
● 広い表示エリアで情報量がたっぷり

● スリムなベゼルにより、
　 スタイリッシュとコンパクトを両立

● 色で選べる、
　 スマートなシルバーとクールなブラックSmart silver Cool black

FACTORY AUTOMATION

GOT2000 Wide
三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
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Global Player

三菱電機グループは「グローバル
環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、「常により良いものを
目指し、変革していく」という“Changes for 
the Better”の理念のもと、活力とゆとりの
ある社会の実現に取り組んできました。そし
ていま、時代に応える“eco changes”の精
神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通
じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に
向けてチャレンジしています。そのために、
社員一人ひとりがお客さまと一体となって、
グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、
社会を、より安心・快適に変えてゆきます。
三菱電機グループは、最先端の環境技術と優
れた製品力を世界に展開し、豊かな社会の構
築に貢献する「グローバル環境先進企業」を
目指します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、粒子線
治療装置、その他

産業メカトロニクス
プログラマブルコントローラー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電磁開閉
器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風
機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、
カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IH クッキングヒーター、その他
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ワイドだから表示エリアが広い！

GT2510-WXTSDGT2510-WXTSD

広い表示エリアで情報量がたっぷり

スリムなベゼルにより、
スタイリッシュとコンパクトを両立

色で選べる
スマートなシルバーとクールなブラック

10
.1

型
　

19
4m

m

7型　189mm

10.1型　252mm

＜ 実寸大 ＞

7型
　

14
2m

m
ワイドにTouch!
ワイドなボディに豊富な情報量。
スタイリッシュに、そして美しく…。

GT2507-WTBDGT2507-WTBD
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ワイドだから表示エリアが広い！

GT2510-WXTSDGT2510-WXTSD

広い表示エリアで情報量がたっぷり

スリムなベゼルにより、
スタイリッシュとコンパクトを両立

色で選べる
スマートなシルバーとクールなブラック

10
.1

型
　

19
4m

m

7型　189mm

10.1型　252mm

＜ 実寸大 ＞

7型
　

14
2m

m

ワイドにTouch!
ワイドなボディに豊富な情報量。
スタイリッシュに、そして美しく…。

GT2507-WTBDGT2507-WTBD
GT25 model
Ethernet 2ポート CC-Link IE Field

Basic RS-232 RS-422/485

音声出力
インタフェース

無線LAN通信
ユニット対応

格納用メモリ(ROM)
32MB

動作用メモリ(RAM)
128MB

GT2510-WXTSDGT2510-WXTBD

10.1型ワイド
WXGA DC電源

表示部:TFTカラー液晶
表示色:65536色
解像度:1280×800ドット

GT2507-WTSDGT2507-WTBD

7型ワイド
WVGA DC電源

表示部:TFTカラー液晶　
表示色:65536色
解像度:800×480ドット

表示器画面作成ソフトウェア
選んで、作画。美しい画面が思いのままに… GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus

使い慣れた、GOT2000シリーズ共通の表
示器画面作成ソフトウェアGT Works3
で画面作成できます。
＊ワイドモデル のGT Works3対応 バージョンは、

Ver.1.175H以降です。
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USBインタフェース:デバイス(USB  Mini-B)

充実のインタフェース

1280ドット

800 ド
ット

＊ 10.1型の場合

無線LAN通信ユニット
インタフェース

音声出力インタフェース
(φ3.5 ミニジャック)

USBインタフェース:
ホスト(USB-A)

SDメモリカードスロット

RS-232インタフェース

RS-422/485
インタフェース

Ethernetインタフェース
(右からPort1、Port2)

GT25 model サイズと色で選べる、4つのワイド

多彩なインタフェースがオールインワン。しかも、コンパクト。
お客様の「こんなGOTがほしかった」を形にしました。

超高解像度 WXGA:
1280×800ドット  ＊ 10.1型の場合

主な仕様

項目
仕様

GT2510-WXTBD
GT2510-WXTSD

GT2507-WTBD
GT2507-WTSD

ディスプレイ 10.1型ワイド
TFT65536色カラー液晶

7型ワイド
TFT65536色カラー液晶

解像度 WXGA
1280×800ドット

WVGA
800×480ドット

バックライト 白色LED

ユーザメモリ 格納用メモリ(ROM):32MB
動作用メモリ(RAM):128MB

標準
インタフェース

Ethernet(2ポート)、RS-232、RS-422/485、USBホスト
(USB-A)、USBデバイス(USB Mini-B)、音声出力、SDメモリカ
ードスロット、無線LAN通信ユニットインタフェース

2つのEthernetポートを標準搭載

音声出力インタフェース内蔵

無線LAN通信ユニット対応

超高解像度で画面の表現力が向上 情報系と制御系の
ネットワークを分割できる

超高解像度のWXGAディスプレイ＊を搭載し、納得の解像度を実現。
1画面に必要充分な情報を表示できます。 ＊ 10.1型の場合

→詳細はP.8、P.9へ

2つのEthernetポートにより事務所の情報系ネットワークと⽣産
現場の制御系ネットワークを物理的に分けることができます。そ
れぞれ異なるIPアドレスを設定でき、安⼼・安全なネットワーク構
成を実現できます。

解像度は標準モデル比3.3倍で、細かい文字もくっきり見える！

GT2508-Vの外形サイズ:
241(W)×194(H)×52(D)mm

GT2510-Wの外形サイズ:
252(W)×194(H)×48(D)mm

8.4型と外形サイズはほぼ同じで、表示サイズは標準モデル比約1.3倍！

8.4 型
表示サイズ

10.1型
Wide

標 準
8.4型

VGA WXGA

Ethernet

Ethernet
情報系ネットワーク
(IPアドレス:192.168.3.＊＊)

制御系ネットワーク
(IPアドレス:192.168.5.＊＊)
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USBインタフェース:デバイス(USB  Mini-B)

充実のインタフェース

1280ドット

800 ド
ット

＊ 10.1型の場合

無線LAN通信ユニット
インタフェース

音声出力インタフェース
(φ3.5 ミニジャック)

USBインタフェース:
ホスト(USB-A)

SDメモリカードスロット

RS-232インタフェース

RS-422/485
インタフェース

Ethernetインタフェース
(右からPort1、Port2)

音声通知で装置に付加価値を 無線ネットワークで
リモートメンテナンスを簡単に実現

音声出力インタフェースを内蔵し、音声通知システムを簡単に構築
できます。イベント内容を画面に表示するだけでなく、音声で通知す
ることで、必要な情報をより確実に作業者に伝えることができます。
→詳細はP.10、P.11へ

無線LAN通信ユニットをGOTに装着することでパソコンとGOT
間の無線LAN接続が可能です＊。プロジェクトデータの転送やFA
トランスペアレント機能、GOT Mobile機能などを使用できます。

ワークを取り除いてください。

音声出力機器
(アンプ内蔵スピーカなど)

GOT
＋無線LAN通信ユニット＊

＊ 別置きのアクセスポイントを使用しての通信も可能です。 7
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ワイドで広がる使い方！
ワイドだとこんなにいい。
ワイド画面でうれしくなることをご紹介。

見たい情報を増やして作業効率アップ！  

グラフの表示エリアを増やしたい！
Before

もう少し、1画面で確認できるグラフの
情報が増えたらなぁ…

After

ワイドなら！

グラフの表示範囲が増えて、ロギングのトレンド情報を
たっぷり確認できる！

アラームの情報を増やしたい！
Before

もう少し、1画面で確認できるアラームの
情報が増えたらなぁ…

After

ワイドなら！

ワイドで広くなったエリアに操作メニューを配置することで、
アラーム情報をたっぷり確認できる！

テンキーを常に表示させたい！
Before

数値入力のたびにテンキーが表示されるため、
情報が隠れてしまう…

After

ワイドなら！

テンキーをベース画面に配置できるので、見たい情報を
見ながら作業できる！8

3

特
長



メニューを常に配置して操作性をアップ！  

表示画面からすぐに画面切り換えがしたい！
Before STEP1

メニュー画面に戻る

STEP2
メニュー画面から
画面切り換え

After

わざわざメニュー画面に戻るのは面倒だなぁ…
画面のサイドにメニューを配置することで、
ワンタッチで画面切り換えできる！

表示画面

アラーム画面

メニュー画面 ワイドなら！

ドキュメント表示機能は縦置き表示でまるまる表示！  

ドキュメント全体を1画面で見たい！

見たい情報が途中で途切れてページを送る
操作が面倒だなぁ…

ワイドなら！

WXGA

見やすい大きさでドキュメ
ント全体を表示でき、確認
作業がスムーズに！

VGA

AfterBefore

小形の装置や狭いスペースにもGOTを設置できる！  

操作盤を小形化したい！

コンパクトなボディに加え、縦置き表示も可能！
だから、狭い場所にも設置でき、操作盤を小形化できる！

表示エリアは広いのに、
コンパクトボディを実現！

狭ベゼル

薄型

ワイドなら！

9
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音声ファイルの作成をサポート

 
NEW音声合成機能✽1

GT Works3でテキストを入力するだけで、メッセージの音声ファ
イルを作成できます。(最大500個のファイルを登録可能)
また、メッセージは6言語に対応し、それぞれの言語で話者(女性/
男性)を選択できます。
さらにFA用語翻訳ツール＊2が多言語化にかかる工数を軽減し、シ
ステムのグローバル化を支援します。
＊1　別途GT Works音声合成ライセンス(SW1DND-GTVO-M)が必要です。
＊2　GT Works3に同梱しています。詳細はP.16または、FA用語翻訳ツールリーフレット

L(名)08412をご参照ください。

メッセージの作成イメージ

話者の言語と
性別を選択

再生して音声を確認 任意のメッセージを入力

対応言語
男性

日本語 英語 中国語
(簡体字) 韓国語 スペイン語

女性
日本語 英語 中国語

(簡体字)
中国語
(繁体字) 韓国語 スペイン語

音声ファイルの再生機能がさらに充実！
複数ファイルの連続再⽣ができます。(最大16個)
再⽣時間も増え、さまざまなメッセージに対応します。

連続再生の設定も簡単
(スイッチ、トリガアクションで設定可能)
GT Works3で音声ファイルを再⽣したい順番に指定するだけで
連続再⽣ができます。

音声ファイルの仕様
項 目 仕 様

音声ファイル形式 WAV形式
サンプリング周波数 8kHz/16kHz
チャンネル数 1ch(モノラル)

最大再⽣時間 1ファイル:30秒
連続再⽣時(16ファイル):480秒

連続再⽣
(スイッチやトリガアクション時) 最大16個のファイルを設定可能

再⽣仕様 ミュート/キャンセルが可能

動作を設定すると、指定した順に音声ファイルを再生します。
最大16個の音声ファイルの指定が可能です。

ピピピ
装置Aで
エラーが発生しました。

再生途中の音声をキャンセルまたはミュートに変更できる！

状況確認後は再⽣途中の音声をキャンセルまたはミュートに変更
することで、周囲の作業員を配慮した音声通知を実現します。

確認OK!

エラーが発生しました。
工程Aのワークの状況を…

簡単に、より確実に、
音声で情報を伝える
GT Works3で音声合成が可能に！
音声ファイルの作成が簡単になりました。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについてはマニュアルをご参照ください。10
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音声通知が現場で活躍！
イベント発生をメッセージや効果音、メロディで伝える
アラーム発⽣時などにメッセージや警報を音声として出力するこ
とで、GOTから離れた場所にいる作業者に、より確実に情報を伝
えることができます。
スクリーンセーブ中でも音声通知が可能です。
装置の異常情報や原因を迅速に展開することで、ダウンタイムを
短縮します。

部品の交換時期が来ました。
交換してください。

ピンポンパンポン♪

ワークがつまりました。
取り除いてください。

再生可能な音声ファイルの種類

任意のテキスト
から作成

50種類以上の
音源を収録

10種類以上の
音源を収録

メッセージ 効果音 メロディ

こんな機能も･･･！
同時に複数のエラーが発生しても、再生できる！ 連続再生を使ってデータサイズを節約できる！
同時にエラーが発⽣しても、GOTで最大16個のデータを保持で
きるため、発⽣したイベントの内容を全て音声で確認でき、イベン
トの取りこぼしがありません。

共通する音声部分を切り出して登録できるため、同じ音声データ
が重複せず、データサイズを節約できます。メッセージの変更も
組み合わせを変えるだけで簡単です。

イベントが同時発生しても・・・

最大16個のデータを保持できる！

❶ ❸❷

ラインAで
エラー発生

ラインBで
エラー発生

ラインCで
エラー発生

❶ラインAでエラーが発生しました。
❷ラインBでエラーが発生しました。
❸ラインCでエラーが発生しました。

発生したイベントの内容を順次再生

連続再生時の
組み合わせは
自由自在！

Before

After
分割すると …

現場で役立つ！音声通知の小技をご紹介
状況に合わせてタッチ音を変更できる！ タッチスイッチ押下時の

音声ガイダンスとして使える！
複数の言語を順番にアナウンスできる！

現場の状況や作業者に合わせたタッチ音
に変更できます。

タッチスイッチを押下時に次の操作の指示
や、注意事項を音声で伝えることで、作業
ミスを未然に防ぐことができます。

作業者の言語が異なる現場でも、必要な
情報を正確に伝えることができます。

ピンポン♪

運転を開始します。

運転を終了します。

タッチしました。

オンします。

現場の状況に合わせたタッチ音の場合

お好みのタッチ音を設定できます。
作業者に合わせたタッチ音の場合

材料の投入は完了していますか?
① エラーが発生しました。
② An error occurred in this system.
③ 系统发生异常。

① ② ③

日本語 中国語
(簡体字)英 語

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについてはマニュアルをご参照ください。 11
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応用例
見たい情報をすぐに確認でき、ダウンタイム短縮！ アンドンシステムが簡単に構築できる！ ここがVer.UP!

必要なマニュアルやWebサイト、動画マニュアルなどをあらかじ
め準備することで、タブレットで見たい情報を確認できます。
(ハイパーリンク機能)

GOTと大画面モニタ＋パソコンの組み合わせでアンドンシステム
を構築できます。工程ごとに異なる画面を表示でき、電源投入す
るだけで、初期画面を表示できます。(アンドン機能)

マニュアルで
エラーの内容を
確認できる!

Webサイトで
製品の最新情報を
確認できる!

動画で
メンテナンス手順を
確認できる!

現場 大画面モニタ＋パソコン
工程A 工程B 工程C

GOTらくらくリモートソリューション
GOT2000が工場の「見える化」、生産現場の
「トータルコスト削減」に貢献します。

GOT Mobile機能の詳細は…
● GOTらくらくリモートソリューションリーフレットL(名)08383

いつでも、どこでも現場が見える！  

GOT Mobile機能✽
 

離れた場所から現場が見える！ 現場や事務所、外出先で同時に見える！
現場 外出先事務所

タブレットサイズパソコンサイズフルハイビジョンサイズ スマートフォン
サイズ

それぞれの情報機器に
合わせた画面を設定できる！

現場のGOTを通じて、遠隔地のパソコンやタブレットなどの情報
機器から現場の接続機器をモニタ・操作できます。
それぞれの情報機器に合わせた画面を設定できるので、見やすく
必要な情報のみを表示できます。
＊　別途ライセンス(GT25-WEBSKEY-£)が必要です。
＊　1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は最大5つです。
＊　クライアントにブラウザ(Google ChromeまたはSafari)が必要です。

ここがVer.UP!
画面切り換えやブラウザの横幅を変更しても、自動でフィットし
て表示できます。

同時に5人で調整・立上げが可能！
同時操作の心配もなく安心！

タブレット

パソコン
パソコン＋
大画面モニタ

GOT
+無線LAN通信ユニット

離れた場所や
事務所

タブレットスマート
フォン

現場

Ethernet

操作権取得中
入力操作可

操作権なし
入力操作不可

操作権なし
入力操作不可

操作権なし
入力操作不可

操作権なし
入力操作不可

5つの情報機器(クライアント)が1台のGOTに同時にアクセスで
きます。操作権の排他制御により、現場GOTの操作と遠隔操作の
競合を防止できます。
(GOTネットワーク連携機能)

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。12
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GOTさくさく駆動機器連携ソリューション
駆動機器との連携をさらに強化しました。
システムの立上げや調整などに貢献します。

GOT2000の豊富な駆動機器連携機能の詳細は…
● 駆動機器連携ソリューションカタログL(名)08332

GOTでサーボアンプの立上げ・調整・保守ができる！  

駆動機器連携機能 NEW

GOT2000にMR Configurator2(MR-J4対応)の主要な機能を
搭載！現場作業のパソコンレス化を実現し、立上げ作業、調整作
業の効率化、予防保全、保守作業の効率化、コスト削減に貢献し
ます。 CC-Link IEフィールドネットワーク

シンプルモーションユニットシンプルモーションユニット

サーボアンプ
MR-J4-□GF(-RJ)

サーボアンプ
MR-J4-□B(-RJ)

ここがVer.UP!

CC-Link IEフィールドネットワーク接続(MR-J4-□GF(-RJ))に対
応しました。

システムランチャー機能

選択したサーボアンプに対してドライブ
レコーダ機能を起動して波形解析可能。

サーボアンプ、モータのシリアル
番号を表示し、ファイル出力も可能。

サーボアンプの状態が確認できる！ ここがVer.UP!

システムランチャ―機能がSSCNETⅢ/Hに対応しました。
GOTに接続されたサーボアンプの状態をグラフィカルなシステ
ム構成図から確認でき、異常箇所を迅速に特定し、解決すること
ができます。また、同画面からドライブレコーダ機能の起動も可能
です。

サーボシステムの予防保全を支援！ システムトラブルの原因究明に活躍！
機械診断機能 ドライブレコーダ機能

MR Configurator2の保全機能の機械診断相当の画面をGOT
で表示できます。さらにGOTでは、ロギングしたサーボアンプの
推定値としきい値を比較し、機械の経年劣化を把握することで、
簡単に予防保全を実現します。

MR Configurator2のドライブレコーダと同等の画面をGOTで
表示できます。サーボアラーム発⽣前後のデータを、サーボアンプ
から読み出し、波形やデータ一覧で表示できるため、トラブルに
いち早く対応できます。

機械が止まる前に予防保全できる！

!

4GB
NZ1MEM-4GBSD

ドライブレコーダ情報一覧画面 グラフ波形画面

サーボデータをGOTのSDメモリカードやUSBメモリに
取り出して、事務所で確認、解析することができます。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。 13
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FA機器がつながる、
簡単につながる
多彩なインタフェースを内蔵。
いろいろな機器が簡単につながります。

多彩な内蔵インタフェースで機器がつながる
GT2510-WXTBD/GT2510-WXTSD

2) 無線LAN通信ユニット
　 インタフェース

3) SDメモリカードスロット

4) USBインタフェース:
ホスト(USB-A)＊

6) RS-232インタフェース

7) RS-422/485インタフェース

8) Ethernet
　 インタフェース

9) Ethernet
　 インタフェース

GT2507-WTBD/
GT2507-WTSD

1) USBインタフェース:
    デバイス(USB Mini-B)

SDメモリカード

無線LAN通信ユニット＊
(アクセスポイント)

無線LAN搭載機器

USB(ホスト)接続機器

パソコン、FA機器など

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器

＊ EthernetインタフェースPort1、Port2ともにEthernetと
CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器との接続が可能です。

＊ 対応予定

Ethernet
1)

4)
5)

6)7)8)9)

3)

2)

5) 音声出力インタフェース
    (φ3.5 ミニジャック)

パソコン
GT Works3など

 FA機器など

パソコン、 FA機器、シリアルプリンタなど

4GB
NZ1MEM-4GBSD

＊ 使用可能国はP.20の製品一覧をご参照ください。  

＊ 拡張USB防水ケーブルを使用してUSBポートを
制御盤面に引き出すことができます。

音声出力機器
(アンプ内蔵スピーカなど)

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。14
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トラブル発生時も迅速に対応できる！  

CC-Link IEフィールドネットワーク診断 NEW

GOTでCC-Link IEフィールドネットワークの診断画面を確認で
きます。パソコンを接続しなくてもネットワークの異常箇所がひと
目で分かります。トラブル発⽣時に異常箇所や異常原因、イベント
履歴をすぐに確認できるので、ダウンタイムを短縮できます。

CPU直接接続＊1
シリアルコミュニケーション接続＊2
Ethernet接続＊3

＊1　RCPU、FX5CPUはCPU直接接続に対応していません。
＊2　FX5CPUはシリアルコミュニケーション接続に対応していません。
＊3　シーケンサのEthernetインタフェースユニットとの接続には対応していません。

異常箇所がビジブルで見つけやすい！

 自由度の高いシステム構成を実現
CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応✽ NEW

標準のEthernetインタフェースを使用してCC-Link IEフィールド
ネットワークBasic対応機器と接続できます。サイクリック通信が
可能です。TCP/IP通信との混在もできるため、さらに自由度の高
いシステムを構築できます。
＊ 詳しくはテクニカルニュースNo.GOT-D-0104をご参照ください。

Ethernet

Ethernet

RCPU、FX5CPU、
QCPU、LCPU

リモートI/O位置決め内蔵モータ�

インバータ GOT2000

スイッチングハブ

パソコン

マスタ局

マスタ局↔スレーブ局間
のサイクリック通信

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器 Ethernet対応機器
ラベルプリンタ

ウェイト
チェッカー

バーコード
リーダ

＊ 対応予定

デバック作業がスムーズに！  

FAトランスペアレント機能
盤を閉じたまま、GOTの前面USBインタフェースにパソコンを接
続し、GOTを経由してFA機器のプログラミングや立上げ、調整作
業ができます。盤を開けたりケーブルを付け替える面倒な手間が
かからずスムーズに作業できます。

＊ GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の装着が必要です。

USB
Ethernet
無線LAN＊

Ethernet
CC-Link IEなど

Ethernetなど

SSCNETⅢ/H

RS-485
Ethernet
CPU直接接続

Ethernet
CPU直接接続

三菱電機インバータ

三菱電機シーケンサ

三菱電機モーションコントローラ

三菱電機シーケンサなどプログラミング・
セットアップソフトウェア用パソコン

ここがVer.UP!
GOTと接続機器間がEthernet接続の場合でも、パソコンと
GOT間をEthernet接続して、FAトランスペアレント機能が使用
できます。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。 15
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❷ 翻訳実行

GT Works3

言語切り換え画面が簡単に作成できる！

FA用語翻訳ツール

❶ GT Works3などのコメントを
　 FA用語翻訳ツールに貼り付け

チェックすると
ユーザ辞書に
登録可能

❸ 翻訳結果をGT Works3
　 に貼り付け

表示器画面作成ソフトウェア
選んで、作画。美しい画面が思いのままに…

表示器の画面作成を総合的にサポートするソフトウェアです。よ
りイメージ豊かな画面作成をサポートするために、「簡単」、「綺
麗」、「使いやすい」の3つをテーマに、使う立場から発想した機能
により、作画工数の削減を実現します。

流用作成機能(プロジェクト) 流用作成機能(画面)
作成済みのプロジェクトをまるっと流用
できます。

作成済みプロジェクトやサンプルプロジェクトの中から画面単位で流用できます。
画面ごとの関連設定も同時に流用できるため簡単にプロジェクトを作成できます。

対象やカテゴリ、キーワードで検索して、使用したい画面を
すぐに見つけることができます。

カテゴリ一覧

対象・カテゴリ・キーワードで検索

FA用語翻訳ツール
GT Works3などのMELSOFTで使用しているコメント(単語・文
章)を翻訳できるソフトウェアです。三菱電機FAサイトで提供して
いるFA用語辞典を搭載。パソコンがインターネットに接続されて
いない環境でも使用できます。また、ユーザ辞書を作成し、用途に
応じて辞書を切り換えて使用できます。多言語対応画面の作成を
サポートします。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

画面作成、
グローバル化をサポート
多彩な流用作成機能で画面設計工数を削減。
さらに画面の多言語化を支援します。

16

3

特
長



機能一覧 各機能の詳細や接続機器、接続形態、必要なオプションなどについては、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●:対応　―:非対応　○:オプション要

区分 機能名 オプション
要否

GT25
ワイド
モデル

標準
モデル

画
面
設
計

図
形
・
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
機
能

図形 ● ●
ロゴ文字 ● ●
タッチスイッチ ● ●
ランプ ● ●
数値表示、数値入力 ● ●
文字列表示、文字列入力 ● ●
日付表示、時刻表示 ＊3 ● ●
コメント表示 ● ●
部品表示 ＊3 ● ●
部品移動 ＊3 ● ●
ヒストリカルデータリスト表示 ＊3 ● ●
シンプルアラーム表示 ● ●
システムアラーム表示 ● ●
アラーム表示（ユーザ） ＊3 ● ●
アラーム表示（システム） ＊3 ● ●
レシピ表示（レコード一覧） ● ●
グラフ ● ●
ヒストリカルトレンドグラフ ＊3 ● ●
グラフィカルメータ ● ●
レベル/パネルメータ ● ●
スライダー ● ●
ドキュメント表示 ○ ● ●

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
動
作
す
る
機
能

ロギング ＊3 ● ●
レシピ ＊3 ● ●
デバイスデータ転送 ● ●
トリガアクション ● ●
タイムアクション ＊3 ● ●

ハードコピー
ファイル出力 ○ ● ●
シリアルプリンタ出力 ● ●
PictBridgeプリンタ出力 ○ — ●

プロジェクト/画面スクリプト ● ●
オブジェクトスクリプト ● ●

周
辺
機
器
を
使
用
す
る
機
能

バーコード機能 ● ●
RFID機能 ● ●
GOT Mobile機能 ○ ● ●
VNCサーバ機能 ○ ● ●
パソコンリモート操作機能（Ethernet） ○ ● ●
パソコンリモート操作機能（シリアル） ○ — —
ビデオ表示機能 ○ — —
RGB表示機能 ○ — —
マルチメディア機能 ○ — —
外部入出力機能 ○ — ●
操作パネル機能 ○ — ●
RGB出力機能 ○ — —

レポート機能
シリアルプリンタ出力 ＊3 ● ●
PictBridgeプリンタ出力 ○ — ●

音声出力機能 ○＊5 ● ●
サーバ機能、クライアント機能 ● ●
メール送信機能 ● ●
FTPサーバ機能 ＊3 ● ●
ファイル転送機能（FTP転送） ○ ● ●
ファイル転送機能（GOT内部転送） ○ ● ●
MESインタフェース機能 ○ ● ●
無線LAN機能 ＊4 ● ●
USBマウス、USBキーボード機能 ● ●

区分 機能名 オプション
要否

GT25
ワイド
モデル

標準
モデル

本
体
機
能

ベース画面 ● ●
オーバーラップウィンドウ ● ●
スーパーインポーズウィンドウ ● ●
ダイアログウィンドウ ● ●
モバイル画面 ● ●
キーウィンドウ ● ●
言語切り換え ● ●
システム情報 ● ●
オペレータ認証 ＊3 ● ●
操作ログ ○ ● ●
起動ロゴ ● ●
かな漢字変換 ● ●
FAトランスペアレント ● ●
SoftGOT-GOTリンク ○ ● ●
バックアップ/リストア ○ ● ●

マルチチャンネル機能 
●
4ch

（ユニット装
着不可）

●
4ch

（ユニット3
台まで装

着可）
局番切り換え ● ●
GOTネットワーク連携機能 ● ●
画面ジェスチャ機能 — —
オブジェクトジェスチャ機能 — —
セキュリティキー認証機能 ● ●
IPフィルタ機能 ● ●
ファイル管理機能 ＊3 ● ●

縦置き表示＊1
●

（左に90
度回転）

●
（左に90

度回転）

保
全
機
能

デバイスモニタ ● ●
シーケンスプログラムモニタ（回路） ○ ● ●
シーケンスプログラムモニタ（SFC） ○ ● ●
ネットワークモニタ ● ●
CC-Link IEフィールドネットワーク診断　　  NEW ● ●
インテリジェントユニットモニタ ● ●
ドライブレコーダ ＊3 ● ●
サーボアンプモニタ ● ●
Rモーションモニタ ● ●
Qモーションモニタ ● ●
モーションSFCモニタ ○ ● ●
CNCモニタ2 — ●
CNCモニタ — ●＊2

CNCデータ入出力 ○ — ●＊2

CNC加工プログラム編集 — ●＊2

ログビューア ＊3 ● ●
FXリスト編集 — ●
FX回路モニタ ● ●
iQSSユーティリティ ○ ● ●
システムランチャー ● ●
MELSEC-Lトラブルシュート ● ●

＊1 パソコンリモート操作（Ethernet）機能は使用できません。
 以下の画面は横置きで表示されます。
   ユーティリティ画面、シーケンスプログラムモニタなどユーティリティから表示する各種モニタ画面やデータ管理画面
   その他、縦置き時のGOTの動作についての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。
＊2 GOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。
＊3 使用する内容により、SDメモリカード、USBメモリ、バッテリが必要となります。
＊4 使用する内容により、無線LAN通信ユニットが必要となります。
＊5 標準モデルはオプションの音声出力ユニットが必要となります。ワイドモデルは音声出力インタフェースを内蔵しているため、不要です。
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仕様
一般仕様 電源仕様

項目 仕様
使用周囲温度＊1 0～55℃
保存周囲温度 -20～60℃
使用周囲湿度 10～90％RH、結露なきこと
保存周囲湿度 10～90％RH、結露なきこと

耐振動
JIS B 3502、
IEC 61131-2に
適合

周波数 加速度 片振幅 掃引回数

断続的な振動
がある場合

5～8.4Hz — 3.5mm X, Y, Z
各方向10回8.4～150Hz 9.8m/s2 —

連続的な振動
がある場合

5～8.4Hz — 1.75mm
—

8.4～150Hz 4.9m/s2 —
耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2（15G）、X, Y, Z方向各3回

使用雰囲気 油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、
直射日光が当たらないこと（保存時も同様）

使用標高＊2 2000m以下
設置場所 制御盤内
オーバボルテージ
カテゴリ＊3 Ⅱ以下

汚染度＊4 2以下
冷却方式 自冷
接地 D種接地（第3種接地）、接地不可の時は盤に接続のこと

＊1 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。
＊2   標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能

性があります。制御盤内を加圧によりエアパージすると、気圧によって表面シートが浮いてタッチパネルが押しに
くくなったり、シートがはがれる恐れがあります。

＊3 その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
　　  カテゴリⅡは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。
＊4   その機器が使用される環境における導電性物質の発⽣度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染し

か発⽣せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

項目
仕様

GT2510-WXTBD
GT2510-WXTSD

GT2507-WTBD
GT2507-WTSD

電源電圧 DC24V（+25％、-20％）
電源周波数 —

消費電力

最大負荷時 16W以下
本体単体 9W
本体単体
バックライト
消灯時

5W

突入電流 59A以下（2ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

許容瞬停時間 5ms以内

ノイズ耐量 ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs
ノイズ周波数25～60Hzのノイズシミュレータによる

耐電圧 電源端子一括⇔アース間AC350V 1分間

絶縁抵抗 電源端子一括⇔アース間
DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

国内外の規格、法律（CE、UL/cUL、EAC、KC）への最新の対応状況については、
三菱電機FAサイト（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）でご確認ください。

直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで
使用および保管しないでください。

性能仕様
項目

仕様
GT2510-WXTBD GT2510-WXTSD GT2507-WTBD GT2507-WTSD

表示部＊1＊2

表示デバイス TFTカラー液晶
画面サイズ 10.1型ワイド 7型ワイド
解像度 WXGA:1280×800ドット WVGA:800×480ドット
表示サイズ 216.96(W）×135.6（H）mm 152.40（W）×91.44（H）mm

表示文字数 16ドット標準フォント時:80字×50行（全角）
12ドット標準フォント時:106字×66行（全角）

16ドット標準フォント時:50字×30行（全角）
12ドット標準フォント時:66字×40行（全角）

表示色 65536色
輝度調整 32段階
バックライト LED（交換不可）
バックライト寿命＊4 約50000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

タッチパネル＊3

方式 アナログ抵抗膜式
キーサイズ 最小2×2ドット＊8（1キーあたり）
同時押し 同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）
寿命 100万回以上（操作力0.98N以下）

パネル色 黒 銀＊10 黒 銀＊10

ユーザメモリ
ユーザメモリ容量 格納用メモリ（ROM）:32MB

動作用メモリ（RAM）:128MB
寿命（書込み回数） 10万回

内部時計精度 ±90秒/月（周囲温度25℃）

バッテリ
GT11-50BAT形リチウムバッテリ

寿命 約5年（周囲温度25℃）

内蔵
インタフェース

RS-232 1ch  伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps  コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）
RS-422/485 1ch  伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps  コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）
Ethernet 2ch  データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T  コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）

USB（ホスト）
1ch（背面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps  コネクタ形状:USB-A

USB（デバイス）
1ch（前面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps  コネクタ形状:USB Mini-B
SDメモリカード 1ch  SDHC対応（最大32GB）
無線LAN通信ユニット
インタフェース 無線LAN通信ユニット装着用

音声出力インタフェース 1ch WAV形式(16bit、8kHz/16kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)
ブザー出力 単音色（音程、音長の調整可）
POWER LED 発光色:2色（青色、橙色）
保護構造＊6 前面部:IP67F＊7＊9　盤内部:IP2X
安全規格/電波法 CE、UL、cUL、EAC、KC (2017年5月時点)
外形寸法 252（W）×194（H）×48（D）mm 189（W）×142（H）×48（D）mm
パネルカット寸法 243.5（W）×185.5（H）mm 180.5（W）×133.5（H）mm
質量（取り付け金具を除く） 1.2kg 0.75kg
対応ソフトウェアパッケージ GT Works3 Version1.175H以降

＊1   液晶パネルは、特性として輝点（常時点灯している点）と黒点（点灯しない点）が発⽣する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発⽣を100%は発⽣しないようにすることはで
きません。また、液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが⽣じることがあります。これらは製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

＊2 振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発⽣することがあります。
＊3   スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。 

・材質:ポリアセタール樹脂　・先端半径:0.8mm以上
＊4 GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命を延ばすことができます。
＊5 タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中⼼付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作することがあります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。
＊6 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊7 USB耐環境カバーの[PULL]マークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）
＊8   配置可能な最小サイズです。 

安全にお使いいただくために、下記の設定を推奨します。 
・キーサイズ:16×16ドット以上　・キーの配置間隔:16ドット以上

＊9　「IP67F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10   USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。
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GT2510-WXT£D
1)　表示面
2)　タッチパネル
3)　USBインタフェース(デバイス・前面)
4)　POWER LED
5)　取り付け金具
6)　リセットスイッチ
7)　S.MODEスイッチ
8)　SDメモリカードインタフェース(カバー内部)
9)　SDメモリカードカバー

10)　SDメモリカードアクセスLED
11)　バッテリ(カバー内部)
12)　無線LAN通信ユニットインタフェース

(カバー内部)
13)　USBインタフェース(ホスト・背面)
14)　ケーブルクランプ取付穴
15)　終端抵抗設定用スイッチ(カバー内部)
16)　縦置き設置マーク
17)　電源端子
18)　Ethernetインタフェース(Port1)/

Ethernet通信ステータスLED
19)　Ethernetインタフェース(Port2)/

Ethernet通信ステータスLED
20)　RS-422/485インタフェース
21)　RS-232インタフェース
22)　音声出力インタフェース
23)　定格銘板

GT2507-WT£D

パネルカット寸法

単位:mm（inch）
画面サイズ 形名 A B
10.1型ワイド GT2510-WXT□D 243.5（9.59） 185.5（7.30）

7型ワイド GT2507-WT□D 180.5（7.11） 133.5（5.26）

+1 (0.04)
 0 (0)

B+1 (0.04)
 0 (0)

A

パネル開口部

＊ 対応パネル厚
 1.6（0.06）～4（0.16）ｍｍ（inch）

外形寸法 / 各部の名称

1)2)

3)

20)

13)

14)

18)19) 17)

5) 5)

5) 5)

4)

7)23)

22)
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10)

11)15)
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単位: mm(inch)
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製品一覧　
GOT本体 価格:2017年5月現在

○:仕込⽣産品

区分 形名 画面サイズ 表示部
表示色 パネル色 電源 参考標準価格 納期

ワイドモデル GT25

GT2510-WXTBD NEW
10.1型WXGA

TFTカラー
65536色

黒

DC24V

¥268,000 ○
GT2510-WXTSD NEW 銀＊1 ¥268,000 ○
GT2507-WTBD NEW

7型WVGA 黒 ¥198,000 ○
GT2507-WTSD NEW 銀＊1 ¥198,000 ○

＊1 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

通信ユニット 価格:2017年5月現在
○:仕込⽣産品

品名 形名 仕様 参考標準価格 納期

無線LAN通信ユニット＊1 GT25-WLAN
IEEE802.11b/g/n準拠、アンテナ内蔵、無線LANアクセスポイント（親機）＊2、
ステーション（子機）、パソコン・タブレット・スマートフォン接続用
適合規格:日本電波法＊3、FCC規格＊4、RE指令＊6(R&TTE指令＊4)、SRRC＊5、KC＊5

¥49,500 ○

＊1 無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。
＊2 GT Designer3の［無線LAN設定］で［動作モード］を［アクセスポイント］に設定した場合、最大接続台数は5つです。
＊3 ハードウェアバージョンAから適合しています。ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。
＊4 ハードウェアバージョンBから適合しています。ハードウェアバージョンB以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインで使用できます。
＊5 ハードウェアバージョンDから適合しています。ハードウェアバージョンD以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、

中国（ただし、香港、マカオ、台湾は除く)、韓国で使用できます。
＊6 無線LAN通信ユニットは、2017/3/31より、RE指令に適合しています。

オプション 価格:2017年5月現在
○:仕込⽣産品

品名 形名 仕様 参考標準価格 納期

保護シート

GT25-10WPSGC NEW 10.1型ワイド用 表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊1
セット枚数:5枚

¥5,000 ○

GT21-07WPSGC NEW 7型ワイド用 ¥3,500 ○

GT25-10WPSCC NEW 10.1型ワイド用 表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊1
セット枚数:5枚

¥5,000 ○

GT21-07WPSCC NEW 7型ワイド用 ¥3,500 ○

USB耐環境カバー GT21-WUCOV NEW 10.1型ワイド/7型ワイド用 ワイドモデル本体前面USBインタフェース用
耐環境カバー(交換用) ¥2,000 ○

SDメモリカード

NZ1MEM-2GBSD  GOT本体用 SDメモリカード 2GB ¥30,000 ○
NZ1MEM-4GBSD  GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB ¥50,000 ○
NZ1MEM-8GBSD  GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB ¥90,000 ○
NZ1MEM-16GBSD  GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB ¥150,000 ○

バッテリ GT11-50BAT SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータバックアップ用電池 ¥4,500 ○
拡張USB防水ケーブル GT14-C10EXUSB-4S ケーブル長:1m、GOTのUSBポートを制御盤面に引き出す場合に使用 ¥10,000 ○

＊1 保護シートは、USB耐環境カバーを覆わない形状をしています。

ソフトウェア 価格:2017年5月現在
品名 形名 内容 参考標準価格

表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3

SW1DND-GTWK3-J

日本語版

標準ライセンス品

DVD-ROM版

¥30,000 
SW1DND-GTWK3-JC サイトライセンス品＊1 ¥40,000 
SW1DND-GTWK3-JA 複数ライセンス品＊2 ＊2
SW1DND-GTWK3-JAZ 追加ライセンス品＊2＊3 ＊2
SW1DND-GTWK3-E

英語版
標準ライセンス品

DVD-ROM版
¥30,000 

SW1DND-GTWK3-EA 複数ライセンス品＊2 ＊2
SW1DND-GTWK3-EAZ 追加ライセンス品＊2＊3 ＊2

GT Works音声合成ライセンス＊5 SW1DND-GTVO-M　 NEW 標準ライセンス品 ¥20,000

VNCサーバ機能ライセンス＊4

GT25-VNCSKEY-1 1ライセンス ¥28,000 
GT25-VNCSKEY-5 5ライセンス ¥140,000 
GT25-VNCSKEY-10 10ライセンス ¥280,000 
GT25-VNCSKEY-20 20ライセンス ¥560,000 

GOT Mobile機能ライセンス＊4

GT25-WEBSKEY-1 1ライセンス ¥38,000 
GT25-WEBSKEY-5 5ライセンス ¥190,000 
GT25-WEBSKEY-10 10ライセンス ¥380,000 
GT25-WEBSKEY-20 20ライセンス ¥760,000 

＊1 サイトライセンス品1台につき、200ライセンスまで登録可能です。購入された同一法人、同一事業所内に限ります。
＊2 2ライセンス以上であればご希望数のライセンスを販売いたします。詳細内容は最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。
＊3 本製品には、DVD-ROMは付きません。プロダクトID番号を記載したライセンス証の発行のみです。
＊4 GOT1台毎に1ライセンスが必要です
＊5   音声を編集するパソコン1台毎に1ライセンスが必要です。

 安全にお使いいただくために

●●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず
「マニュアル」をお読みください。
●●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわ
るような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として
設計、製造されたものではありません。
●●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障によ
り重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアッ
プやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

商標、登録商標などについて
・MELSOFT、GOT、CC-Link、CC-Link●IEは三菱電機株式会社の日本およびその他
の国における商標、または登録商標です。
・イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
・SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C,●LLCの登録商標又は商標です。
・VNCは、RealVNC●Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。
・PictBridgeはキヤノン株式会社の登録商標です。
・Android、Google●Chromeは、Google●Inc.の商標、または登録商標です。
・Safari、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple●Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。
また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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保証について

21

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下
併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいた
だきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を
修理させていただきます。
ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者
派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴
う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

■無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に
納入後36ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から
42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の
無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはあ
りません。

■無償保証範囲
（1）一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業
務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

（2）使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユー
ザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条
件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場
合に限定させていただきます。

（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせて
いただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などに
より生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェ
ア設計内容に起因した故障。

②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたこと
に起因する故障。

③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、
お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または
業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造な
どを備えていれば回避できたと認められる故障。

④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換
されていれば防げたと認められる故障。

⑤消耗部品（バッテリ、表示デバイス、タッチパネル、ヒューズな
ど）の交換。

⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、
雷、風水害などの天変地異による故障。

⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由
による故障。

⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と
認めた故障。

生産中止後の有償修理期間
（1）当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、そ

の製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じ
させていただきます。

（2）生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

海外でのサービス
海外においては、当社の各地域ＦＡセンターで修理受付をさせてい
ただきます。ただし、各ＦＡセンターでの修理条件などが異なる場合
がありますのでご了承ください。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせ
ていただきます。
（1）当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次

損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転

その他の業務に対する補償。

製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断り
なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知お
きください。

製品の適用について
（1）当社グラフィックオペレーションターミナルをご使用いただくに

あたりましては、万一グラフィックオペレーションターミナルに故
障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用
途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップや
フェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されている
ことをご使用の条件とさせていただきます。

（2）当社グラフィックオペレーションターミナルは、一般工業などへ
の用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発
電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿お
よび官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求
になる用途には、グラフィックオペレーションターミナルの適用
を除外させていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機
械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途
へのご使用についても、当社グラフィックオペレーションターミ
ナルの適用を除外させていただきます。
ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質を
ご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用
可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

◆保証について
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時間外修理受付窓口（機器製品全般）　☎ ０５２－７１９－４３３７
（受付時間帯）月～金 ： 19：00～翌9：00　土日祝日 ： 終日

三菱電機 機器製品アフターサービス技術相談ダイヤル　０５２－７１９－４３３３
機器製品の故障診断など、技術相談を承ります。

（相談受付時間）　月～金 ： 9：00～19：00　土日祝日： 9:00～17：30

受 付 体 制

時間外受付体制
通常受付体制 平日９：００～１９：００の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受け致します。

休日・夜間は、機器製品の修理に関し下記の休日・夜間受付専用電話でお受け致します。

サービス拠点名 住　所 受付電話 時間外修理受付窓口 FAX専用
北日本支社 〒983-0013　仙台市宮城野区中野1-5-35 022-353-7814

052-719-4337

022-353-7834
北日本支社　北海道支店 〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18 011-890-7515 011-890-7516
東京機電支社 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15 03-3454-5521 03-5440-7783

神奈川機器サービスステーション 〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1 045-938-5420 045-935-0066
関越機器サービスステーション 〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10 048-859-7521 048-858-5601
新潟機器サービスステーション 〒950-8504　新潟市中央区東大通2-4-10 025-241-7261 025-241-7262

中部支社 〒461-8675　名古屋市東区矢田南5-1-14 052-722-7601 052-719-1270
静岡機器サービスステーション 〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2 054-287-8866 054-287-8484

中部支社　北陸支店 〒920-0811　金沢市小坂町北255 076-252-9519 076-252-5458
関西支社 〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13 06-6458-9728 06-6458-6911

京滋機器サービスステーション 〒612-8444　京都市伏見区竹田田中宮町8番地 075-611-6211 075-611-6330
姫路機器サービスステーション 〒670-0996　姫路市土山2-234-1 079-269-8845 079-294-4141

中四国支社 〒732-0802　広島市南区大州4-3-26 082-285-2111 082-285-7773
岡山機器サービスステーション 〒700-0951　岡山市北区田中606-8 086-242-1900 086-242-5300

中四国支社　四国支店 〒760-0072　高松市花園町1-9-38 087-831-3186 087-833-1240
九州支社 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16 092-483-8208 092-483-8228

長崎機器サービスステーション 〒852-8004　長崎市丸尾町4番4号 095-818-0700 095-861-7566
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電話技術相談窓口  受付時間※１　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電 話 番 号

シ
ー
ケ
ン
サ

MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般 052-711-5111
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般 052-725-2271※2

ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット 052-712-2578
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/
高速カウンタユニット 052-712-2579

MELSOFT シーケンサ 
プログラミングツール MELSOFT GXシリーズ 052-711-0037

MELSOFT  
統合エンジニアリング環境

MELSOFT  
iQ Works（Navigator） 052-799-3591※3

iQ Sensor Solution
MELSOFT  
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT MXシリーズ

052-712-2370※3
MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど
C言語コントローラ
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット 052-799-3592※3

MELSEC計装/iQ-R/ 
Q二重化

プロセスCPU/二重化CPU 
(MELSEC-Qシリーズ)

052-712-2830※2※3プロセスCPU(プロセス/二重化) 
(MELSEC iQ-Rシリーズ)
MELSOFT PXシリーズ

MELSEC Safety

安全シーケンサ 
（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）

052-712-3079※2※3

安全コントローラ
（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QE8□シリーズ 052-719-4557※2※3

センサ MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-9495※3

ビジョンセンサ

表示器

GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271※2

GOT2000/GOT1000/ 
A900シリーズなど 052-712-2417
MELSOFT GTシリーズ

対　象　機　種 電 話 番 号

サーボ/位置決めユニット/ 
シンプルモーションユニット/ 
モーションコントローラ/
センシングユニット/
組込み型サーボシステム
コントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

位置決めユニット  
（MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ）
シンプルモーションユニット

（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）
モーションCPU 

（MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ）
センシングユニット（MR-MTシリーズ）
シンプルモーションボード
C言語コントローラインタフェースユニット

（Q173SCCF）/ポジションボード
MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ/EMシリーズ

センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※3※4

ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100※3

電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430※3※5

データ収集アナライザ MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440※3※5

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ

052-719-4170
US-Nシリーズ

低圧遮断器
ノーヒューズ遮断器/ 
漏電遮断器/MDUブレーカ/
気中遮断器（ACB）など

052-719-4559

電力管理用計器
電力量計/計器用変成器/ 
指示電気計器/ 
管理用計器/タイムスイッチ

052-719-4556

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/ 
検針システム/ 
エネルギー計測ユニット/ 
B/NETなど

052-719-4557※2※3

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ 
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489※3※6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く　※2:金曜は17:00まで　※3:土曜・日曜・祝日を除く　※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30　※5:受付時間9:00～17:00　※6:月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口  受付時間　月曜～金曜　９：００～１６：００（祝日・当社休日を除く）

対　象　機　種 F A X 番 号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QE8□シリーズ） 084-926-8340
三相モータ225フレーム以下 0536-25-1258※7

低圧開閉器 0574-61-1955
低圧遮断器 084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS（5kVA以下） 084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
※7:月曜～木曜の9：00～17：00と金曜の9：00～16：30（祝日・当社休日を除く）

三菱電機サービスネットワーク  三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。
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YOUR SOLUTION PARTNER

Automation solutions

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、
幅広いFA（Factory Automation）事業を展
開しています。さまざまな分野の生産システ
ムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を
目指しています。そして開発から製造、品質管
理まで一貫した体制で、お客様のニーズをい
ち早く取り込み、ご満足いただける製品づくり
に取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバル
ネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサ
ポートをご提供しています。三菱電機のFA事
業は、常にお客様との密接なコミュニケーショ
ンに基づき、最先端のFAソリューションをご提
案し、世界のものづくりに貢献していきます。

三菱電機は、シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニ
クス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。



Global Partner. Local Friend.

この印刷物は、2017年5月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告
なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。L（名）08460-A　1705〈IP〉 2017年5月作成

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業部····（03）3218-6760
北海道支社··········（011）212-3794
東北支社··············（022）216-4546
関越支社··············（048）600-5835
新潟支店··············（025）241-7227
神奈川支社··········（045）224-2624
北陸支社··············（076）233-5502

中部支社··············（052）565-3314
豊田支店··············（0565）34-4112
関西支社··············（06）6486-4122
中国支社··············（082）248-5348
四国支社··············（087）825-0055
九州支社··············（092）721-2247

お問い合わせは下記へどうぞ
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