エリアオプション(*6, 7)

/L4 24V DCセンサ用供給電源 +16,000
/X4 DI 5点 +2,200
/Y4 DO 5点 +2,200
/W4 DI 2点，DO 2点 +2,200

＊1） 加熱冷却出力は，出力1と出力2の両方を指定してください。出力2コードが「N」の場合加熱冷却出力ができません。位置比例出力は，出力1コードに「P」，出力2コー
ドに「N」を指定してください。

＊2） 出力1コードが「-R」または｢-U｣の場合，出力2コードが「R」，「U」の場合，出力1のリレーはA接となります。出力１コードが｢-T｣の場合，出力２コードは｢A｣または｢N｣
のみ指定できます。

＊3） /CTオプションを指定した場合，安全規格（UL/CSA），CEマークは付きません。
＊4） /HAオプションは，出力1と出力２コードの組み合わせが｢-PN｣以外の場合に指定できます。
＊5） /RTオプションは，出力２コードが｢R｣または｢N｣の場合に指定できます。
＊6） E1，E3，E4端子エリアオプションは，それぞれ1つのみ選択できます。
＊7） E4端子エリアオプションの/L4オプションは，E3端子エリアオプションが指定無し，または/CH3を指定した場合のみ指定できます。

形　名 基本仕様コード 付加仕様
コード 内　　容 価　格

（円）
UT32A ディジタル指示調節計（DI2点，DO3点標準装備）（電源100-240V AC） 34,000
固定 -N N N -0 「-NNN-0」固定 +0

ケース色 0 ホワイト（ライトグレイ） +0
1 ブラック（チャコールグレイライト） +0

出力1（加熱側，位置比例）(*1,2,4)

-A アナログ出力（電流/電圧パルス） +2,200
-R リレー出力（C接点） +0
-U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +2,200
-T トライアック出力 +5,600
-P 位置比例出力 +7,700

出力2（冷却側）(*1, 2, 4, 5)

A アナログ出力（電流/電圧パルス） +10,000
R リレー出力（A接点）　 +7,700
U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +13,000
N なし +0

一般オプション

/DC 電源24V AC/DC +3,400
/CT コーティング処理(*3) +11,000
/HA ヒータ断線警報(*4) +5,600
/RT 伝送出力または15V DCセンサ用供給電源(*5) +2,200

E1端子エリアオプション(*6)

/L1 24V DCセンサ用供給電源 +16,000
/CH1 RS-485通信（Max.38.4kbps，2線式/4線式） +11,000
/LCH1 24V DCセンサ用供給電源，RS-485通信（Max.38.4kbps，2線式） +28,000
/X1 DI 5点 +2,200
/Y1 DO 5点 +2,200
/W1 DI 2点，DO 2点 +2,200

＊1） 加熱冷却出力は，出力1と出力2の両方を指定してください。出力2コードが「N」の場合加熱冷却出力ができません。位置比例出力は，出力1コードに
「-P」，出力2コードに「N」を指定してください。

＊2） 出力1コードが「-R」または｢-U｣，出力2コードが「R」または「U」の場合，出力1のリレーはA接となります。出力１コードが｢-T｣の場合，出力２コ
ードは｢A｣または｢N｣のみ指定できます。

＊3） /CTオプションを指定した場合，安全規格（UL/CSA），CEマークは付きません。
＊4） /HAオプションは，出力1と出力２コードの組み合わせが｢-PN｣以外の場合に指定できます。
＊5） /RTオプションは，出力２コードが｢R｣または｢N｣の場合に指定できます。
＊6） E1端子エリアオプションは，1つのみ選択できます。/L1オプションと/LCH1オプションは，出力２コードが｢N｣の場合のみ指定できます。

ご注文時の形名 出力1ケース色 出力2
一般オプション 拡張

オプション4
拡張
オプション3

UT35A-NNN-0 - / /
拡張
オプション1

//// /

ご注文時の形名 出力1ケース色 出力2
一般オプション

UT32A-NNN-0 - /
拡張
オプション1

/// /

形名例：
ブラックケース色＋トライアック出力＋DO 5点

UT35A-NNN-01-TN/Y1

形名例：
アナログ出力＋伝送出力＋RS-485通信

UT32A-NNN-00-AN/RT/CH1

一般オプション
必要なオプションを
選択してください。

一般オプション
必要なオプションを
選択してください。

ケース色
どちらかを選択してください。

ケース色
どちらかを選択してください。

出力1
中から１種類を選択してください。

出力1
中から１種類を選択してください。

出力2
加熱／冷却制御を行う場合１種類を選択してください。
出力１で-Pを選択した場合はNを指定してください。

出力2
加熱／冷却制御を行う場合１種類を選択してください。
出力１で-Pを選択した場合はNを指定してください。

拡張オプション4
中から１種類を選択してください。

拡張オプション3
中から１種類を選択してください。

拡張オプション1
中から１種類を選択してください。

拡張オプション1
中から１種類を選択してください。

E2端子エリアオプション(*4)

/A2 補助アナログ入力1点，DI 1点 +6,600
/X2 DI 5点 +2,200
/Y2 DO 5点 +2,200
/W2 DI 2点，DO 2点 +2,200

E3端子エリアオプション(*4,5)

/CH3 RS-485通信（Max.38.4kbps，2線式/4線式） +11,000
/CC3 CC-Link通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/PD3 PROFIBUS-DP通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/DN3 DeviceNet通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/ET3 Ethernet通信（シリアルゲートウェイ機能付き） +34,000
/X3 DI 5点 +2,200
/Y3 DO 5点 +2,200
/W3 DI 2点，DO 2点 +2,200

E4端子エリアオプション(*4,5)

/A4 補助アナログ入力1点，DI 1点 +6,600
/C4 RS-485通信（Max.19.2kbps，2線式/4線式） +11,000
/L4 24V DCセンサ用供給電源 +16,000
/AC4 補助アナログ入力1点，DI 1点，RS-485通信（Max.19.2kbps，2線式） +17,000
/LC4 24V DCセンサ用供給電源，RS-485通信（Max.19.2kbps，2線式） +28,000
/X4 DI 5点 +2,200
/Y4 DO 5点 +2,200
/W4 DI 2点，DO 2点 +2,200

＊1） 加熱冷却出力は，出力1と出力2の両方を指定してください。出力2が「N」の場合実現できません。 位置比例出力は，出力1を「P」，出力2を「N」に指定してください。
＊2） /CTオプションを指定した場合，安全規格（UL/CSA），CEマークは付きません。
＊3） /HAオプションは，出力1と出力2コードが「-AN」，「-RN」，「-UN」および「-TN」の場合のみ指定できます。
＊4） E1端子エリアオプションからE4端子エリアオプションは，それぞれ1つのみ選択できます。
＊5） E4端子オプションの「/L4」，「/LC4」は，E3端子オプションが「指定無し」，「/CH3」，「/X3」，「/Y3」および「/W3」の場合のみ指定できます。

C u s t o m i z e

一般オプション
必要なオプションを
選択してください。

一般オプション
必要なオプションを
選択してください。

ケース色
どちらかを選択してください。

ケース色
どちらかを選択してください。

出力1
中から１種類を選択してください。

出力1
中から１種類を選択してください。

出力2
加熱／冷却制御を行う場合１種類を選択し
てください。出力１で-Pを選択した場合はN
を指定してください。

出力2
加熱／冷却制御を行う場合１種類を選択してください。
出力１で-Pを選択した場合はNを指定してください。

拡張オプション2
中から１種類を選択してください。

拡張オプション4
中から１種類を選択してください。

拡張オプション3
中から１種類を選択してください。

拡張オプション1
中から１種類を選択してください。

拡張オプション1
中から１種類を選択してください。
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プログラム調節計 UP55A（詳細コードモデル）

プログラム調節計 UP35A（詳細コードモデル）

形　名 基本仕様コード 付加仕様
コード 内　　容 価　格

（円）

UP55A プログラム調節計（DI3点，DO3点）（電源100-240 VAC）
30パターン/300セグメント（1パターン最大99セグメント） 99,000

固定 -N N N -0 「-NNN-0」固定 +0

ケース色 0 ホワイト（ライトグレイ） +0
1 ブラック（チャコールグレイライト） +0

出力1 (*1, 2)

-A アナログ出力（電流/電圧パルス） +2,200
-R リレー出力（C接点） +0
-U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +4,500
-T トライアック出力 +5,600
-P 位置比例出力 +7,700

出力2 (*1, 2)

A アナログ出力（電流/電圧パルス） +8,900
R リレー出力（C接点） +5,600
U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +11,000
T トライアック出力 +5,600
N なし +0

一般オプション(*5)

/DC 電源24 VAC/DC +3,400
/CT コーティング処理 +16,000
/HA ヒータ断線警報 +5,600
/RT 伝送出力または15 V DCセンサ用供給電源 +3,400

E1端子エリアオプション(*3)

/R1 リモート（補助アナログ）入力1点，DI1点 +6,600
/U1 ユニバーサル入力1点（TC/RTD/DCV/mA） +23,000
/X1 DI5点 +2,200
/Y1 DO5点 +2,200
/W1 DI2点，DO2点 +2,200

形　名 基本仕様コード 付加仕様
コード 内　　容 価　格

（円）

UP35A プログラム調節計（DI3点，DO3点標準装備）（電源100-240 VAC）
2パターン/20セグメント（1パターン最大20セグメント） 46,000

固定 -N N N -0 「-NNN-0」固定 +0

ケース色 0 ホワイト（ライトグレイ） +0
1 ブラック（チャコールグレイライト） +0

出力1 (*1, 2, 4)

-A アナログ出力（電流/電圧パルス） +2,200
-R リレー出力（C接点） +0
-U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +2,200
-T トライアック出力 +5,600
-P 位置比例出力 +7,700

出力2 (*1, 2, 3, 4)

A アナログ出力（電流/電圧パルス） +10,000
R リレー出力（A接点） +7,700
U ユニバーサル出力（電流/電圧パルス/リレー） +13,000
N なし +0

一般オプション(*3, 4, 7)

/AP 2パターン/20セグメント追加 +5,600
/DC 電源24 VAC/DC +3,400
/CT コーティング処理 +11,000
/HA ヒータ断線警報 +5,600
/RT 伝送出力または15 V DCセンサ用供給電源 +2,200

E1端子エリアオプション(*5)
/X1 DI5点 +2,200
/Y1 DO5点 +2,200
/W1 DI2点，DO2点 +2,200

ご注文時の形名 出力1ケース色 出力2
一般オプション 拡張

オプション4
拡張
オプション3

拡張
オプション2

UP55A-NNN-0 - / //
拡張
オプション1

//// /

ご注文時の形名 出力1ケース色 出力2
一般オプション

UP35A-NNN-0 - / /// /
拡張
オプション3

拡張
オプション1

/
拡張
オプション4

//

形名例：
リレー出力＋ヒータ断線警報＋DI 2点／DO 2点

UP55A-NNN-00-RN/HA/W1

形名例：
アナログ出力＋伝送出力＋RS-485通信

UP35A-NNN-00-AN/RT/CH1

E2端子エリアオプション(*3)

/A2 補助アナログ入力1点，DI1点 +6,600
/X2 DI5点 +2,200
/Y2 DO5点 +2,200
/W2 DI2点，DO2点 +2,200

E3端子エリアオプション(*3,4)

/CH3 RS-485通信（Max. 38.4 kbps，2線式/4線式） +11,000
/CC3 CC-Link通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/PD3 PROFIBUS-DP通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/DN3 DeviceNet通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/ET3 Ethernet通信（シリアルゲートウェイ機能） +34,000
/X3 DI5点 +2,200
/Y3 DO5点 +2,200
/W3 DI2点，DO2点 +2,200

E4端子エリアオプション(*3,4)

/A4 補助アナログ入力1点，DI1点 +6,600
/C4 RS-485通信（Max. 19.2 kbps，2線式/4線式） +11,000
/L4 24 VDCセンサ用供給電源 +16,000
/AC4 補助アナログ入力1点，DI1点，RS-485通信（Max. 19.2 kpbs，2線式） +17,000
/LC4 24 VDCセンサ用供給電源，RS-485通信（Max. 19.2 kpbs，2線式） +28,000
/X4 DI5点 +2,200
/Y4 DO5点 +2,200
/W4 DI2点，DO2点 +2,200

＊1）加熱冷却出力は，出力1と出力2の両方を指定してください。出力2コードが「N」の場合加熱冷却出力ができません。位置比例出力は，出力1コードに「-P」，
出力2コードに「N」を指定してください。　＊2）付加仕様/HAは，出力1と出力2コードの組み合わせが「-AN」，「-RN」，「-UN」，および「-TN」の場合のみ指
定できます。　＊3）E1からE4端子エリア付加仕様は，それぞれ1つのみ選択できます。　＊4）E4端子エリア付加仕様/L4，/LC4は，E3端子エリア付加仕様指
定なし，または/CH3，/X3，/Y3または/W3を指定した場合のみ指定可能です。　＊5）付加仕様/CTを指定した場合，安全規格（UL/CSA），CEマーキングは
付きません。

E3端子エリアオプション(*5, 6)

/CH3 RS-485通信（Max. 38.4 kbps，2線式/4線式） +11,000
/CC3 CC-Link通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/PD3 PROFIBUS-DP通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/DN3 DeviceNet通信（Modbusマスタ機能付） +39,000
/ET3 Ethernet通信（シリアルゲートウェイ機能） +34,000

E4端子エリアオプション(*5, 6)

/L4 24 VDCセンサ用供給電源 +16,000
/X4 DI5点 +2,200
/Y4 DO5点 +2,200
/W4 DI2点，DO2点 +2,200

＊1）加熱冷却出力は，出力1と出力2の両方を指定してください。出力2コードが「N」の場合加熱冷却出力ができません。位置比例出力は，出力1コードに「-P」， 
出力2コードに「N」を指定してください。　＊2）出力1コードが「-R」または「-U」，出力2コードが「R」または「U」の場合，出力1はA接点となります。出力1コー
ドが「-T」の場合，出力2コードは「A」または「N」のみ指定できます。　＊3）付加仕様/RTは，出力2が「R」または「N」の場合に指定できます。　＊4）付加
仕様/HAは，出力1と出力2コードの組み合わせが「-PN」以外の場合に指定できます。　＊5）E1，E3，E4端子エリア付加仕様は，それぞれ1つのみ選択できま
す。　＊6）E4端子エリア付加仕様/L4は，E3端子エリア付加仕様指定なし，または/CH3を指定した場合のみ指定可能です。　＊7）付加仕様/CTを指定した
場合，安全規格（UL/CSA），CEマーキングは付きません。

一般オプション
必要なオプションを
選択してください。

一般オプション
必要なオプショ
ンを選択してく
ださい。

ケース色
どちらかを選択してください。

ケース色
どちらかを選択してください。

出力1
中から１種類を選択してください。

出力1
中から１種類を選択してください。

出力2
加熱／冷却制御を行う場合１種類を選択し
てください。出力１で-Pを選択した場合はN
を指定してください。

出力2
加熱／冷却制御を行う場合１種類を選択してください。
出力１で-Pを選択した場合はNを指定してください。

拡張オプション2
中から１種類を選択してください。

拡張オプション4
中から１種類を選択してください。

拡張オプション4
中から１種類を選択してください。

拡張オプション3
中から１種類を選択してください。

拡張オプション3
中から１種類を選択してください。

拡張オプション1
中から１種類を選択してください。

拡張オプション1
中から１種類を選択してください。


