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販売中止予定のご案内 

PS3N形スイッチングパワーサプライ 
 

PS3N形スイッチングパワーサプライの販売中止予定についてご案内いたします。 

 

 実施時期（予定）  

最終ご注文受付予定日：2021 年 5月 31日（月）※ 

最 終 出 荷 予 定 日：2021 年 8月 31日（火） 

保守対応終了予定日：2024 年 8月 30日（金）※ 

※ ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。 

また、期限前であっても、部材が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。 

 

 対象製品  

PS3N形 スイッチングパワーサプライ 本体 全機種  

アクセサリ：下記 L字金具、フレームカバー 

形番 

L字金具 フレームカバー 

PS9Z-3N2A PS9Z-3N9AN 

PS9Z-3N2B PS9Z-3N9BN 

PS9Z-3N2C PS9Z-3N9CN 

PS9Z-3N2D PS9Z-3N9DN 

PS9Z-3N2E PS9Z-3N9EN 

PS9Z-3N2F PS9Z-3N9FN 

※標準品を基本としたカスタム仕様製品も含みます。 

 

 推奨代替製品  

2020年 11月発売予定の新製品 PS3Vシリーズを代替推奨いたします。 

※ 推奨代替製品はコネクタタイプ、オープンフレームタイプはありません。 

※ 置き換えリストについては、別紙をご覧ください。ご使用の際は、十分に仕様をご確認ください。 

※ 推奨代替製品との仕様比較については、PS3N形スイッチングパワーサプライから PS3V形スイッチ

ングパワーサプライへの置換手引書「20-SMB104_2」をご参照ください。 

 

 販売中止理由  

搭載する主要部品が廃止となるなど継続生産が困難なため、販売を中止いたします。 
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PS3Nシリーズ→PS3Vシリーズ置き換えリスト 

販売中止予定対象製品：PS3N 推奨代替製品：PS3V 

形番 形状 入出力端子 形番 形状 入出力端子 

PS3N-A05A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF05C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A05A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A05A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-A05A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-A05A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF05C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A05A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A05A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-A05A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-A12A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A12A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A12A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください  

PS3N-A12A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-A12A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A12A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A12A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-A12A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-A24A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A24A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A24A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-A24A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-A24A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A24A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-A24A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-A24A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-B05A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF05C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B05A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B05A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-B05A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-B05A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF05C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B05A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B05A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-B05A2DN カバー付 コネクタタイプ 
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販売中止予定対象製品：PS3N 推奨代替製品：PS3V 

形番 形状 入出力端子 形番 形状 入出力端子 

PS3N-B12A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B12A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B12A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-B12A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-B12A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B12A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B12A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-B12A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-B24A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B24A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B24A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-B24A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-B24A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-015AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B24A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-B24A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-B24A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-C05A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-030AF05C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C05A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C05A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-C05A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-C05A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-030AF05C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C05A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C05A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-C05A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-C12A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-030AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C12A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C12A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-C12A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-C12A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-030AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C12A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C12A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-C12A2DN カバー付 コネクタタイプ 
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販売中止予定対象製品：PS3N 推奨代替製品：PS3V 

形番 形状 入出力端子 形番 形状 入出力端子 

PS3N-C24A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-030AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C24A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C24A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-C24A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-C24A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-030AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C24A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-C24A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-C24A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-D05A1N オープンフレーム 端子台タイプ 

置き換え候補はありません 

（容量 50W、出力電圧 5Vの製品はありません） 

PS3N-D05A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D05A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-D05A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-D05A2N オープンフレーム 端子台タイプ 

PS3N-D05A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D05A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-D05A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-D12A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-050AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D12A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D12A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-D12A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-D12A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-050AF12C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D12A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D12A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-D12A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-D24A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-050AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D24A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D24A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-D24A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-D24A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-050AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D24A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-D24A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-D24A2DN カバー付 コネクタタイプ 

 

 



  

 

 

A-2020029 別紙 

 

  4 / 5 

 

販売中止予定対象製品：PS3N 推奨代替製品：PS3V 

形番 形状 入出力端子 形番 形状 入出力端子 

PS3N-E05A1N オープンフレーム 端子台タイプ 

置き換え候補はありません 

（容量 100W、出力電圧 5V/12Vの製品は 

ありません） 

PS3N-E05A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E05A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-E05A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-E05A2N オープンフレーム 端子台タイプ 

PS3N-E05A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E05A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-E05A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-E12A1N オープンフレーム 端子台タイプ 

PS3N-E12A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E12A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-E12A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-E12A2N オープンフレーム 端子台タイプ 

PS3N-E12A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E12A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-E12A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-E24A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-100AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E24A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E24A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-E24A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-E24A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-100AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E24A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-E24A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-E24A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-F05A1N オープンフレーム 端子台タイプ 

置き換え候補はありません 

（容量 150W、出力電圧 5Vの製品は 

ありません） 

PS3N-F05A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F05A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-F05A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-F05A2N オープンフレーム 端子台タイプ 

PS3N-F05A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F05A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-F05A2DN カバー付 コネクタタイプ 
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販売中止予定対象製品：PS3N 推奨代替製品：PS3V 

形番 形状 入出力端子 形番 形状 入出力端子 

PS3N-F12A1N オープンフレーム 端子台タイプ 

置き換え候補はありません 

（容量 150W、出力電圧 12Vの製品は 

ありません） 

PS3N-F12A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F12A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-F12A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-F12A2N オープンフレーム 端子台タイプ 

PS3N-F12A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F12A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 

PS3N-F12A2DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-F24A1N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-150AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F24A1CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F24A1AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-F24A1DN カバー付 コネクタタイプ 

PS3N-F24A2N オープンフレーム 端子台タイプ 
PS3V-150AF24C カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F24A2CN カバー付 端子台タイプ 

PS3N-F24A2AN オープンフレーム コネクタタイプ 
端子台タイプをご使用ください 

PS3N-F24A2DN カバー付 コネクタタイプ 

 


