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RGB

■ GT27モデルに5.7型VGA登場！

■ GT21モデルに4.5型ワイド登場！ ■ 新型RGB入力ユニット！

■ 薄型RGB出力ユニット！

GT2705-VTBD
参考標準価格 : ￥240,000
解像度：640×480
表示色：65536色
対応ソフトウェア：GT Works3 Ver.1.130L以降

小さなボディで多機能･高解像度。
2点押し&ジェスチャでさくさく操作！

キレイに見やすく進化した液晶を採用し、
同じ外形寸法でも画面の差は歴然！

RGB画像を2画面同時に表示できます。
RGB画像はオブジェクトとして、ベース/
ウィンドウ画面に自由に配置できます。

市販のモニタを接続し、GOTの画面を大画
面のモニタに表示できます。また、GOTの
バックライトがOFFのときでも、常時、外部
モニタにGOTの画面を表示できます。

狭い場所にも使える縦置き表示　

多彩なインタフェースで多くの機器と
つながる

側面インタフェース

パネルカット寸法が
同じで置換えが可能

Ethernetインタフェース
RS-232インタフェース

RS-422/485インタフェース

ＳＤメモリカードスロット

USBホスト（USB-A）

拡張インタフェース

GT2104-PMBD

GT2104-PMBDS
参考標準価格 : ￥39,500

GT27-ROUT
参考標準価格 : ￥42,000
仕様：アナログRGB出力用 1ch (薄型ユニット)
対応機種:GT27(5.7型を除く)
対応ソフトウェア：GT Works3 Ver.1.130L以降

GT27-R2
参考標準価格 : ￥60,000
仕様：アナログRGB入力用 2ch (2ch同時表示)
対応機種:GT27(5.7型を除く)
対応ソフトウェア：GT Works3 Ver.1.130L以降

RGB

STNモノクロ(白/青)

STNモノクロ(白/黒)

ドット数：384×128
TFTモノクロ(白/黒)
32階調

[Ethernet、RS-422/485]

[RS-232、RS-422/485]

参考標準価格 : ￥51,500

GT2104-PMBDS2

GT2104-PMBLS
参考標準価格 : ￥38,000

解像度：384×128
表示色：モノクロ(白/黒)32階調
バックライト：5色LED(白･緑･ピンク･橙･赤)
対応ソフトウェア：GT Works3 Ver.1.131M以降

解像度：384×128
表示色：モノクロ(白/黒)32階調
バックライト：5色LED(白･緑･ピンク･橙･赤)
対応ソフトウェア：GT Works3 Ver.1.137T以降

詳細は、新製品ニュースNo.1180
(L(名)08631-B)をご参照ください。

[RS-232×2ch]

[RS-422]DC5Vタイプ

参考標準価格 : ￥39,500
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上記価格に消費税は含まれておりません。

G r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a l

G r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a l

● ジェスチャ操作
＜ズーム＞ ＜スクロール＞

＜拡大画面で簡単操作＞● 2点押し



現場

安全に関するご注意

商標、登録商標について

本資料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。

本文中の製品名、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。

業界をリードする の もっと詳しい情報はコチラ 

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

この印刷物は、2015年10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。

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

2015年10月作成

■ GOT本体 + CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット(GT15-J71GF13-T2)セット品発売！

MELSEC iQ-Rシリーズ
　CC-Link IE内蔵CPUユニット
　・R□ENCPU
　シンプルモーションユニット
　・RD77GF(近日発売)
　
ブロックタイプリモートユニット

FREQROL-A800シリーズ
FR-A800-GF

MELSERVO-J4シリーズ
MR-J4-GF

¥438,000

区　分 形　名 参考標準価格

GT25

GT27

GT2715-XTBA-GF

GT2715-XTBD-GF

GT2712-STBA-GF

GT2712-STBD-GF

GT2712-STWA-GF

GT2712-STWD-GF

GT2710-STBA-GF

GT2710-STBD-GF

GT2710-VTBA-GF

GT2710-VTBD-GF

GT2710-VTWA-GF

GT2710-VTWD-GF

GT2708-STBA-GF

GT2708-STBD-GF

GT2708-VTBA-GF

GT2708-VTBD-GF

GT2705-VTBD-GF

GT2512-STBA-GF

GT2512-STBD-GF

GT2510-VTBA-GF

GT2510-VTBD-GF

GT2510-VTWA-GF

GT2510-VTWD-GF

GT2508-VTBA-GF

GT2508-VTBD-GF

GT2508-VTWA-GF

GT2508-VTWD-GF

上記価格に消費税は含まれておりません。
※受注生産品となります。

¥560,000

¥570,000

¥448,000

¥438,000

¥448,000

¥400,000

¥410,000

¥380,000

¥390,000

¥380,000

¥390,000

¥310,000

¥320,000

¥290,000

¥300,000

¥280,000

¥400,000

¥410,000

¥340,000

¥350,000

¥340,000

¥350,000

¥260,000

¥270,000

¥260,000

¥270,000

GT2715

GT2712

GT2710

GT2708

GT2705

GT2512

GT2510

GT2508

さまざまなCC-Link IEネットワーク関連製品があります。
産業用オープンネットワークCC-Link IEを導入してみませんか？

■ GOT充実の規格対応！
GT27、GT25が各国の船級規格を
取得しました。

ホワイトモデルが、米国、カナダの安全規格である
Class Ⅰ, Division 2認証を取得しました。

略　称

ABS
BV
DNV
GL
LR

NK
RINA

アメリカ
フランス
ノルウェー
ドイツ

イギリス
日本
イタリア

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyd's Register
NIPPON KAIJI KYOKAI
Registro Italiano Navale

認定機関 国

困っていませんか？ GOTなら解決できます！

三菱グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

L(名)08377-A 1510(MEE)

さまざまな環境に対応！


