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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 コントロールスイッチ ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
カムスイッチ B形 B-H1001 組合せ形式：H1-1B1A ○

B-H1003 組合せ形式：H1-2A ○
B-H1004 組合せ形式：H1-1BL1AL ○
B-H1101 組合せ形式：H1-1A1B ○
B-H2001 組合せ形式：H2-2B2A ○
B-H2003 組合せ形式：H2-4A ○
B-H2008 組合せ形式：H2-2BL2AL ○
B-H2101 組合せ形式：H2-2A2B ○
B-H2110 組合せ形式：H2-2(1B1A) ○
B-H3001 組合せ形式：H3-3B3A ○
B-H3003 組合せ形式：H3-6A ○
B-H3011 組合せ形式：H3-3BL3AL ○
B-H4001 組合せ形式：H4-4B4A ○
B-H4003 組合せ形式：H4-8A ○
B-H4007 組合せ形式：H4-4BL4AL ○
B-H4102 組合せ形式：H4-4A4B
B-H6001 組合せ形式：H6-6B6A ○
B-H6003 組合せ形式：H6-12A ○
B-T1001 組合せ形式：T1-1B1T ○
B-T2001 組合せ形式：T2-2B2T ○
B-T2004 組合せ形式：T2-1B2A1T ○
B-T2017 組合せ形式：T2-2AL1BL1TL ○
B-T3002 組合せ形式：T3-2B2A2T ○
B-T3011 組合せ形式：T3-2BL2AL2TL ○
B-S1001 組合せ形式：S1-1B1A ○
B-S1008 組合せ形式：S1-1N1A ○
B-S1101 組合せ形式：S1-1A1B ○
B-S2001 組合せ形式：S2-2B2A ○
B-S2011 組合せ形式：S2-1N1B2A ○
B-SB1001 組合せ形式：SB1-1B1A ○
B-SB1008 組合せ形式：SB1-1N1A ○
B-SB1101 組合せ形式：SB1-1A1B ○
B-SB2001 組合せ形式：SB2-2B2A ○
B-SB2007 組合せ形式：SB2-2N1B1A ○
B-SQ3311 組合せ形式：SQ3-2U2L1A1B
B-A2 電流計用 ○
B-C2 電流計用 ○
B-C2E 電流計用 ○
B-C5E 電流計用 ○
B-V2 電圧計用 ○
B-V2E 電圧計用 ○
B-V3 電圧計用 ○
B-V5W 電圧計用 ○

BH形 BH-H1001 組合せ形式：H1-1B1A ○
BH-H1003 組合せ形式：H1-2A ○
BH-H1101 組合せ形式：H1-1A1B ○
BH-H1102 組合せ形式：H1-1AL1BL ○
BH-H2001 組合せ形式：H2-2B2A ○
BH-H2003 組合せ形式：H2-4A ○
BH-H2008 組合せ形式：H2-2BL2AL ○
BH-H2103 組合せ形式：H2-2(1A1B) ○
BH-H2108 組合せ形式：H2-2(1AL1BL) ○
BH-H2110 組合せ形式：H2-2(1B1A) ○
BH-H3001 組合せ形式：H3-3B3A ○
BH-H3003 組合せ形式：H3-6A ○
BH-H3007 組合せ形式：H3-2B4A ○
BH-H3011 組合せ形式：H3-3BL3AL ○
BH-H3102 組合せ形式：H3-3(1A1B) ○
BH-H3105 組合せ形式：H3-3(1AL1BL) ○
BH-H3108 組合せ形式：H3-4A2B ○
BH-H3109 組合せ形式：H3-3(1B1A) ○
BH-H4003 組合せ形式：H4-8A ○
BH-H4101 組合せ形式：H4-4(1A1B) ○
BH-H4106 組合せ形式：H4-4(1AL1BL) ○
BH-H5003 組合せ形式：H5-10A ○
BH-H5101 組合せ形式：H5-5(1A1B) ○
BH-H6003 組合せ形式：H6-12A ○
BH-H6004 組合せ形式：H6-2B10A ○
BH-H6101 組合せ形式：H6-6(1A1B) ○
BH-H6103 組合せ形式：H6-10A2B ○
BH-H10102 組合せ形式：H10-18A2B

↓次頁へ続く BH-H12108 組合せ形式：H12-12A12B ○
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http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500121/
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http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500271/
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http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/520028/
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http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/530021/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/530028/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/530031/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/530041/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/530042/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500021/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500031/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500034/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500035/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500012/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500017/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500011/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/500018/
http://www.fujidk.co.jp/products/03/b-bh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587110/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587113/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587111/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587112/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587125/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587122/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587124/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587123/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587128/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587126/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587131/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587133/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587137/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587136/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587134/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587135/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587138/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/588015/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587143/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587144/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587145/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587153/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587151/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587163/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587165/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587164/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587166/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587104/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 コントロールスイッチ ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
カムスイッチ BH形 BH-T1101 組合せ形式：T1-1T1B ○

BH-T2101 組合せ形式：T2-2(1T1B) ○
BH-T3002 組合せ形式：T3-2B2A2T ○
BH-T3101 組合せ形式：T3-3(1T1B) ○
BH-T3102 組合せ形式：T3-2(1T1A1B) ○
BH-T3114 組合せ形式：T3-2(1TL1AL1BL) ○
BH-S1001 組合せ形式：S1-1B1A ○
BH-S1101 組合せ形式：S1-1A1B ○
BH-S1102 組合せ形式：S1-1A1N ○
BH-S2001 組合せ形式：S2-2B2A ○
BH-S2011 組合せ形式：S2-1N1B2A ○
BH-S2101 組合せ形式：S2-2A2B ○
BH-S2104 組合せ形式：S2-2(1A1B) ○
BHX-SB1001 組合せ形式：SB1-1B1A
BHX-SB1008 組合せ形式：SB1-1N1A
BHX-SB1101 組合せ形式：SB1-1A1B ○
BHX-SB1102 組合せ形式：SB1-1A1N ○
BHX-SB2001 組合せ形式：SB2-2B2A ○
BHX-SB2104 組合せ形式：SB2-2(1A1B) ○
BHW-SQ2101 組合せ形式：SQ2-1U1L1B1A ○
BH-A2 電流計用 ○
BH-C2E 電流計用 ○
BH-C3E 電流計用 ○
BH-C4E 電流計用 ○
BH-C5E 電流計用 ○
BH-V2E 電圧計用 ○
BH-V3 電圧計用 ○
BH-V5W 電圧計用 ○
B-H　HCV ○
B-H　PLタンシカバー1 ○
B-H　PLSタンシカバー ○
BH-CVN-AB 1～3ユニット用端子保護カバー ○
BH-CVN-BB 4～6ユニット用端子保護カバー ○
BH-CVN-CB 7～9ユニット用端子保護カバー ○
BH-CVN-DB 10～12ユニット用端子保護カバー
BH-CVN-EB 13～15ユニット用端子保護カバー
BSバー1-3
BSバー1-5
BSバー5-9
LD-B 菊形(大)ハンドル ○
LD-BG 菊形(大)ハンドル
LDP-B 菊形(大)ポイント付ハンドル ○
LDP-BG 菊形(大)ポイント付ハンドル
HD-B 菊形(小)ハンドル ○
HD-BG 菊形(小)ハンドル
HDP-B 菊形(小)ポイント付ハンドル ○
HDP-BG 菊形(小)ポイント付ハンドル
LF-B 亀甲形(大)ハンドル ○
LF-BG 亀甲形(大)ハンドル
LFP-B 亀甲形(大)ポイント付ハンドル ○
LFP-BG 亀甲形(大)ポイント付ハンドル
HF-B 亀甲形(小)ハンドル ○
HF-BG 亀甲形(小)ハンドル
HFP-B 亀甲形(小)ポイント付ハンドル ○
HFP-BG 亀甲形(小)ポイント付ハンドル
LP-B ステッキ形(大)ハンドル ○
LP-BG ステッキ形(大)ハンドル
HP-B ステッキ形(小)ハンドル ○
HP-BG ステッキ形(小)ハンドル
MP-B ピストル形(大)ハンドル ○
MP-BG ピストル形(大)ハンドル
HR-B ピストル形(小)ハンドル ○
HR-BG ピストル形(小)ハンドル
LS-B ツマミ形ハンドル
LE-B 卵形(大)ハンドル ○
LE-BG 卵形(大)ハンドル
HE-B 卵形(小)ハンドル ○
HE-BG 卵形(小)ハンドル
HSP-B くちばし形(大)ポイント付ハンドル
HSP-BG くちばし形(大)ポイント付ハンドル
USP-B くちばし形(小)ポイント付ハンドル

↓次頁へ続く USP-BG くちばし形(小)ポイント付ハンドル

http://www.fujidk.co.jp/products/03/
http://www.fujidk.co.jp/products/03/b-bh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587311/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587321/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587330/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587331/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587332/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587344/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587213/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/570001/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587212/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587220/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587222/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587221/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587224/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/588110/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/588111/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/585021/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/585023/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/587421/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586142/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586201/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586301/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586400/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586501/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586200/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586113/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/586500/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/518910/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58450/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58460/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/518921/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/518922/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/518923/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/52552/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58032/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/53812/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58062/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/52562/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58042/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/53832/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58072/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58052/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/58082/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/52572/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/53842/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/52522/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/53872/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 コントロールスイッチ ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
カムスイッチ B形、BH形 BフランジセットB ○

BフランジセットBG
BJフランジセットB はめ込み式(ワンタッチ) ○
FパネルセットB
FパネルセットBG
インジケータフランジセットB ○
インジケータフランジセットBG
54-000 銘板文字(無地) ○
54-200 銘板文字(切・入) ○
54-201 銘板文字(手動・自動) ○
54-202 銘板文字(単独・連動) ○
54-203 銘板文字(直接・遠方) ○
54-204 銘板文字(減・増) ○
54-208 銘板文字(停止・起動) ○
54-209 銘板文字(停止・運転) ○
54-212 銘板文字(直接・遠方・遠方直接切換開閉器)

54-214 銘板文字(切・入・電源開閉器)
54-222 銘板文字(常用・非常用・切換SW) ○
54-227 銘板文字(切・入・操作スイッチ) ○
54-240 銘板文字(切・入・制御電源)
54-250 銘板文字(切・入・切換スイッチ) ○
54-251 銘板文字(切・入・操作スイッチ) ○
54-252 銘板文字(切・入・しゃ断器)
54-253 銘板文字(手動・自動・切換スイッチ) ○
54-257 銘板文字(切・入・制御電源) ○
54-267 銘板文字(切・入・引操作) ○
54-269 銘板文字(切・入・断路器) ○
54-277 銘板文字(閉・開) ○
54-278 銘板文字(現場・中央) ○
54-279 銘板文字(No.1・No.2) ○
54-282 銘板文字(切・入・遮断器)
54-286 銘板文字(直接・遠方・切換スイッチ) ○
54-288 銘板文字(切・入・引きにて操作) ○
54-300 銘板文字(閉・停止・開)
54-350 銘板文字(手動・切・自動・切換スイッチ) ○
54-374 銘板文字(R・S・T・電流計)
54-375 銘板文字(R-S・S-T・T-R・電圧計)
54-490 銘板文字(O・R-S・S-T・T-R・電圧計) ○
54-492 銘板文字(O・R-N・N-T・T-R・電圧計) ○
54-495 銘板文字(O・R・S・T・電流計) ○
54-496 銘板文字(O・R・N・T・電流計)
54-555 銘板文字(O・R・S・T・O・電流計)
54-556 銘板文字(O・R・S・T・N・電流計) ○
54-557 銘板文字(O・R-S・S-T・T-R・O・電圧計) ○
54-560 銘板文字(OFF・R-S・S-T・T-R・OFF・電圧計) ○
54-564 銘板文字(0・1・2・3・0・電流計)
54-565 銘板文字(0・1-2・2-3・3-1・0・電圧計)
54-575 銘板文字(OFF・R-N・N-T・T-R・OFF・電圧計)

54-753 銘板文字(T-R・O・R-S・S-T・電圧計) ○
54-755 銘板文字(T・O・R・S・電流計) ○
54-760 銘板文字(T・O・R・N・電流計)
54-2147 銘板文字(自動解除・自動)
54-2148 銘板文字(切・入・引きにて操作)
54-2152 銘板文字(ロック・解除)
54-200E 銘板文字(OFF・ON) ○
54-201E 銘板文字(MANU・AUTO)
54-226E 銘板文字(OFF・ON・CONTROL)
54-234E 銘板文字(LOCAL・REMOTE) ○
54-236E 銘板文字(OPEN・CLOSE)
54-252E 銘板文字(OFF・ON・CIRCUIT BREAKER)

54-282E 銘板文字(LOCAL・REMOTE・CONTROL)

54-298E 銘板文字(CC・NCC)
54-495E 銘板文字(O・R・S・T・AMMETER) ○
54-555E 銘板文字(OFF・R・S・T・OFF・AMMETER)

54-556E 銘板文字(O・R・S・T・N・AMMETER)
54-2100E 銘板文字(IN・OUT)
54-2135E 銘板文字(ON・OFF)
K54-000 銘板文字(無地)
P54-201 銘板文字(切・入・しゃ断器)
P54-202 銘板文字(切・入・断路器)
P54-203 銘板文字(切・入・遮断器) ○

http://www.fujidk.co.jp/products/03/
http://www.fujidk.co.jp/products/03/b-bh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/518092/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/519900/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/518094/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/540010/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541101/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541102/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541103/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541104/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541105/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541109/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541110/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541122/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541127/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541151/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541152/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541154/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541158/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541100/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541169/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541177/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541178/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541179/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541186/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541188/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541250/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541390/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541392/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541395/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541456/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541457/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541460/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541517/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541519/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/545100/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/545134/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/545395/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/541723/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 コントロールスイッチ ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
ダブルブリッジ高信頼性カムスイッチ BH-WS形 BH-H3003-WS 組合せ形式：H3-6A

BH-H6003-WS 組合せ形式：H6-12A
BH-T3002-WS 組合せ形式：T3-2B2A2T
BH-S1001-WS 組合せ形式：S1-1B1A

ディスクレパンシースイッチ BHL形 BHLフランジセットYB 角形
BHLフランジセットZB 丸形
BHL-NP-Ｌ54-Y000 銘板文字(無地)
BHL-NP-Ｌ54-Z000 銘板文字(無地)
BHL-NP-L54-Y01E 銘板文字(OPEN・CLOSE・CC・OC)
BHL-NP-L54-Y02E 銘板文字(IO・IC・C・O)
BHL-NP-L54-Y05E 銘板文字(T・C・TC・TT)
BHL-NP-L54-Y11E 銘板文字(PUSH・CLOSE・OPEN)
BHL-NP-L54-Z00B 銘板文字(無地)、黒色銘板
BHL-NP-L54-Z02E 銘板文字(OPEN・CLOSE)
BHL-NP-L54-Z03E 銘板文字(IO・IC・C・O)
BHL-NP-L54-Z04E 銘板文字(O・IO・IC・C)
BHL-NP-L54-Z10E 銘板文字(T・C)
BHL-NP-L54-Z11E 銘板文字(PUSH・CLOSE・OPEN)
BHLS-NP　D54-Y000 銘板文字(無地)、角形
BHLS-NP　D54-Z000 銘板文字(無地)、丸形

小形カムスイッチ FH形 FH-LED-R
FH-LED-G
FH-LED-Q
FH-NP-Y000 銘板文字(無地)、角形
FH-NP-Z000 銘板文字(無地)、丸形

マイクロカムスイッチ UL形 UL-A-C
UL-A-W
UL-Y 角形フランジセット
UL-Z 丸形フランジセット
UL-NP-Y001 銘板文字(切・入)
UL-NP-Y004 銘板文字(手動・自動)
UL-NP-Z001 銘板文字(切・入)
UL-LED-R
UL-LED-G
UL-LED-Y
UL-LED-B
UL-LN

制御用カムスイッチ H形 H-HD-H-B-SET
H-NP-K57-000 銘板文字(無地)
H-NP-57-201C 銘板文字(切・入)
H-NP-57-203C 銘板文字(停止・起動)
H-SB1-3

ドラムスイッチ M形 M-H2003M 組合せ形式：H2-1B1A
M-H6003M 組合せ形式：H6-3B3A
M-H6005M 組合せ形式：H6-2B4A ○
M-S2002M 組合せ形式：S2-1B1A ○
M-S4003M 組合せ形式：S4-2B2A ○
M-SB2002M 組合せ形式：SB2-1B1A ○
SP-B ピストル形ハンドル
SD-B 菊形ハンドル
SF-B 亀甲形ハンドル
M　SバーA
M　ヌキグ
MA-000 銘板文字(無地) ○
MA-200 銘板文字(切・入) ○
MA-201 銘板文字(手動・自動)
MA-209 銘板文字(停止・運転)
MA-227E 銘板文字(OPEN・CLOSE)
MA-252 銘板文字(切・入・操作スイッチ)
MA-270 銘板文字(不使用・使用・切換スイッチ)
MA-277 銘板文字(閉・開)
MA-290 銘板文字(切・交流しゃ断器・入)
MA-455 銘板文字(O・R・S・T・電流計)

ML形 ML-1352
ML-2352 ○
ML-3452
ML-3552

http://www.fujidk.co.jp/products/03/
http://www.fujidk.co.jp/products/03/b-wsbh-ws.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/bhl.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/fh.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/ul.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/h.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/m-ml.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/600175/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/620022/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/620083/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/630022/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/62450/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/562000/
http://www.fujidk.co.jp/products/03/m-ml.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/618273/
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【製品カテゴリ】 コントロールスイッチ ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
押しボタンスイッチ PSA形 PSA-P01C

PSA-P02C
PSA-P10C
PSA-P11B
PSA-P11C
PSA-P20C
PSA-P22B
PSA-P22C
PSA-P33C
PSA-P44C
PSA-PY10C
PSA-PY11B
PSA-PY11C
PSA-PW11C
PSA-PY22B
PSA-PY22C
PSA-CB11C
PSA-CB22C
PSA-CB33C
PSA-UB11C
PSA-UR11B
PSA-UB22B
PSA-UR22B
PSA-UR22C
PSA-P-BT-B
PSA-P-BT-Y
PSA-U-BT-B
PSA-U-BT-R
PSA-LENS-R
PSA-LENS-W
PSA-LENS-G
PSA-NP
PSA-RG-P-C
PSA-CV
PSA-LN

セレクタスイッチ PSA形 PSA-HB11B
PSA-HB11C
PSA-HR11C
PSA-HB22B
PSA-HB22C
PSA-HB33C
PSA-HB44C
PSA-TB11B
PSA-TB11C
PSA-TB22C

照光式押しボタンスイッチ LPSA形 LPSA-CRB11-024B
LPSA-CGB11-024B
LPSA-CRB22-024C
LPSA-CRB11-T110B
LPSA-CGB11-T110B
LPSA-CRB11-F110B
LPSA-CRB11-F110C
LPSA-COB11-F110B
LPSA-CWB11-F110C
LPSA-CGB11-F110B
LPSA-CGB11-F110C
LPSA-CRB22-T110C
LPSA-CGB22-T110C
LPSA-CRB22-F110B
LPSA-CGB22-F110C
LPSA-CRB22-F110C
LPSA-COB22-F110C
LPSA-LED024-R
LPSA-LED024-O
LPSA-LED024-G

押しボタンスイッチ HSA形 HSA-MB01C
HSA-MB02C
HSA-NP

セレクタスイッチ HSA形 HSA-HB22C
照光式押しボタンスイッチ LHSA形 LHSA-COB11-F110B
ドアスイッチ T形 TLD-01 ○

TLD-10
TLD-11 ○

http://www.fujidk.co.jp/products/03/
http://www.fujidk.co.jp/products/03/paslpsa.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/paslpsa.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/paslpsa.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/hsalhsa.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/hsalhsa.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/hsalhsa.html
http://www.fujidk.co.jp/products/03/t.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/8002011/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/8002013/

