
リニューアルサポートキット早見表

現在ご使用の機種 リニューアル後の機種 リニューアルサポートキット

F1, F1J, F2

FX3G, FX3U, 
または
FX5U

タイプA   

[ 内容物]
・FX-20P ・FX-20P-FIM 
・FX-20P-MFA ・FX-20P-CAB0 
・FX-20Pオペレーションマニュアル 
・FX-USB-AW 
・USBケーブル（FX-USB-AW付属） 
・USBドライバソフトウェア
・プログラム一時保存用 

CPUユニット（FX3U-16MR/ES）
・USB 通信ケーブル（MR-J3USBCBL3M） 
・置き換えガイダンス
・プログラム削除手順書

FX1, FX2, FX2C

FX3G, FX3U, FX3UC, 
または
FX5U, FX5UC

タイプ B   

[ 内容物]
・FX-30P ・FX-20P-CAB0 
・FX-30P パソコン接続用 USBドライバ 
・FX-20P-CAB ・FX-422CAB 
・FX-232AWC-H ・F2-232CAB-1 
・USB 通信ケーブル（MR-J3USBCBL3M） 
・FX-USB-AW 
・USBケーブル（FX-USB-AW 付属） 
・USBドライバソフトウェア 
・置き換え手順書

FX0, FX0S, 
FX0N, FX1S, 
FX1N , FX1NC, 
FX2N, FX2NC

FX3S, FX3G, FX3GC, 
FX3U, FX3UC, 
または
FX5U, FX5UC

タイプC

[内容物]
・FX-USB-AW 
・USBケーブル（FX-USB-AW付属） 
・USBドライバソフトウェア 
・置き換えガイダンス 
・置き換え手順書 
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 安全に関するご注意
・ 本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をお

読みください。
本社………………（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
静岡支店…………（054）202-5630 

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 ・ 本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

商標、登録商標について

リニューアルをお考えのお客様に

「リニューアルサポートキット」を

貸し出します！

朗報

無料で

故障のない今がチャンス！

置換え手順を購入前にしっかりチェック！

故障してからでは遅い！

三菱電機マイクロシーケンサ MELSEC-Fシリーズの

タイプA タイプ B タイプC

リニューアルサポートキットのお申込みは、お取引先の商社までお問い合わせください。

内容物は、予告なく変更になる場合があります。

〒100-8310　東京都千代田区丸の内 2-7-3（東京ビル）



現場で使っているシーケンサが壊れる前に、
リニューアルをしたいけど･･･
現場で使っているシーケンサが壊れる前に、
リニューアルをしたいけど･･･

▶ 今のプログラムを使えるかな？最初から作り直さないとだめかな・・・？

▶ 置換え後、今までどおりに動作してくれるかな・・・?

▶ 自社で置換えできると思うけど、少し不安だ・・・。

専門スタッフにリニューアルを依頼する場合、または現在ご使用の機種が　　　 の場合

受付
体制

通常受付体制

時間外受付体制

時間外修理受付窓口

現在の設備やプログラムは、お客様の大切な資産です。
これからも、お客様の資産を大切に使っていただきたいからこそ、

プログラム一時保存用CPUがあるので、置換えの手順や、プログラムのPC転送を
確認していただき、ご納得のうえで、リニューアルしていただけます！

「リニューアルサポートキット」を 無料でお貸しいたします！

3タイプのリニューアルサポートキットをご用意。
現在ご使用の機種によって、お選びいただくタイプが異なります。

三菱電機システムサービス株式会社が

24時間365日受付体制で

お応えします。

専門知識豊富なサービスエンジニアが、
お客様に代わり、リニューアルを行います。
また、Fシリーズのリニューアルには、当時
の機材が必要です。リニューアルサポート
キットでは対応できませんので、リニュー
アルのご依頼をお願いします。

リニューアルに踏み切れない不安があるのです。リニューアルに踏み切れない不安があるのです。

修理対応期間も残りわずか！
お早めのリニューアルをお勧めします!
修理対応期間も残りわずか！
お早めのリニューアルをお勧めします!

置換え手順（タイプAの場合）

F1, F1J, F2

■ 現在ご使用の機種 ■ 現在ご使用の機種 ■ 現在ご使用の機種
FX1, FX2, FX2C FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX1NC, 

FX2N, FX2NC

無料貸出し！

リニューアル後の
機種

現在の機材では読み出すことができません　。（当時の機材が必要）
リニューアルに関してはご相談ください。

現在ご使用の機種

修理対応期間終了 修理対応期間終了 修理対応期間終了 修理対応期間
2022年12月末日まで

修理対応期間
2019年9月末日まで

または またはまたは

お客様でリニューアルを行う場合

＊：MELSEC iQ-Fシリーズに置換えの場合

三菱電機が、お客様を三菱電機が、お客様を

Question

お客様でリニューアルを
行う場合も

FA機器のことなら、
お任せください！

置換えの手順や、パソコンに転送したプログラムを確認していただき、
ご納得のうえでリニューアルしていただけます！

しっかりサポートします！しっかりサポートします！

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いたします。

休日・夜間は、時間外専用電話でお受けいたします。

受付時間帯  月～金 / 19:00 ～翌9:00 
 土日祝 / 終日052－719－4337☎

タイプA タイプ B タイプCリニューアルキット
無料貸出し

現在ご使用の機種
F1, F1J, F2

読出し読出し 書込み

GX Works2
GX Works3＊

プログラム一時保存用
基本ユニット

FX-20P +
FX-20P-FKIT

（FX-20P-FIM+FX-20P-MFA）

お客様でご用意ください。

リニューアルサポートキットには、エンジニアリングソフトウェア GX Works2，GX Works3*が含まれておりません。
お客様でご用意をお願いいたします。ご注意ください！

Case 2Case 1

専門スタッフにリニューアルを
依頼する場合も

タイプA タイプB タイプC

三菱電機 FA 機器製品サービス拠点一覧

サービス拠点名 住　　所 代表電話番号 FAX番号
北日本支社 〒983-0013 仙台市宮城野区中野1-5-35 022-353-7814 022-353-7834
　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
　北陸支店 〒920-0811 金沢市小坂町北255 076-252-9519 076-252-5458
　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
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
　四国支店 〒760-0072 高松市花園町1-9-38 087-831-3186 087-833-1240
　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
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


