
新製品ニュース

■対象形式
• φ16コマンドスイッチ：AR16, DR16, AF16, DF16, AH164, AH165

• φ22コマンドスイッチ：AR22, DR22, AM22, DM22

• φ30コマンドスイッチ：AR30, DR30

• 角コマンドスイッチ：AG28, DG28
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■価格（税抜）
名称 希望小売価格〔円〕

ピュアホワイトLEDタイプ 標準品に対して＋155

コマンドスイッチ主要シリーズにピュアホワイト照光品をラインアップ！

コマンドスイッチ シリーズ拡充 
ピュアホワイト照光

■ご注文指定事項

照光タイプ（照光押しボタンスイッチ、表示灯他）の形式の色記号を「P」とご指定ください。

例1：

機種区分
シリーズ
操作部形状、
復帰方式
接点構成

AR 22 －E0L 10 P □E3

ランプ使用電圧、
光源・ユニットの種類

特殊対応品

ボタンの色
（P：ピュアホワイト）

例2：

シリーズ

操作部形状、
復帰方式

接点構成
ランプ使用電圧
光源の種類

ボタンの色
（P：ピュアホワイト）

端子形状

AH165 L P E11 －3 W－

■特長
● 高輝度で見栄えの良い純白色（ピュアホワイト）照光を実現。

● 点灯識別性に優れた現行品の乳白色（W）（橙色LEDランプ）と
新発売の鮮やかな純白色（P）（ピュアホワイトLEDランプ）で、
用途に合わせて使い分けが可能。

（参考）乳白色照光

NEW

純白色（ピュアホワイト）照光

NEW
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●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、
お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

安全に関するご注意

■対象形式 （詳細）
シリーズ 種類 操作部形状 適用形式
AR16
AF16

照光押しボタン
スイッチ

長角平形 AR16F0N，AR16F5N
ガード付長角平形 AR16G0N，AR16G5N
角平形 AR16F0M，AR16F5M
丸突形 AR16E0L，AR16E5L

表示灯 長角平形 DR16F0N
角平形 DR16F0M
丸突形 DR16E0L
ドーム形 DR16D0L

AF16
DF16

照光押しボタン
スイッチ

長角平形 AF16F0N，AF16F5N
角平形 AF16F0M，AF16F5M
丸平形 AF16F0L，AF16F5L

表示灯 長角平形 DF16F0N
角平形 DF16F0M
丸平形 DF16F0L

AH165 照光押しボタン
スイッチ

角平形 AH165-SL，AH165-SL5
長角平形 AH165-TL，AH165-TL5
丸突形 AH165-L，AH165-L5
ガード付角平形 AH165-SGL，AH165-SGL5
ガード付長角平形 AH165-TGL，AH165-TGL5

表示灯 角平形 AH165-ZT　（注1）
長角平形 AH165-ZS
丸突形 AH165-Z

AH164 照光押しボタン
スイッチ

角平形 AH164-SL，AH164-SL5
長角平形 AH164-TL，AH164-TL5
丸突形 AH164-L，AH164-L5
ガード付角平形 AH164-SGL，AH164-SGL5
ガード付長角平形 AH164-TGL，AH164-TGL5

表示灯 角平形 AH164-ZT
長角平形 AH164-ZS
丸突形 AH164-Z

AH16P 照光押しボタン
スイッチ

角平形 AH16P-SL，AH16P-SL5
長角平形 AH16P-TL，AH16P-TL5
丸突形 AH16P-L，AH16P-L5
ガード付角平形 AH16P-SGL，AH16P-SGL5
ガード付長角平形 AH16P-TGL，AH16P-TGL5

表示灯 角平形 AH16P-ZT
長角平形 AH16P-ZS
丸突形 AH16P-Z

（注1） AH165-ZT1（ロック対応端子シリーズ）を除く。
（注2） 抵抗付表示灯（ランプ使用電圧、光源指定記号 FR,HR,MR）を除く。

シリーズ 種類 操作部形状 適用形式
AR22
DR22

照光押しボタン
スイッチ

丸平形 AR22F0L，AR22F5L
丸突形 AR22E0L，AR22E5L
丸大形 AR22M0L，AR22M5L
丸中形 AR22M4L，AR22M9L
透明フルガード形 AR22G4L，AR22G9L
穴付フルガード形 AR22G2L，AR22G7L
フルガード形 AR22G1L，AR22G6L
角平形 AR22F0M，AR22F5M
角突形 AR22E0M，AR22E5M
角丸平形 AR22F0P，AR22F5P
角丸突形 AR22E0P，AR22E5P
角丸中形 AR22M4P

照光セレクタ 
スイッチ

丸ツマミ形 AR22PL
角丸ツマミ形 AR22PP

表示灯 ドーム形 DR22D0L
ダイヤカット形 DR22K0L
丸突形 DR22E3L
角平形（透明グローブ）DR22F4M
角平形（高フレーム） DR22F5M
角突形 DR22E3M
長角形 DR22E3N
角丸突形 DR22E3P

AM22
DM22

照光押しボタン
スイッチ

丸平形 AM22F0L，AM22F5L
丸突形 AM22E0L，AM22E5L
丸大形 AM22M0L，AM22M5L
丸中形 AM22M4L，AM22M9L
透明フルガード形 AM22G4L，AM22G9L
穴付フルガード形 AM22G2L，AM22G7L

照光セレクタ 
スイッチ

丸ツマミ形 AM22PL

表示灯 ドーム形 DM22D0L
ダイヤカット形 DM22K0L
丸突形 DM22E3L

AR30
DR30

照光押しボタン
スイッチ

丸突形 AR30E0L，AR30E5L
透明フルガード形 AR30G4L，AR30G9L
穴付フルガード形 AR30G2L，AR30G7L
フルガード形 AR30G3L，AR30G8L
プッシュ・プル中形 AR30Q7L

照光セレクタ 
スイッチ

丸ツマミ形 AR30PL

表示灯 ドーム形 DR30D0L（注2）
ダイヤカット形 DR30K0L（注2）
調光式ドーム形 DR30D1L
丸突形 DR30E3L

AG28
DG28

照光押しボタン
スイッチ

角平形 AG28F0M,AG28F5M
フルガード形 AG28G2M,AG28G7M

照光セレクタ 
スイッチ

角丸ツマミ形 AG28PP

表示灯 角平形 DG28F3M


