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～～～～　　　　大大大大画画画画面面面面CRTCRTCRTCRTでででで操操操操作作作作をををを行行行行いいいいたたたたいいいいおおおお客客客客様様様様にににに朗朗朗朗報報報報!!!!!!!!　　　　～～～～
モモモモニニニニタタタタ専専専専用用用用表表表表示示示示器器器器A810GOA810GOA810GOA810GOTTTTにににに，，，，タタタタッッッッチチチチセセセセンンンンササササ付付付付デデデディィィィススススププププレレレレイイイイモモモモニニニニタタタタのののの接接接接続続続続をををを可可可可能能能能ににににししししたたたた
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A810GOT

パソコン タッチセンサ付ディスプレイモニタ 対応ソフトウェア 
パッケージ 

SW3NIW-A8GOTP
SW3NIW-A8SYSP

F版以降 

TSD-17GZ/TSD-21GⅡ-A

A8GT-SWR2

スイッチの切換えによりタッチ
センサ付ディスプレイモニタと
パソコンの切換えが可能！！  

 

CH1に設定時，
タッチセンサ付
ディスプレイモ
ニタからのタッ
チ入力が可能!!
(モニタは常時可)

CH2に設定時，

データ転送･デバッグ

などの機能が使用

できます。

ポイント
本ユニットにタッチセンサ付モニタを接続時は，以下の点おいて制約事項がありますのでご注意ください。
・タッチセンサ部への入力は1点のみで行ってください。
2点を同時に押すことはできません。
・A810GOT に通常の CRT を接続時と同様に，ユーティリティ機能（回路モニタ機能，システムモニタ機能，特
殊ユニットモニタ機能など）は使用できません。
万一，ユーティリティ機能のメニューを開いた場合は，GOT の電源を一度切り，再投入して，モニタ画面に
復帰してください。
・MELSECNET/B，MELSECNET Ⅱへの接続は行うことができません。



  〈MELSEC-A,LMシリーズTEL技術相談〉 受付／9：00 ～19:00月曜～木曜,9：00～17：00金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 
    名古屋製作所…(052)711-5111 

 

〈GOT専用  TEL技術相談〉 受付／9：00 ～17:00 月曜～金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 
    

名古屋製作所…(052)712-2417 
 

〈QnA専用  TEL技術相談〉 受付／9：00 ～17:00 月曜～金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 
    

名古屋製作所…(052)712-5915

 
〈F  A  X　技 術 相 談〉 受付／10：00 ～16:00 月曜～金曜(土曜・日曜・祭日は除く)但し、受信は常時 

  
MELSEC-Aシリーズ・LMシリーズ： 

  
本社機器営業第二部… (03)3459-5619 

  
中部支社機器第二部… (052)565-3349 

  

 関西支社機器第二部… (06)347-2657 

 

　　安全に関するご注意 
本新製品ニュース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」をよくお読みください。 

本社機器営業部 〒105 -0011 東京都港区芝公園2-4-1 (秀和芝パークビルB館) (03)3459-5662 

北海道支社 〒060-8693 札幌市中央区北二条西４丁目 (北海道ビル) (011)212-3785 

東北支社 〒980 -0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (三菱電機明治生命仙台ビル) (022)216-4546 

北関東支社 〒331 -0043 大宮市大成町4-298 (三菱電機大宮ビル) (048)653-0256 

神奈川支社 〒220-81 90 横浜市西区みなとみらい2-1-1 (ランドマークタワー) (045)224-2625 

東関東支社 〒277-0011 柏市東上町2-28 (第２水戸屋ビル) (0471)62-3611 

新潟支社 〒950-0087 新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル) (025)241-7227 

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 〒450 -8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル) (052)565-3314 

静岡支店 〒420 -0837 静岡市日出町2-1 (田中第一ビル) (054)251-2855 

浜松支店 〒430 -7790 浜松市板屋町111-2 (浜松アクトタワー) (053)456-7115 

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 

岐阜支店 〒530 -8842 岐阜市金町4-30 (明治生命岐阜金町ビル) (0582)63-8787 

三重支店 〒514-0032 津市中央2-4 (協栄生命三重支社ビル３F) (0592)29-1567 

関西支社 〒530 -8206 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル) (06) 347-2771 

京滋支店 〒600 -8216 京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 (日本生命京都三哲ビル)･･･ (075)361-2191 

兵庫支店 〒650 -0035 神戸市中央区浪花町59 (神戸朝日ビル) (078)392-8561 

中国支社 〒730 -0037 広島市中区中町7-32 (日本生命ビル) (082)248-5445 

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

お問い合わせは下記へどうぞ 

　   三菱電機株式会社 〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル) 三三三三菱菱菱菱電電電電機機機機FAFAFAFA機機機機器T器T器T器TEEEELLLL,,,,FAXFAXFAXFAX技技技技術術術術相相相相談 談 談 談 

イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトにににによよよよるるるる三三三三菱菱菱菱電電電電機機機機FAFAFAFA機機機機器器器器技技技技術術術術情情情情報報報報ササササーーーービビビビス ス ス ス 
   MELFANSwebホームページ：http：//www.nagoya.melco.co.jp/
 　Q&Aでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問／回答の閲覧ができます。

本資料は再生紙を使用しています。

〈GPPW専用 TEL技術相談〉 受付／9：00 ～17:00 月曜～金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 
名古屋製作所…(052)711-0037

MEE(9803)

【【【【特特特特　　　　長長長長】】】】

(1) A810GO(1) A810GO(1) A810GO(1) A810GOTTTT でででで表表表表示示示示画画画画面面面面かかかかららららのののの操操操操作作作作がががが可可可可能能能能

A810GOTは，モニタ専用の表示器ですので表示画面からの操作が行えませんでしたが，A8GT-SWR2を使用し

て下記に示すタッチセンサ付ディスプレイモニタを接続することにより，表示画面からのタッチ入力操作

が行えるようになります。
形　　名 モニタサイズ 付属ケーブル メーカ名 問い合わせ先

TSD-17GZ 17 inch

TSD-21GⅡ-A 21 inch

RS-232C ケーブル
VGA信号ケーブル

（ケーブル長：1.8m 各 1本）

三菱電機エンジニア
リング（株）

(03)3243-1786

(2) (2) (2) (2) デデデデーーーータタタタ転転転転送送送送用用用用パパパパソソソソココココンンンンがががが同同同同時時時時にににに接接接接続続続続可可可可能能能能

A8GT-SWR2はA810GOTのRS-232Cインタフェースに接続するため，本来はデータ転送用パソコンを同時に接

続できませんが，A8GT-SWR2のRS-232Cインタフェースにデータ転送用パソコンを接続し，必要に応じてス

イッチを切り換えることにより，データ転送・デバッグなどの機能が使用できます。

【【【【性性性性能能能能・・・・仕仕仕仕様様様様】】】】

(1) (1) (1) (1) 本本本本体体体体
項　　目 仕　　様

パソコン接続用(Dサブ25ピン メス ミリネジ)
タッチモニタ接続用(Dサブ9ピン オス インチネジ)

RS-232C
インターフェース
(各1チャンネル) A810GOT接続用(Dサブ25ピン オス ミリネジ)
切換えスイッチ タッチセンサ付ディスプレイモニタとパソコンの切換え用
スイッチ寿命[回] 10000
ケーブル長[m] 0.5(A810GOT⇔A8GT-SWR2間接続ケーブル)
外形寸法[mm] 48(H)×80(W)×20(D)
質　　量[kg] 0.11

(2) (2) (2) (2) 接接接接続続続続ケケケケーーーーブブブブルルルル
項　　目 仕　　様

A8GT-SWR2⇔パソコン間接続ケーブル
（RS-232Cケーブル）

A810GOTにデータ転送用パソコンを直接接続する場合と同じものが使用で
きます。詳細はカタログを参照してください。

【【【【標標標標準準準準価価価価格格格格】】】】
品　　名 形　　名 標準価格

A810GOT用RS-232C切換えアダプタ A8GT-SWR2 40,000円

（上記標準価格には消費税は含まれておりません。）

【【【【ママママニニニニュュュュアアアアルルルル】】】】
マニュアル名称 マニュアル出荷形態 IB/SH番号 形名コード 標準価格

A8GT-SWR2形A810GOT用RS-232C切換えアダプタ
ユーザーズマニュアル

製品に同梱 IB-68947-A 13JM84 300円

（上記標準価格には消費税は含まれておりません。）


