


作画するのが楽しくなる・・・
GOT1000の多彩な図形パーツ群が、あなたの作業を
楽しみに換えてくれます。

本物を追求したリアルパーツ。
高級感のある画面が簡単に作れます。

表現力は無限大。

こだわりのパーツ、『リアルパーツ』も充実。
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アイコンの見方

･･･新たに追加されたパーツを表すアイコンです。

30

プラスチック　プラスチックランプ

プラスチック　プラスチックプレート 

プラスチック　プラスチックキー　大1

プラスチック　プラスチックキー　特大１

プラスチック　プラスチックキー　小１

28

･･･パーツの画像サイズを表すアイコンです。数字はパーツの短辺のdot数を表します。（リアル2のみ記載）
　　 記載のサイズで使用すると一番きれいです。

･･･白背景/淡色背景へ最適化していることを表すアイコンです。
      このアイコンのついたパーツは白背景/淡色背景や、白色図形/淡色図形の上に配置した際、輪郭がより美しく見えます。WhiteWhite

･･･黒背景/濃色背景へ最適化していることを表すアイコンです。
      このアイコンのついたパーツは黒背景/濃色背景や、黒色図形/濃色図形の上に配置した際、輪郭がより美しく見えます。BlackBlack

メタリック　メタリックキー　大2

メタリック　メタリックキー　特大１

メタリック　メタリックキー　特中大１

メタリック　メタリックキー　大１

メタリック　メタリックキー　中１

メタリック　メタリックキー　大3

A900円形図形256

A900矩形図形256

A900GTDランプ256図形

A900GTDスイッチ256図形

A900GTD特殊パーツ

F900ランプ図形

F900スイッチ図形

F900スライドスイッチ

F900トグルスイッチ

F900ロータリースイッチ

F900パターン
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64dot64dot
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リアル 2　プレート付きパーツ 13

リアル 2　メータ円

リアル 2　メータ角



リアル

128点

実物のスイッチをイメージしたパーツです。
画面にリアリティ溢れる演出を施せます。

システムライブラリ(65536色）

リアル　ランプ図形 大

全322点

1



128点リアル　凸凹図形 大

リアル

つづきリアル　ランプ図形 大

システムライブラリ（65536色）

2



つづきリアル　凸凹図形 大

リアル
システムライブラリ（65536色）

3



リアル　凸凹図形 大 つづき

66点リアル　トグル図形 大

リアル
システムライブラリ（65536色）

4



WhiteWhite BlackBlack64dot64dot

実物のスイッチをイメージしたパーツです。
画面にリアリティ溢れる演出を施せます。リアル 2

インポートライブラリ(65536色）

全868点

リアル 2　ランプ図形 大 126点

5



NEWNEW

NEW

NEWNEW

つづきWhiteWhite BlackBlack

WhiteWhite BlackBlack

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　ランプ図形 大

リアル 2　ランプ図形 中 56点
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64dot64dot

48dot48dot



リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　ランプ図形 小 38点

180点

WhiteWhite BlackBlackリアル 2　ランプ図形 ミニ 18点

WhiteWhite BlackBlackリアル 2　凸凹図形 大
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NEW

NEW

WhiteWhite BlackBlack32dot32dot

16dot16dot

64dot64dotNEW



つづき

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

WhiteWhite BlackBlackリアル 2　凸凹図形 大
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64dot64dotNEW



つづき

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

WhiteWhite BlackBlackリアル 2　トグル図形 大 70点
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NEW

64dot64dot

リアル 2　凸凹図形 大 NEW WhiteWhite BlackBlack64dot64dot



10

NEW

NEW

NEW

つづき

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

WhiteWhite BlackBlackリアル 2　トグル図形 大

6点WhiteWhite BlackBlackリアル 2　トグル図形 大

36点WhiteWhite BlackBlackリアル 2　トグル図形 大

64dot64dot

48dot48dot

32dot32dot



11

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　キー図形 大1 60点

リアル 2　キー図形 中1 60点NEW 48dot48dot

64dot64dot



リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　キー図形 中1 つづき

リアル 2　キー図形 大2 80点
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NEW

NEW 64dot64dot

48dot48dot



NEW

NEW

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　キー図形 中2 80点

リアル 2　プレート付きパーツ 25点
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※文字部分は編集可能です。80dot80dot

48dot48dot



192dot192dot

リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　メータ円 24点

14

※メモリ、針色は編集可能です。NEW



リアル 2
インポートライブラリ(65536色）

リアル 2　メータ角 9点

88点

メタリックな金属光沢を表現したパーツです。
画面全体をメタリックなイメージで統一できます。 全644点メタリック

メタリック　　メタリックキー 特大1

インポートライブラリ(65536色）

15

※メモリ、針色、文字部分は編集可能です。NEW

NEW

160dot160dot



つづき
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NEW

メタリック

メタリック　　メタリックキー 特大1

インポートライブラリ(65536色）



つづき

メタリック

メタリック　　メタリックキー 特大1

メタリック　　メタリックキー 特中大1 88点

インポートライブラリ(65536色）

17

NEW

NEW



つづき

メタリック

メタリック　　メタリックキー 特中大1

メタリック　　メタリックキー 大1 176点

インポートライブラリ(65536色）

18

NEW

NEW



つづき

メタリック

メタリック　　メタリックキー 大1

インポートライブラリ(65536色）

19

NEW



メタリック

メタリック　　メタリックキー 大2 84点

インポートライブラリ(65536色）

20

メタリック　　メタリックキー 中1 88点NEW

NEW



メタリック　　メタリックキー 大3 120点

メタリック
インポートライブラリ(65536色）
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NEW



メタリック　　メタリックキー 大3 つづき

メタリック

プラスチック

252点

プラスチックの透明感を表現したパーツです。
画面全体をプラスチックのイメージで統一できます。

プラスチック　　プラスチックランプ 大

全684点

インポートライブラリ(65536色）

インポートライブラリ(65536色）
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NEW

NEW



つづき

プラスチック

プラスチック　　プラスチックランプ 大

23

NEW

インポートライブラリ(65536色）



つづき

プラスチック

プラスチック　　プラスチックランプ 大

インポートライブラリ(65536色）

24

NEW



プラスチック　　プラスチックプレート 132点

プラスチック
インポートライブラリ(65536色）

25

NEW



プラスチック　　プラスチックプレート 

プラスチック
インポートライブラリ(65536色）

100点

つづき

プラスチック　　プラスチックキー 特大1

26

NEW

NEW



プラスチック
インポートライブラリ(65536色）

つづきプラスチック　　プラスチックキー 特大1
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NEW



つづき

プラスチック
インポートライブラリ(65536色）

プラスチック　　プラスチックキー 特大1

100点プラスチック　　プラスチックキー 大1
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NEW

NEW



プラスチック
インポートライブラリ(65536色）

つづきプラスチック　　プラスチックキー 大1

29

つづきNEW



プラスチック
インポートライブラリ(65536色）
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プラスチック　　プラスチックキー 小1 100点NEW



108点AV　キー図形

18点AV　ノーマル図形

228点AV　オンオフ図形

AV メタリックなサテンの質感を持つパーツです。
豊富なラインアップで画面を華やかに演出します。

システムライブラリ(256色)／インポートライブラリ(65536色）

全482点

31



つづきAV　オンオフ図形

AV
システムライブラリ(256色)／インポートライブラリ(65536色）

32



AV
システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ（65536色）

64点AV　スライド図形 64点AV　ロータリー図形各色0～3の4ポジション 各色０～７の8ポジション

108点

クリスタル 透明感のあるクリアな質感を特徴とするパーツです。
美しい光沢と透明感が画面を飾ります。

システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ(65536色）

全476点

クリスタル　キー図形

33



つづきクリスタル　キー図形

クリスタル
システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ（65536色）

158点クリスタル　オンオフ図形

18点クリスタル　ノーマル図形

34



クリスタル
システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ（65536色）

108点

各色0～7の8ポジション 64点クリスタル　ロータリー図形

128点

システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ(65536色)

全336点

白いフレームにパステルカラーのスイッチを配したパーツです。
スイッチカラーの持つ柔らかな色調が画面を明るく見せます。ソフト

ソフト　キー図形

クリスタル　スライド図形 各色０～3の4ポジション

35



84点ソフト　オンオフ図形

18点ソフト　ノーマル図形

各色０～７の8ポジション

各色０～３の4ポジション 32点ソフト　スライド図形

64点ソフト　ロータリー図形

30点ソフト　パーツ図形

つづきソフト　キー図形

ソフト
システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ(65536色)
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108点

レトロ クラシックな外観を持つパーツです。
温かみのあるデザインと色調で画面を演出します。

システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ(65536色)

全465点

レトロ　キー図形

18点レトロ　ノーマル図形

204点レトロ　オンオフ図形

37



つづき

レトロ 
システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ(65536色)

レトロ　オンオフ図形

32点レトロ　スライド図形 各色０～３の4ポジション
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レトロ
システムライブラリ（256色）／インポートライブラリ（65536色）

31点レトロ　パーツ図形

60点シンプル　正方形

72点レトロ　ロータリー図形 各色０～７の8ポジション

シンプル シンプルな形状で構成されたパーツです。
簡潔なデザインがどのような現場にもマッチします。

システムライブラリ（256色）

全390点
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60点シンプル　長方形

100点シンプル　円形

シンプル
システムライブラリ（256色）
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シンプル　円形

シンプル
システムライブラリ（256色）

80点シンプル　楕円形

50点シンプル　正方形+円形

つづき

41



40点シンプル　長方形+楕円形

99点ISO0001-0099

99点ISO0100-0246

シンプル
システムライブラリ（256色）

ISO 国際標準化機構が制定した各種図記号のアイコンです。
世界標準の記号を豊富に取り揃えました。

システムライブラリ（2色）

全1045点

42



ISO
システムライブラリ（2色）

ISO0100-0246

99点ISO0247-0349

つづき

99点ISO0350-0456

99点ISO0457-0560
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ISO0457-0560

99点ISO0561-0659

つづき

99点ISO0660-0762

99点ISO0763-0872

ISO
システムライブラリ（2色）
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2727

ISO0763-0872

ISO
システムライブラリ（2色）

99点ISO0873-0974

つづき

99点ISO0975-1079
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55点ISO1080-1140

ダイアログ エクスクラメーションマークやクエスチョンマークといった
基本的なマークのアイコンです。

システムライブラリ（256色）

全4点

4点アイコン

50点矢印Mono

スイッチ 簡潔なイメージと、説明の語句が付記された汎用性の高い
アイコンです。様々な分野でご利用いただけます。

インポートライブラリ（65536色）

全466点

50点ピクトMono（2）

50点ピクトMono（１）

ISO
システムライブラリ（2色）
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50点ピクト（１）

スイッチ
インポートライブラリ（65536色）

50点矢印

36点ピクトMono（３）

14点国旗Mono

50点ピクト（2）

36点ピクト（３）

80点国旗

47

NEW



24点特殊パーツ（2）

工場ラインを構成する各種機器をイメージしたパーツです。
ライン構成や、ラインの稼動状況の確認など、多様な用途でご利用いただけます。特殊パーツ

インポートライブラリ（65536色）

全95点

31点特殊パーツ（１）

つづき国旗

スイッチ
インポートライブラリ（65536色）
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NEW



NEW NEW

サイン 警告・注意・禁止などのメッセージを表現したアイコンです。
現場の安全管理にお役立て下さい。

インポートライブラリ（65536色）

全46点

46点サイン

40点特殊パーツ（3）

特殊パーツ
インポートライブラリ（65536色）

49

WhiteWhite BlackBlack



 つづきサイン

 

 

 

 

装置イラスト ＧＯＴ、シーケンサなどの各種ＦＡ機器のイラスト図形です。
ラインの設備状況や機材の設置場所を表示することができます。

インポートライブラリ(65536色）

全19点

サイン
インポートライブラリ(65536色）

吹き出し

  19点

5点

装置イラスト

吹き出し

  90点GT10xx ランプ (丸)

モノクロパーツ
インポートライブラリ（2色）

全478点

コメント・注意事項等を記載できるイラスト図形です。
画面の情報をより見やすく表示することができます。

インポートライブラリ(65536色）

全5点

50 



点

 

   
つづき

164点

つづき

40点

  
GT10xx ランプ(丸)

GT10xx ランプ(四角)

GT10xx ランプ(四角)

GT10xx スライド図形

モノクロパーツ
インポートライブラリ（2色）
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36点

26点

84点

64点

  

モノクロパーツ
インポートライブラリ（2色）

GT10xx ロータリー図形

GT10xx トグル図形

GT10xx パーツ

GT10xx 特殊図形
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40点

6点

6点

38点

38点

36点

A900円形図形256（１）

A900円形図形256（2）

A900円形図形256（3）
A900矩形図形256（2）

A900矩形図形256（1）

A900円形図形256（4）

GOT900 互換
インポートライブラリ(256色）

53 



GOT900 互換
インポートライブラリ(256色）

84点

72点

76点

A900GTDランプ256図形（１）

A900GTDランプ256図形（2）

A900GTDスイッチ256図形（1）

54 



つづき

68点

54点

  

GOT900 互換
インポートライブラリ（256色）

A900GTDスイッチ256図形（1）

A900GTDスイッチ256図形（2）

A900GTDスイッチ256図形（3）
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A900GTD特殊パーツ

F900ランプ図形（小）

F900ランプ図形(横置き用）

F900ランプ図形（縦置き用）

F900スイッチ図形（小）

F900スイッチ図形（大）

F900スイッチ図形(横置き用）

F900スイッチ図形(縦置き用）

GOT900 互換
インポートライブラリ（256色）

32点

24点

24点

24点

24点

48点

48点

24点
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F900トグルスイッチ

つづきF900スイッチ図形(縦置き用）

F900スライドスイッチ(左右）

F900スライドスイッチ（上下）

F900ロータリースイッチ

F900パターン(鉄）

F900パターン(木）

F900パターン(石）

GOT900 互換
インポートライブラリ（256色）

24点

8点

20点

20点

20点

24点

12点
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キーボードサンプル

6種数値キー（10進）　

GOT1000のシステムライブラリには、キーボードのサンプルがあらかじめ登録されています。
キーボードのサンプルは、図形を自由に置き換えて使用できます。

数値キー（10進）の図形を

インポートライブラリ

（65536色）

AV_オンオフ図形：青系

に置き換えました。

数値キー（10進）の図形を

インポートライブラリ

（65536色）

AV_オンオフ図形：黄系

に置き換えました。

数値キー（10進）の図形を

システムライブラリ

リアルランプ（65536色）：紫系

に置き換えました。

数値キー（10進）の図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：灰系

に置き換えました。

数値キー（10進）の図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：橙系

に置き換えました。

数値キー（10進）の図形を

システムライブラリ

リアルランプ（65536色）：赤系

に置き換えました。

※各項目に記載の置き換えに加え、サンプルの一部で　　　の図形を←→の記号（文字）に、　　　の図形を　　　の記号（文字）に置き換えています。▼

▼ ▼ ▼
＜＞
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数値キー（16進）の図形を

インポートライブラリ（65536色）

クリスタル_ノーマル図形：橙系　に置き換えました。

数値キー（16進）の図形を

インポートライブラリ

（65536色）

クリスタル_ノーマル図形：緑系

に置き換えました。

4種アスキーキー

5種数値キー（16進）　

数値キー（16進）の図形を

システムライブラリ

リアルランプ（65536色）：桃系

に置き換えました。

数値キー（10進）の図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：水系

に置き換えました。

アスキーキーの図形を

上：システムライブラリ　リアルランプ（65536色）：黄系　に置き換えました。

下：インポートライブラリ（65536色）　AV_オンオフ図形：橙系　に置き換えました。

数値キー（16進）の

基本図形にある

テンキーです。

キーボードサンプル
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3種かなキー

つづきアスキーキー

アスキーキーの図形を

上：システムライブラリ　リアル凸凹スイッチ（65536色）：紫系　に置き換えました。

下：インポートライブラリ（65536色）　クリスタル_ノーマル図形：桃系　に置き換えました。

かなキーの図形を

上：インポートライブラリ（65536色）　AV_オンオフ図形：紫系　に置き換えました。

中：システムライブラリ　リアルランプ（65536色）：水系　に置き換えました。

下：インポートライブラリ（65536色）　クリスタル_ノーマル図形：緑系　に置き換えました。

キーボードサンプル
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アラームキーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

AV_オンオフ図形：黄系　に置き換えました。

アラームキーの図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：水系

に置き換えました。

アラームキーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

AV_オンオフ図形：水系

に置き換えました。

アラームキーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

AV_オンオフ図形：青系　に置き換えました。

8種アラームキー

1種ドキュメント表示キー

ドキュメント表示キーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

AV_キー図形：橙系

に置き換えました。

アラームキーの図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：青系　に置き換えました。

アラームキーの図形を

システムライブラリ

リアルランプ（65536色）：赤系　に置き換えました。

アラームキーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

クリスタル_ノーマル図形：桃系　に置き換えました。

アラームキーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

クリスタル_ノーマル図形：橙系　に置き換えました。

キーボードサンプル
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ヒストリカルトレンドキーの図形を

システムライブラリ

リアルランプ（65536色）：水系

に置き換えました。

ヒストリカルトレンドキーの図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：灰系

に置き換えました。

かな漢字変換キーの図形を

システムライブラリ

リアル凸凹スイッチ（65536色）：青系

に置き換えました。

かな漢字変換キーの図形を

インポートライブラリ（65536色）

AV_オンオフ図形：橙系

に置き換えました。

シンプル図形にある

かな漢字変換キーです。

1種かな漢字変換キー

2種ヒストリカルトレンドキー

キーボードサンプル
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①

②

③

各種キーの格納場所

ワークスペースで①のライブラリを選択後、

②の種別で『機能別』を選択、③『各種キー』を選択

すると、登録済みの『各種キー』一覧が表示されます。
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① ②

③

④

ワークスペースで①のキーを選択するか、②のライブラリ一覧からキーを選択して、画面にキーを配置します。

ステートOFFを選択します。（デフォルトはOFFに設定されています。）

プロパティシートの③の『図形』で『▼』を選択すると、図形のイメージ一覧が表示されます。

イメージ一覧の④の「ライブラリ」の『▼』で変更したい図形の種類を選択します。

図形の置き換え手順

64



⑧⑧

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

図形の置き換え手順

 

ライブラリの⑤で『リアル ランプ図形』を選択後、⑥の色指定で『赤系』を選択、⑦の図形を選択し、⑧の『OK』を選択します。

同様に、ON図形もお好みのものに置き換えてください。

①で配置したステートOFFのキーボード図形の置き換えが完了しました。
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♪ライブラリ活用の裏ワザ♪

 

ライブラリの中で、『＊＊＊＊図形』と名前が付いているパーツは、『部品』として
登録することで、パーツを共通化してプロジェクトのサイズを小さくすることが出来ます。

きれいなライブラリパーツを使ったら、プロジェクトデータのサイズが大きくなりすぎて
本体のメモリに入りきらなくなってしまった！！
こんな経験をされた方に、ちょっと嬉しい機能のご紹介！

ライブラリの図形を『部品』に登録しよう！

プロジェクト
データ

GOTのメモリリミット

既存のプロジェクト

きれいなパーツにしたプロジェクト

GOTメモリ容量

『部品』登録のメリット つづく
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ライブラリに登録されているデータは画像データであるため、
スイッチやランプの図形をライブラリから選択して使用すると、使用した図形の
数だけ画像として作画のデータ（プロジェクトデータ）として保存されてしまうため
GOT本体に転送するデータのサイズがどんどん大きくなってしまいます。

何度も使用するパーツを『部品』として登録して利用すれば、プロジェクトデータの
サイズを大きくせずにきれいなパーツを使用できます。

67

♪ライブラリ活用の裏ワザ♪

＜注意＞
『部品』は、登録した時のサイズでサイズが固定になります。
よく使うパーツであっても、表示したいサイズが違う場合は、別々の部品として登録する必要があります。

登録した部品は一つの容量
↓

一種を何個使っても同一容量

プロジェクトデータ（画像の数に比例して増大）

ライブラリデータで
作成したプロジェクト

部品登録した
プロジェクト

全ての使用画像サイズ
プロジェクトデータに加算

GOTのメモリリミット

プログラム 画像１ 画像2 画像3 画像4 画像5 画像ｎ

きれいなパーツにしたプロジェクト

ライブラリからの画像

プログラム 画像１ 画像2 画像3

図形を『部品』として
登録して利用

GOTメモリ容量

 



図形を部品として登録する手順

 

ライブラリイメージ一覧から使いたいパーツを選んでベース画面上に配置します。
1

登録するパーツの図形をドラッグして、プロジェクトワークスペースの『部品』の上に
ドロップ（マウスを放す）します。

2
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図形を部品として登録する手順

『部品のプロパティ』ダイアログが表示されますので、登録する部品の番号と名前を入力
し、� 　　　　　　ボタンをクリックします。

登録が完了すると、『部品』の下に、登録した部品の名称が表示されます。
これで登録完了です。

3

4

※

※部品の番号、名前は任意に設定できます。
　　ここでは、番号を『1』、名前を『ランプ緑ON図形』として登録しています。

※登録した部品のイメージは、『部品』をダブルクリックすることで、『部品イメージ一覧』
　 にて確認することが出来ます。
   OFF図形も同様に『部品』として登録し、使用することが出来ます。
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70

登録した部品の使い方

画面上にビットランプを配置し、ビットランプをダブルクリックして、『ランプ表示（ビット）』
のプロパティを表示します。

1

『ランプ表示（ビット）』のプロパティで、『表示形式』-『図形』-『その他』を選択し、
イメージ一覧から『部品』を選びます。

2

 



登録した部品の使い方

 

同様にON表示の図形も、イメージ一覧の『部品』から、先ほど登録した部品を選択して
ください。※図形選択後、必要なときには『イメージの透過色を有効にする』にチェック
を入れます。

3

『ランプ表示（ビット）』のダイアログを閉じて、ビットランプの図形が先ほど登録した
部品になっていることが確認できれば、設定完了です。
背景の図形や、文字と組み合せれば、きれいなランプの設定が完了します。

4
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パーツライブラリ

ダウンロードしたい
図形のアイコンを
クリックください。

GOTトップページから、
『ダウンロード』を選択。

三菱電機のFA機器製品に関する情報サイト 
"MELFANSweb" では最新のパーツライブラリ
が公開されています。

FA-LAND会員に登録（無料）するだけで簡単
にダウンロードできます。

システムライブラリは、“GT Designer2”に標準で組み込まれているライブラリファイルです。
スイッチやランプなどの各種機能が設定された『オブジェクト』と機能のない『図形』とがあります。
システムライブラリは、“GT Designer2”インストール直後から使用できます。

インポートライブラリは、“GT Designer2”にインポートして使用する『図形』のライブラリファイルです。
インポートの方法は、次のページを参照してください。

インポートライブラリは、“GT Designer2”インストール先フォルダ内「¥MELSEC¥GTD2¥LibraryData」
または、「C:¥Program Files¥MELSOFT¥GTD2¥LibraryData」に格納されています。

※“GT Designer2”に収録されているインポートライブラリは、“GT Designer2”のバージョンにより、内容が異なります。
最新のパーツライブラリは、MELFANSwebで公開しておりますのでダウンロードしてご利用ください。

システムライブラリとインポートライブラリ

インポートライブラリ

システムライブラリ

最新パーツライブラリのダウンロード

http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/got/faland/download/parts/index.htmlhttp://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/got/faland/download/parts/index.html
▼GOT1000パーツライブラリダウンロードページのダイレクトアクセス

72



GT Designer2へインポート
最新のパーツライブラリを

※インポートしたライブラリの使い
方は、64ページを参照してくだ
さい。

4
インポートしたファイルがユーザライブラリに登録
されます。

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

設定完了

※製品に付属のインポートライブラリは、“GT Designer2”インストー
ル先フォルダ内「¥MELSEC¥GTD2¥LibraryData」または、

　　「C:¥Program Files¥MELSOFT¥GTD2¥LibraryData」に格納さ
れています。

インポートするファイルの種類（GTD2.lbdまたは*.lbe）
を選択し、インポートするファイルを選択します。

3

▼
▼
▼
▼
▼
▼

ライブラリのインポート

GT Designer2のワークスペースで「ライブラリ」の
タブを選択してください。

1

▼
▼
▼
▼
▼

「ライブラリ」メニューを右クリックして表示される
【ユーザライブラリのインポート】を実行します。

2

▼
▼
▼
▼
▼

“GT Designer2”インストール先フォルダ内に格納されているインポートライブラリやダウンロードした
パーツライブラリは、以下の手順で簡単に使用できます。
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