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RS-232C通信用�
新発売�

作画ソフトウェア接続用�
RS-232Cコネクタ�
（Dサブ9ピン オス）�

シーケンサ通信用�
RS-232Cコネクタ�
（Dサブ9ピン オス）�

タッチスイッチ付きLCD�
6型8色カラーまたは2色（白黒）�

  MELSEC-FX,Qシリーズの、CPU直結方式では、画面を表示しながらラダーモニタや編集�
（パソコンソフトウェア）が行なえる2ポートインタフェース機能が使用可能。�
　※ 2ポートインタフェース機能対応接続機種　 �
　    CPU直結 ： MELSEC-FX1S,FX1N,FX2N ・・（RS-232C通信用ボード必要）�
　　　　　  　 ： MELSEC-Q ・・・・・・・・・・・・・・・・（コミュニケーションユニット接続含む）�

 MELSEC-Qシリーズや、計算機リンクユニット，マイコンボードなど�
ＲＳ－２３２Ｃインタフェースを標準装備しているコントローラとの接続が容易になります。�

2機種発売�

■ RS-232C通信タイプ�
F943GOT-SWD（8色カラー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

F943GOT-LWD（2色白黒）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

�

参考標準価格�

115,000円�
80,000円�

RS-232C搭載のコントローラ接続が簡単になります�

2ポートインタフェース機能が使えます。�

上記価格に消費税は含まれておりません。�



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」をお読みください。�

�この印刷物は2000年8月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。� ２０００年８月作成�

この製品を製造している三菱電機（株）姫路製作所は、�
環境マネジメントシステム ISO１４００１の登録サイトです。�
登録番号 ：EC９７J１２３４�
登録年月日 ：１９９８年３月２４日�

姫-B-１４３-A０００８（MEE）�

■システム構成�

F943GOT

■外形寸法�

■本体寸法� ■パネルカット寸法�
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外装色 ： マンセル0.08GY/7.64/0.81相当�
質　量 ： 1kg（取付け金具0.1kg含む）�
付属品 ： 取付け金具�

接続ケーブル�
FX-232CAB-1（パソコンRS-232Cコネクタが9ピンの時）�
FX-232CAB-2（パソコンRS-232Cコネクタがハーフピッチ14ピンの時）�

シーケンサ接続用コネクタ（Dサブ9ピンオス）�

■シーメンス社製S7-300/400シリーズ�
●接続方式：CPU直結�
　・HMI Adapterが必要�
●接続ケーブル：お客様にて作成�

■安川電機社製マシンコントローラ�
●接続方式：CPU直結�
　・CP9200SH  ・MP920  ・MP930�
●接続ケーブル：お客様にて作成�

バージョンUP情報（V4.10，V5.00）�

■仕様�

2000年6月以降品より下記F900GOTがバージョンUPされています。�
1.適応バージョンおよび機種� 2.追加機能�

　　　　   形　　名�

F940GOT-SWD, �

F940GOT-LWD�

F943GOT-SWD, �

F943GOT-LWD�

ET940BH, ET940PH, �

ET940BH-L, ET940PH-L�

F940GOT-SBD-H, �

F940GOT-LBD-H�

F943GOT-SBD-H, �

F943GOT-LBD-H

   バージョンV4.10   バージョンV5.00

2000年4月以降生産品�
（製造番号　�
  SERIAL.No.04＊＊＊＊�
  以降品）�

2000年6月以降生産品�
（製造番号　�
  SERIAL.No.06＊＊＊＊�
  以降品）�

　　　　           
機　　　　　　能

�

�

MELSEC-Qシリーズとの接続  CPU直結（RS-232C）, �

シリアルコミュニケーションユニット（RS-422, RS-232C）�

接続が可能�

シーメンス社PLCとの接続　�

S7-300/400シリーズとの接続が可能�

安川電機社製マシンコントローラとの接続�

マイコンボード接続時のGOT複数台接続が可能�

数値入力, アスキー入力の表示機能追加�

初期表示画面番号の書込み機能追加�

 GOT対応バージョン�

 　V4.10　　V5.00�

　   ○　　　　○�

�

�

 　  ─　　　　○�

�

　   ─　　　　○�

 　  ─　　　　○�

 　  ─　　　　○�

 　  ─　　　　○�

  作画ソフトウェアバージョン�

 GOTR-PACK　 DU/WIN�

 SW4  50F版　　V2.40�

�

 �

近日対応　　　  V2.40�

�

 SW4  50F版　　近日対応�

 SW1  00A版　　V2.00�

 SW3  20F版　　近日対応�

 SW1  00A版　　V2.00

1

2

パソコン接続用コネクタ（Dサブ9ピンオス）�
作画ソフトウェア�
・SW□D5C-GOTR-PACK(V)�
  □は2以上�
・FX-PCS-DU/WIN�
  V2.00以上�

1

2

FXシリーズ�

●接続方式：CPU直結�
　・FX1S+FX1N-232-BD�
　・FX1S+FX1N-CNV-BD�
 　　　 +FX0N-232ADP�
　・FX1N+FX1N-232-BD�
　・FX1N+FX1N-CNV-BD�
  +FX0N-232ADP�
　・FX2N+FX2N-232-BD�
　・FX2N+FX2N-CNV-BD�
  +FX0N-232ADP�
●接続ケーブル：�
　FX1N(2N)-232-BD使用時�
 　　　FX-232CAB-1�
　FX0N-232-ADP使用時�
　　　F2-232CAB-1

Qシリーズ�
●接続方式：CPU直結�
　・QCPUのRS-232Cコネクタ�
　・QJ71C24�
　・QJ71QC24-R2�
●接続ケーブル：�
　QCPU直接時�
　　　QC30R2�
　その他�
　　　お客様にて作成�

他社メーカシーケンサ�

■オムロン社SYSMAC Cシリーズ�
●接続方式：計算機リンク�
　・CQM1　上位リンク内蔵 �
　・C200H　上位リンク�
●接続ケーブル：お客様にて作成�

■富士電機社製 FLEX-PC Nシリーズ�
●接続方式：計算機リンク�
　・NBシリーズ(NB-RS1-AC,NB-RS1-DC)�
　・NJシリーズ(NJ-RS2)�
　・NSシリーズ(NS-RS1)�
　・RS-232CI/F内蔵CPU�
●接続ケーブル：お客様にて作成�

■Allen-Bradley社製SLC500シリーズ�
●接続方式：CPU直結�
　・SLC500シリーズ(SLC5/03,5/04)�
●接続ケーブル：お客様にて作成�

Aシリーズ�

●接続方式：計算機リンク�
　・AJ71UC24�
　・A1SJUC24-R2�
　・A1SJC24-R2�
　・A2CCPU24�
●接続ケーブル：�
　お客様にて作成�

QnAシリーズ�

●接続方式：CPU直結�
　・AJ71QC24�
　・AJ71QC24-R2�
　・A1SJ71QC24�
　・A1SJ71QC24-R2�
●接続ケーブル：�
　お客様にて作成�

マイコンボード�

●接続方式：汎用通信�

●接続ケーブル：お客様にて作成�

〒100-8310  東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）�

お問合わせは下記へどうぞ�
(03)3459-5666�

(011)212-3785�

(022)216-4546�

(024)923-5624�

(048)653-0256�

(025)241-7227�

(045)224-2623�

(0471)62-3611�

(076)233-5502�

(052)565-3314�

(054)251-2855�

(053)456-7115�

(0565)34-4112�

(058)263-8787�

(059)229-1567�

(06)6347-2771�

(075)361-2192�

(078)392-8561�

(082)248-5445�

(087)825-0055�

(092)721-2247

本社機器営業部…�

北海道支社………�

東北支社…………�

福島支店…………�

関越支社…………�

新潟支店…………�

神奈川支社………�

東関東支社………�

北陸支社…………�

中部支社…………�

静岡支店…………�

浜松支店…………�

豊田支店…………�

岐阜支店…………�

三重支店…………�

関西支社…………�

京滋支店…………�

兵庫支店…………�

中国支社…………�

四国支社…………�

九州支社…………�

RS-232C規格準拠のインタフェースが2つ搭載して
いる以外は、一般仕様，電源仕様はF940GOTと同
一です。�
詳細はF940GOT新製品ニュースまたはF900GOT
カタログを参照ください。�

単　位 ： mm�
�


