
Mitsubishi Electric FA Integrated Concept

FA全体の最適化へ。 シナジーの最大化へ。

三菱FA統合コンセプト
iQ Platform
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GLOBAL IMPACT OF
MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機は、“Changes for the Better”のビジョンを通じて、より素晴らしい明日の実現を目指します。

三菱電機では、最高のテクノロジーを生み
出すために、最高の人材を結集しています。
テクノロジーこそが、私たちの生活をより良
く変える原動力だからです。日常生活がより
快適になるように、ビジネス効率が最大
限に高まるように、社会全体の物事がよりス
ムーズに動くように、私たちはテクノロジー
とイノベーションを統合し、常により良いも
のをめざして変革しています。

三菱電機は以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

エネルギーおよび電気設備
発電機から大型ディスプレイまでのさまざまな電機製品

電子デバイス
電気設備および電子製品向けの幅広い最先端半導体デバイス

家電製品
エアコンやホームエンターテインメントシステムなど、信頼性の高い家電製品

情報および通信システム
業務用および個人向けの装置、機器、システム

産業用オートメーションシステム
生産性と効率性の最大化を実現する最先端のオートメーションシステム

Global Player
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FA の課題をTCO の視点から抜本的に解決する
Automation Controller

生産性・製品品質を向上 

1	MELSECシリーズのシステムバス性能
の高速化によるトータルシステム性能の
大幅向上

2	HMI のマルチタッチ・ジェスチャ機能の
実装により、スムーズな画面操作が可能

Integrated Network

用途に応じた最適な通信と 
生産スピードでロスを低減
1	CC-Link	 IE で実現する1Gbps 高速通
信をロスなく取り込み可能	

2	SLMPを用いた各種機器のシームレス
通信の実現

Integrated Engineering

開発、運用・保守を効率化 

1	大規模ネットワーク構成図を実際のシス
テム構成から検出して生成可能

2	MELSOFT	Navigatorと各エンジニアリ
ングソフトウェア間での	パラメータ相互
反映の実現

3	各コントローラとHMI 間共通で保有す
るシステムラベルの	デバイス変更を自動
追従

ERP（業務計画システム）
MES（製造実行システム）

情報連携

人と機器を「繋ぐ」

コントローラ&HMI

プログラミング環境を「繋ぐ」

エンジニアリング環境

機器内・機器間を「繋ぐ」

ネットワーク

Factory Automationを「繋ぐ」
開発・生産・保守の全般にわたる「トータルコストの削減」を図ることを最大のコンセプトに、高度な技術と情報を活用し、工場の最適
化を図ることで、ものづくりの将来を支えるのがFA統合ソリューション「e-F@ctory」です。
この「e-F@ctory」の基盤を形成するFA統合プラットフォームが「iQ	Platform」です。「iQ	Platform」は生産システムを制御するコ
ントローラ＆HMI、エンジニアリング環境、ネットワークを統合・連携し、お客様の設計・立上げ・運用・保守の全てのフェーズでコスト削
減を実現します。
三菱電機は、先進のテクノロジーとソリューションでお客様のシステムを最適化し、ものづくりの将来を支えていきます。
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この高速コントローラが“iQ”進化
シーケンサ、モーションコントローラ、そして
マルチCPU間高速通信によるスピード
連携が、高速制御を実現しました。生産
性を向上させ、安定したシステムの構築
が可能となり、製品サイクルの短縮化に
対応するための、システム開発から立上
げまでの時間を短縮します。
CPUのメンテナンス性能が向上したこと
によりダウンタイム短縮や生産性を維持
するシステム運用が可能です。保守の効
率化、膨大な制御データや生産データの
迅速な処理、トレーサビリティの確立によ
り、製品品質を確保できます。

メンテナンス性の向上、無駄
のない製造

1つのプラットフォームでシステムを構築
することにより、補用品を少なく抑えられメ
インテナンス性を向上します。また、MES
インタフェースを使用し生産現場と情報
連携を密にすることにより、無駄のない
製造が可能になります。

高速データ通信による高精度
モーション制御

サーボシステムは、新世代へと進化した
高速・大容量のシーケンサCPU、高速高
精度をきわめたモーションCPUで構成さ
れます。そしてこれらCPU間のデータ通
信をスピードアップするためにさらに進化
した基本ベースで構成されます。シーケ
ンス制御と駆動制御の親和性が飛躍的
に向上し、複雑なマシン制御もハイスピー
ドかつ簡単に行えるようになりました。

操作性と高機能性を実装した
HMI

GOT2000は従来より高速処理が可能
であり、マルチタッチジェスチャー機能に
より操作性の向上、SDメモリカードスロッ
トの標準搭載によりデータ容量を気にす
ることなく画面操作ができます。また、コン
ピュータ数値制御（CNC）のための一般
的な機械制御もHMI（GOT）で操作でき
ます。

Automation Controller

マルチCPU 高速システムバス通信
（当社従来比	約 40倍）
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■ MELSEC iQ-Rシリーズ

	
激しい市場競争に打ち勝つために、生
産性が高く、製造品質の安定したオート
メーションシステムを構築したい。このよ
うなお客様の課題を「TCO削減」「信頼
性」「継承」の視点から解決します。
  
シーケンサCPU

シーケンサCPUには内蔵データベース
や高速処理機能があり、広い範囲の制
御タスクを実行可能にします。プログラム
容量（40K ～ 1200K）に応じて5種類
のCPUをラインアップしています。
  
モーションコントローラ

多品種・少量生産が当たり前となった
今、1台のモーションコントローラに求めら
れる役割も多岐にわたります。
位置決め、速度・トルク（押当て）、アドバ
ンスト同期、カムなどの幅広い制御によ
り、X-Yテーブル、巻出し機、包装機、充
填機など、様々な機械に対応できます。
  
C言語コントローラ

C/C++アプリケーションを実行する高信
頼のオープンプラットフォームです。各種
システムで使われるパソコンやマイコンを
C言語コントローラに置き換えることでシ
ステム全体の信頼性、堅牢性を向上し、
維持管理/保守コストを低減できます。

■ MELSEC‐Qシリーズ 

	
MELSEC-Qシリーズは生産性向上を実
現し、生産工程の改善を行う、多種多様
なシーケンサなを提供しています。
  
プロセスCPU

専用DCSでは高価すぎる。汎用シーケ
ンサではシステム構築に手間がかかる。
そんな悩みを一挙に解決するのが、さら
に高速、さらに大容量になったプロセス
CPUです。高度なプロセス制御を手軽
に行えます。

CNC CPU

高性能CNCと超高速シーケンサが融合
しました。高速制御が可能となり、タクトタ
イムが短縮された結果、フレキシブルなラ
インの構築が可能となります。
 
ロボットコントローラ

場所・生産量・リードタイムの制約を乗り
越える変種変量生産に適する「ロボット
によるセル生産」はこれからの課題を解
決します。マルチCPU構成により、FA機
器との親和性が飛躍的に向上し、巧緻
な制御、情報管理も高速にかつ簡単に
行うことができます。
	

■ MELSEC iQ-Fシリーズ 

	
基本性能の向上、駆動機器との連携、
プログラミング環境の改善をコンセプト
に、新しく生まれ変わりました。スタンドア
ロンユースからネットワークを含むシステム
まで、幅広く使用することができます。
 
■ GOT2000（HMI）シリーズ 

	
GOT2000は、その高度な機能を通じて
生産性を向上させます。生産ライン内の
様々なコントローラへのシームレスなイン
タフェースとして機能し、生産値の監視や
簡単に使用できるマルチジェスチャ機能
を搭載しています。また、高解像度なディ
スプレイが画面設計をサポートします。

Automation Controller
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システム全体の生産管理レベルからデバイスレベルまで階層を意識しない情報連携
ネットワークの種類の違い、ネットワーク
の階層の違いを越えたシームレスなアク
セスを可能にしました。任意のコントロー
ラ間でもデータ通信できます。また、プロ
グラミングツールをインストールしたパソコ
ンをシーケンサに接続して、各コントロー
ラに対してモニタリング/	プログラミング
できます。

上位情報系から下位フィール
ド系までシームレスに連携

SLMP*により、ネットワークの階層を意識
する必要がありません。あたかも、ひとつ
のネットワークのようにシームレスな通信
ができますので、事務所や現場のどこか
らでも簡単に情報収集や機器のモニタ、
メンテナンスが可能になります。

大規模システムに対応する高
速・大容量ネットワーク

イーサネットベースオープンネットワーク		
CC-Link	 IEは、業界最高レベル1Gbps
の高速・大容量ネットワークです。
1Gbpsの広帯域を制御通信用と情報
通信用に分割することにより、制御通信
の定時性が保証され、TCP/IPでは実
現できないリアルタイムなデータ収集を
実現します。また、Ethernetアダプタユ
ニットをつかえば、SLMPに対応した汎
用Ethernet機 器 をCC-Link	 IE	Field
に容易に接続できます。そのため、新た
なネットワークを追加することなく、ビジョ
ンセンサやRFIDコントローラなど豊富な
Ethernet機器を活用できます。

Integrated Network

* S LMP（Seam l e s s 	 Me s s a g e	
Protocol）：Ethernet製品とCC-Link	IE
対応機器の間でのネットワークの階層・
境界を意識しない通信を可能にするシン
プルなクライアント・サーバ型共通プロト
コルです。



シームレス
情報連携

パソコン用
インタフェースボード表示器

MELSEC iQ-R
シリーズ
C言語コントローラ

MELSEC iQ-R
シリーズ

MES（製造実行システム） エンジニアリングソフトウェア

ビジョン
センサ

表示器 無線LAN
アダプタ

（アクセスポイント）

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

モーションCPU/
シンプルモーション

ユニット

（ツイストペアケーブル）

サーボ
アンプ

サーボ
アンプ

産業用
スイッチング
HUB

Ethernet

サーボ
アンプ

Ethernet
アダプタ

MELSEC-F
シリーズ

リモート
I/Oユニット

リモート
I/Oユニット

コンピュータ
レベル

（生産管理・情報系）

コントローラ
レベル
（制御系）

フィールド
レベル

（デバイス系）

MELSEC-L
シリーズ

LAN（Ethernet）

MELSEC iQ-F
シリーズ
CC-Link IE 
フィールド

ネットワーク接続

MELSEC-Q
シリーズ

USB

PULL

MODE
RUN
ERR

USER
BAT

BOOT

PULL

MELSEC iQ-R シリーズ
Ethernetインタフェースユニット
（CC-Link IE内蔵）

産業用スイッチングHUB

サーボ
アンプ

サーボ
アンプ

インバータ表示器リモート
I/Oユニット

アナログ
入出力
ユニット

パソコン用
インタフェース
ボード

将来対応
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ギガビット＆Ethernetのベネ
フィットを、フィールドレベルへ

大規模・複雑化する生産システムでは、
タクトタイム短縮が不可欠です。高速ネッ
トワークであるCC-Link	 IE	Fieldは各機
器との高速通信を実現し、生産システム
全体の処理能力を向上させます。また、

CPUの基本演算性能の向上によりス
キャンタイムが短縮し、加工精度のバラ
ツキを抑制することができます。
また、専用のインタフェースユニットを
使用することにより、サーボアンプも
CC-Link	 IE	Fieldに接続でき、高速制
御が可能となります。

CC-Link IE Control

高速、大容量、光二重ループ（光ケーブ
ル）、スター・ライン・リング（ツイストペア
ケーブル）による高信頼のシステムに対
応するコントローラネットワークです。

CC-Link IE Field

装置の制御データと管理データの混在
に対応する、高速、大容量なフィールド
ネットワークです。また、コントローラ分散
制御、I/O制御、モーション制御、安全制
御など、様 な々制御をシームレスに接続で
きます。

CC-Link

CC-Linkはアジアで誕生した高信頼の
世界標準オープンフィールドネットワーク
です。マルチベンダーに柔軟に対応し、
1000種を超える豊富なパートナー製品
をMELSECシリーズに接続できます。

SSCNETⅢ/H

光ネットワーク対応、高速、高信頼の同
期型モーションネットワークです。

階層ごとに最適なネットワークをご提案します。

Integrated Network
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シームレスな統合エンジニアリング環境の実現で、トータルコスト削減を加速
iQ	Worksはシステム管理ソフトウェア
MELSOFT	Navigatorを核に各エンジ
ニアリングソフトウェア（GX Works3/
GX Works2、MT	Works2、GT Works3、	
RT	ToolBox2	mini、FR Configurator2）	
を統合した製品です。システム設計やプ
ログラミングなどの設計情報を制御シス
テム全体で共有することで、全体のプロ
グラミング工数を減少させ、トータルコスト
削減を図ります。
エンジニアリングソフトウェアはシステム
設計、プログラミングツールとしてはもち
ろん、制御システムの運用・保守におけ
る中核として考えなければなりません。
iQ Worksはシステム設計からメンテナン
スまで1つのソフトウェアで直感的に操
作・編集可能な次世代エンジニアリング
ツールです。

「ワークスペース機能」による、
システム設計の効率化

ワークスペース機能により、お客様は構
築された制御システムを制御対象やブ
ロックなどの単位に分け、複数のプロジェ
クトを一括して管理することができます。
プログラムや画面がどのように使われて
いるかが関連付けされるので、効率的な
システム設計が可能になります。

システム全体をグラフィックで
表現し、一括設定が可能に

制御システム全体のネットワーク構成と
使用機器（ユニット）の構成をグラフィカ
ルに表現し、ネットワークや入出力割付	
などのパラメータの設定を一括して調整

することができます。設定忘れや調整漏
れによるエラーの発生を未然に予防し、
ダウンタイムによる生産性の低下を防ぎ
ます。

ラベル共有により、設定ミスを
防止し設定時間も短縮

プログラミングの際デバイスにラベルを
設定することで、わかりやすい名前を付け
ることができます。ラベルを1カ所登録す
ると関連するすべてのプログラムに共有
されるので、設定ミスを防止し設定時間
も短縮できます。

Integrated Engineering

FA Integrated Engineering Software
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システム管理ソフトウェア 
MELSOFT Navigator
GX	Works3/GX	Works2、MT	Works2、GT	Works3、RT	ToolBox2	mini、
FR	Configurator2と組み合せて、システム上流設計や各ソフトウェア間の連携を行
い、システム構成の設計、パラメータの一括設定などの便利な機能を提供します。

シーケンサエンジニアリングソフトウェア
シーケンサの設計、保守業務を総合的にサポートするソフトウェアです。
MELSOFT GX Works3
グラフィカルで直感的な操作性、「選ぶ」だけの簡単プログラミング、簡単にトラブル
シュート可能な診断機能によりエンジニアリングコストのさらなる削減を実現します。
MELSOFT GX Works2
GX	Developerで培ったプログラム資産を継承したうえで、使い慣れた機能に磨きをか
け、快適な操作性を追究することで、エンジニアリングコストの削減を実現します。

モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア 
MELSOFT MT Works2
モーションコントローラの設計、保守を総合的にサポートするソフトウェアです。
グラフィカルな画面での直感的な設定・プログラミング機能や、デジタルオシロ・シミュ
レータなどの便利な機能により、モーションシステムのTCO削減に貢献します。

表示器画面作成ソフトウェア 
MELSOFT GT Works3
表示器GOT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。

ロボットエンジニアリングソフトウェア 
MELSOFT RT ToolBox2 mini
ロボットのプログラム作成から立上げ、保守まで統合的にサポートするソフトウェアで
す。3Dビューアによるパラメータや周辺機器のビジュアル化、メンテナンス予報によ
る予防保全など、わかりやすい便利機能を豊富に搭載しています。

インバータセットアップソフトウェア 
MELSOFT FR Configurator2
インバータの立上げからメンテナンスまでパソコンで簡単に設定できるソフトウェアで
す。設定したパラメータのパソコンによる管理やシーケンス機能の設定など、従来のイ
ンバータシリーズのパラメータ移行が容易に可能です。

Integrated Engineering
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iQ Platformは、コスト削減のためにお客様のシステムを統合、最適化していきます。
三菱電機は、同一バス上に装着可能な
各種コントローラ、およびHMIを開発する	
とともに、データ通信を高速同期する
機能を実装し、多岐に渡る制御ニーズを
高速・高精度に可能にするコントローラ
統合を実現しました。
こうした多様なコントローラによるシステ
ムの複雑化に対応していくのが、使用
用途に合わせた各種通信ネットワーク
です。Ethernet（情報ネットワーク）・
CC-Link	 IE・CC-Link（フィールドネット
ワーク）・SSCNETⅢ/H（サーボネット
ワーク）など適材適所なネットワークを提
供し、複雑なシステムをシームレスに繋ぎ
ます。
また、こうした複雑なシステムを構成する
上で欠かせないのが快適なエンジニアリ

ング環境です。iQ	Worksは各種コント
ローラのエンジニアリング環境を統合す
ることで設計情報を共有し、プログラミン
グの効率化を実現しました。

生産システムを制御するコントローラ＆
HMI、ネットワーク、エンジニアリング環境
を統合・連携し、お客様の設計・立上げ・
運用・保守の全てのフェーズでコスト削減
を実現する、それがiQ	Platformです。

Integrated solution

iQ Platform
コンセプトムービー



YOUR SOLUTION PARTNER

信頼のブランド

低圧配電制御機器：MCCB、MCB、ACB

高圧配電制御機器：VCB、VCC

電力監視、エネルギー管理

小型モジュール式シーケンサ

インバータ、サーボ、モータ

表示器：HMI、ソフトウェア、MESインタフェース

数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット：SCARA、多関節アーム

加工機：EDM、レーザ、IDS

空調、太陽光発電、EDS

1870年の創業以来、「三菱」の名前は
金融、商業、工業の分野の約45社の企業で
会社名の一部として使用されてきました。

そして今、「三菱」というブランド名は高
品質の象徴として世界中に知れわたってい
ます。

三菱電機株式会社は宇宙開発、輸送、
半導体、エネルギーシステム、情報通信
処理、AV機器や家電、建築、エネルギー管
理、オートメーションシステムの分野で事
業を展開しており、121ヵ国に237の工場
と研究所を持っています。

なぜ、「三菱電機のオートメーションソ
リューションは信頼できる」、と言われるので
しょうか。それは、信頼性が高く効率的で、
簡単に使えるオートメーション機器と制御
装置を、私たち自身の工場で最初に使って
確認しているからにほかなりません。

売上高4兆円（400億ドル以上）、10万人以
上の従業員を擁する世界のトップ企業のひ
とりとして、三菱電機は、最高の製品をお届
けするだけでなく、サービスやサポートにおい
ても最高レベルのものを提供いたします。

三菱電機は、シーケンサやHMIから、CNC、EDMにいたるまで、幅広いオートメーション機
器をお届けしています。

Automation solutions
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〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒100-8310	 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）	·················································································· （03）3218-6760
北海道支社	··················· 〒060-8693	 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）	················································································· （011）212-3794
東北支社	······················· 〒980-0011	 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）	··············································································· （022）216-4546
関越支社	······················· 〒330-6034	 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）	·········································· （048）600-5835
新潟支店	······················· 〒950-8504	 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）	············································································ （025）241-7227
神奈川支社	··················· 〒220-8118	 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）	···························································· （045）224-2624
北陸支社	······················· 〒920-0031	 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）	··························································································· （076）233-5502
中部支社	······················· 〒451-8522	 名古屋市西区牛島町6-1（名古屋ルーセントタワー）	··································································· （052）565-3314
豊田支店	······················· 〒471-0034	 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）	··················································································· （0565）34-4112	
関西支社	······················· 〒530-8206	 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪	タワーA）	······························································· （06）6486-4122
中国支社	······················· 〒730-8657	 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）	·················································································· （082）248-5348
四国支社	······················· 〒760-8654	 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）	·············································································· （087）825-0055
九州支社	······················· 〒810-8686	 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）	······················································································· （092）721-2247

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（下記以外） 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

SW□IVD-GPPA/GPPQなど
MELSOFT		
統合エンジニアリング環境

MELSOFT		
iQ	Works（Navigator）

052-712-2370

MELSOFT		
通信支援ソフトウェアツール

MELSOFT	MXシリーズ
SW□D5F-CSKP/
OLEX/XMOPなど

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
iQ	Sensor	Solution

MELSEC計装/Q二重化
プロセスCPU

052-712-2830※2二重化CPU
MELSOFT	PXシリーズ

MELSEC	Safety

安全シーケンサ
（MELSEC-QSシリーズ）

052-712-3079※2
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

表示器

GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271※2

GOT2000/1000/	
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

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）
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

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
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 079-298-9868※3※5

データ収集アナライザ MELQIC	IU1/IU2シリーズ 079-298-9440※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 084-926-8300※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9:00～16:30

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FA統合コンセプト
iQ Platform

L（名）08313-A　1503〈IP〉 2015年3月作成この印刷物は、2015年3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。
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