
GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus

作画スタイルが変わる。
現場がよりスマートに。

三菱グラフィックオペレーションターミナル 画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3



作画効率を高めたい…。こだわりの画面を作成したい…。 既存の画面資産もフル活用したい…。

そんな声に「MELSOFT GT Works3」は、すぐに使えるサンプルデータを提供し、

画面資産の再利用性強化による工数削減に貢献します。

三菱FA製品同士の連携はもちろん、他アプリケーションとの連携もさることながら、

ストレスを感じない操作性かつ直感的な操作で初心者でも簡単に作画可能。

GOTのあらゆる作画シーンを変えていきます。

作画の効率向上も、画面資産の有効活用も。

直感的な操作で、GOTの作画が思いのままに。

[  G r a p h i c  O p e r a t i o n  T e r m i n a l  ]
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MELSOFT 

RT ToolBox2
mini

MELSOFT 

MT Works2

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、システム設計およびプログ
ラミングの効率を向上させ、トータルコスト削減を図ります。

FA統合エンジニアリングソフトウェア

MELSOFT iQ Works

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
携を行うためのソフトウェアです。
システム構成の設計、パラメータの一括設定、システムラベル、一括読み出しなど
の便利な機能を提供します。

MELSOFT Navigator

システム管理ソフトウェア

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。

MELSOFT MT Works2

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

プログラム作成から立上げ・調整、保守まで統合的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。

MELSOFT RT ToolBox2 mini

ロボットエンジニアリングソフトウェア

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、
従来のインバータシリーズのパラメータを容易に移行できます。

MELSOFT FR Configurator2

インバータセットアップ ソフトウェア

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。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削減を実現します。

MELSOFT GX Works3

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。

MELSOFT GX Works2

表示器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。

表示器画面作成ソフトウェア

MELSOFT GT Works3
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デバイスの代わりに「ラベル」を使って作画が簡単に！1

海外での
メンテナンスもラクだね。

海外でのメンテナンスもラクラク「マルチ言語対応」2

デバイス入力をお手伝い「入力アシスト」

設定するデバイス/ラベルの候補を表示。簡単にデバイス/ラベルの入力ができます。

3

4

「データ照合」が
より便利に！

画面/オブジェクト単位で
プロジェクトデータの照合ができます。
照合結果を一覧表示し、差異を色で確認できます。

5

編集中プロジェクト
保存済みプロジェクト

or
GOT内のプロジェクト

照合

照合結果

これなら、違いがひと目で
わかるね！

ピンク ：不一致
  青 ：照合元のみ
  緑 ：照合先のみ

各種接続機器のデバイスやGOT内部デバイスの代わりに、わかりやすい任意の名称（ラベル）を使用して、
画面を作成できます。デバイス名やデバイスアドレスを意識することなく、画面設計が可能です。

洗練されたユーザインタフェースで作画シーンを変えていく─。
キレイな画面を簡単に作成できる、おすすめの機能をご紹介！

画面のカスタマイズが簡単
「テンプレート」

オブジェクトや図形のデバイス・
色などをテンプレート登録しておくことで、
簡単に一括で変更できます。

〈テンプレート画面例〉

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus

NEW

NEW

あのデバイスなんだっけ？
あ、これこれ！

Ver.UP

Ver.UP

変更箇所を一つずつ選択せずに、
一度に変更できる♪

➡

➡P.26

➡P.16

➡P.14 ➡P.26

ラベルだと
簡単・早い・
わかりやすい！

➡P.28

GT Works3のメニューバー、ダイアログ等の表示言語を切り換えることができます。
使用者に合った言語でスムーズな編集作業が可能です。

表示言語を
切り換え

日本語

中国語(簡体字)

英語
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●GOT2000のみ対応
●GOT2000･GOT1000対応
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データ転送  P.23 シミュレート  P.25 ライブラリ  P.20 サンプルプロジェクト  P.12ワークツリー P.19
プロジェクトの把握や
画面の追加・削除も簡単！

設定内容をツリー表示。
一括変更も可能！

設定内容を一覧表示。
確認･修正が簡単！

分かりやすい表示で、
スムーズ設定！

エラー箇所がすぐわかる！

ワンクリックで
データ転送！

ワンクリックで
動作確認！

キレイな画面を
簡単作成！

流用できるサンプルを多数ご用意！

流用作成機能  P.10
キーワード検索して画面資産を有効活用！

プロパティシート P.19 データブラウザ P.18 データチェック一覧  P.22ダイアログボックス

このマークが付いている機能は、
GOT2000のみ対応しています。

このマークが付いている機能は、
GOT2000・GOT1000に対応しています。

Ver.UPVer.UP

Ver.UP

Ver.UP
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キーワードなどの条件を指定して、作成済みプロジェクトやあらかじめ用意してあるサンプルプロジェクトから流用する候
補を検索できます。プロジェクトの設定内容を把握していなくても、候補から選択・流用することで、効率よく画面を作成
できます。数多い画面資産を有効活用できます。

流用作成機能で使用できるサンプルプロジェクトをご用意しています。ぜひご利用ください。➡P.12

新規作成時にプロジェクトをまるごと流用

プロジェクトを新規作成時に、数多い画面資産の中から最適なプロジェクトを選び、効率よくプロジェクトを作成できます。
流用元の検索範囲を指定したり、あらかじめ用意してあるキーワードまたは任意のキーワードで検索できます。

検索範囲を指定

キーワードを選択または入力

検索結果を表示

サンプルプロジェクトを流用する場合は「サンプルプロジェクト」を選択

あらかじめ用意してあるキーワードを選択または任意のキーワードを入力

候補から選択して
プロジェクト単位で流用

GOTタイプ、接続機器の種類、最終更新日で絞り込みができるため、流用したいデータをすぐに見つけることができます。

あらかじめ用意してあるキーワードを選択または任意のキーワードを入力して検索できます。プロジェクト流用の場合、ファイル名、
プロジェクト情報（プロジェクトタイトル、詳細説明、作成者）から検索します。
プロジェクト作成時に、プロジェクト情報にキーワードとなる文字列や説明を入力しておくと検索しやすく便利です！
画面流用の場合、ファイル名、画面タイトル、画面の詳細情報、オブジェクト名称、図形名称、テンプレート名称から検索します。

検索範囲を指定できます。
・サンプルプロジェクト ➡P.12
・最近編集したプロジェクト
・フォルダ指定（3階層下のフォルダまで検索）
GOTプロジェクト用フォルダを決めておくと
検索時に便利です。 絞り込み

検索対象 検索キーワード

パネル検査装置.GTX
搬送装置.GTX
品質検査装置.GTX

・
・
・
・

作成済みプロジェクト
同じようなプロジェクト

データがあったはずだけど…
どこだっけ？

画面資産を有効活用して、効率よく画面作成できる！

	手順：［プロジェクト（P）］➡［新規作成（N）］➡［流用作成］

GOT Screen Design Software
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画面追加時にピンポイントで画面流用

作成済みプロジェクトやあらかじめ用意してあるサンプルプロジェクトの中から画面単位で流用できます。
画面ごとの関連設定（コメントデータ、ロギング設定など）も同時に流用できるため簡単にプロジェクトを作成できます

検索結果を表示

キーワードを選択または入力

検索範囲を指定

関連設定

コメントデータ、ロギング
設定、ウィンドウ画面などの
関連設定も同時に
流用可能！

ドラッグ＆ドロップで
関連設定も同時に流用

あらかじめ用意してあるキーワードを
選択または任意のキーワードを入力

サンプルプロジェクトを流用する場合は
「サンプルプロジェクト」を選択

GOTタイプ、接続機器の種類、最終更新日で絞り込みができるため、流用したいデータをすぐに見つけることができます。

あらかじめ用意してあるキーワードを選択または任意のキーワードを入力して検索できます。プロジェクト流用の場合、ファイル名、
プロジェクト情報（プロジェクトタイトル、詳細説明、作成者）から検索します。
プロジェクト作成時に、プロジェクト情報にキーワードとなる文字列や説明を入力しておくと検索しやすく便利です！
画面流用の場合、ファイル名、画面タイトル、画面の詳細情報、オブジェクト名称、図形名称、テンプレート名称から検索します。

検索範囲を指定できます。
・サンプルプロジェクト ➡P.12
・最近編集したプロジェクト
・フォルダ指定（3階層下のフォルダまで検索）
GOTプロジェクト用フォルダを決めておくと
検索時に便利です。 絞り込み

検索対象 検索キーワード

・
・
・
・

サンプルプロジェクト

既存の画面データを
流用して簡単に
画面作成したいな…

Alarm-Sort_V_Ver1_J.GTX
Recipe_V_Ver1_J.GTX
MITSUBISHI_FR-A800_V_Ver1_J.GTX

画面資産を有効活用して、効率よく画面作成できる！ 流用作成機能

	手順:［画面（S）］➡［新規作成（N）］➡［流用作成］
	ショートカットキー：Ctrl	+	Shift	+	F

GOT Screen Design Software
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よく使用される画面を標準化したサンプルプロジェクトやGOTの各機能のサンプルプロジェクト、接続機器のモニタや
パラメータ変更ができるサンプルプロジェクトを多数ご用意。目的・用途に合わせたプロジェクトデータを簡単に作成でき
ます。日本語、英語、中国語(簡体字)のサンプルプロジェクトをご用意しています。

流用作成機能で使用できるサンプルプロジェクトを多数ご用意

各言語のサンプルプロジェクトはGT Works3のDVD-ROMからインストールできます。
最新のサンプルプロジェクトは三菱電機FAサイトからダウンロードできます。➡P.35

標準画面サンプル：よく使用される画面を17種類の目的別に標準化したサンプルプロジェクト NEW

接続サンプル：接続機器の現在値モニタやパラメータ変更などができるサンプルプロジェクト

機能サンプル：GOTの各機能の動作確認やネットワーク状態のモニタができるサンプルプロジェクト

手動操作（6パターン） カウンタ表示（4パターン） 原点復帰（2パターン）

アラーム レシピ スクリプト	NEW

デバイスモニタ CC-Linkネットワークモニタ AnyWireASLINKネットワークモニタ

三菱：シーケンサ	 機種追加 三菱：温調ユニット 三菱：インバータ	 機種追加

GOT Screen Design Software
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流用作成機能で使用できるサンプルプロジェクトを多数ご用意 Ver.UP  サンプルプロジェクト

流用作成機能➡P.10

接続サンプル：接続機器の現在値モニタやパラメータ変更などができるサンプルプロジェクト

三菱：シンプルモーション	 画面追加 三菱：Qモーション 三菱：サーボアンプ

オリエンタルモーター：ステッピングモーター	NEW

IAI：ロボットコントローラ（X-SEL）	NEW

SMC：コントローラ（LECP6）	NEW

パトライト：ネットワーク表示灯

三菱：センサレスサーボ	NEW

IAI：ロボットコントローラ（SCON）	NEW

●サンプルプロジェクトの使用方法
　①流用作成画面の対象で“サンプルプロジェクト”を選択
　②キーワードを選択または入力（任意)
　③検索結果から選択し、流用ボタンをクリック

サンプルプロジェクトの内容・使用方法を
表示します。

 

GOT Screen Design Software
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デバイス/ラベル設定時に、設定済みのデバイス/ラベルやデバイスコメント、ラベルコメント、デバイス定義の中から入
力候補を表示します。

設定済みのデバイス/ラベルの中から候補を表示

デバイス設定エリアでデバイス名/ラベル名を入力すると、
設定デバイス/ラベルの候補を表示します。
デバイスコメント、ラベルコメント、デバイス定義も表示される
ため、確認しながらデバイス/ラベルを設定できます。
GOTのラベル、MELSOFT	Navigatorのシステムラベル、
GX	Works3のグローバルラベル、MT	Works2のラベル＊に
対応しています。	 NEW
＊	MT	Works2のラベルは近日対応です。

デバイスコメント、ラベルコメント、デバイス定義の中から候補を表示

デバイス設定エリアでキーワードを入力すると、設定デバイス/ラベルの候補を表示します。デバイスコメント、ラベルコメント、デバイス定
義からデバイス/ラベルを検索して設定できます。

① コメントファイルをインポート
GX Works3/GX Works2/GX Developer
で設定したデバイスコメント

② キーワードを入力

④ 候補から選択してデバイスを設定

③ GX Works3/GX Works2で設定したデバイ
スコメントの中から入力したキーワードに該当
するデバイスを表示

＜デバイスコメントの例＞

③ "GB40 常時ON"を選択

④ デバイス設定完了！

① キーワードを入力

② GOT内部デバイスの機能名や接続機器
（シーケンサ、サーボ、インバータなど）の
特殊デバイスやパラメータ名から入力した
キーワードに該当するデバイスを表示

＜デバイス定義の例＞

●検索対象	
「デバイス名/ラベル名とコメント/定義」「デバイス名/ラベル名」「コメント/定義」から選択できます。

●入力キーワード 
半⾓スペースで区切ることで、複数のキーワードで検索・絞込できます。	
接続チャンネルは”@n”	（n=1～4）で指定できます。（Ch2	M0の場合:@2	M0）

デバイス設定をよりスムーズに！ Ver.UP  入力アシスト

①｠デバイス名を入力

③ 候補から選択してデバイスを設定

② プロジェクトで設定済みのデ
バイスや最近設定したデバイ
ス履歴の中から入力したデバ
イス名に該当するデバイスを
表示

<デバイスの例>

	手順：デバイス入力時に自動で表示

GOT Screen Design Software
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充実のヘルプ機能で知りたい情報をすぐに確認できます。

状況に応じたさまざまな検索方法（GOT2000のみ） 

機能名や仕様からだけではなく、やりたいことや困っている内容から情報を探すことができます。

操作・設定方法の確認

設定デバイスの確認

機能の確認

F1キーですぐに確認

F1キーで編集中のダイアログのヘルプにジャンプ！
設定方法などをすぐに確認できます！



知りたいことがすぐわかる！ Ver.UP  ヘルプ

	手順:［ヘルプ（H）］➡［GT	Designer3ヘルプ（H）］
	ショートカットキー：F1

GOT Screen Design Software
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あらかじめ用意してあるテンプレートライブラリや作成したテンプレートを使用して、デバイスや色などを簡単に一括で変
更できます。画面や設定を簡単にカスタマイズできます。

簡単な設定で
一括変更可能！

色やデバイスなどを一括変更

テンプレートとは

テンプレートには、デバイスや色などのテンプレート属性が設定でき、テンプレート属性に各オブジェクトの属性を関連付けすることで、
デバイスや色などを簡単に一括で変更できます。

ヒストリカルトレンドグラフ

メータ、数値表示

テンプレートプロパティ

・ヒストリカルトレンドグラフのモニタデバイス
・メータのモニタデバイス
・数値表示のモニタデバイス

・ヒストリカルトレンドグラフの線色
・文字列の文字色
・数値表示の数値色

テンプレート属性（ワードデバイス）

テンプレート属性（色）

テンプレートの活用で作画工数を大幅削減！

GOT Screen Design Software
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デバイスの変更

先頭デバイスを設定するだけで一括変更できます。

デバイスを
簡単に一括変更！
GD0～GD2
➡D100～D102

先頭デバイスを
GD0➡D100に変更

モニタデバイス : GD0

モニタデバイス : GD2

色の変更

色をまとめて一括変更できます。

色を緑➡赤に変更

色を簡単に一括変更！

線色:緑

文字色:緑

その他にも数値、文字列、図形、フォント、文字サイズの変更が可能です。

●テンプレートに登録できるもの 
図形、オブジェクト

●テンプレート属性に登録・変更できる種別 
デバイス（ビット、ワード）、数値、文字列、色、図形、フォント、文字サイズ

テンプレートの活用で作画工数を大幅削減！ テンプレート

ライブラリから選択	 	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［ライブラリ一覧（テンプレート）（I）］
	 	ショートカットキー：Alt	+	F9

テンプレート作成	 	手順：オブジェクト選択➡右クリック➡［テンプレート登録/登録削除（A）］

GOT Screen Design Software
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プロジェクト内で使用しているオブジェクトなどの設定内容を一覧表示し、一覧上で直接編集、または、設定ダイアログ
から編集できます。画面数が多いデータや既存データの流用も効率よく確認・修正できます。

＜動作設定の変更＞

＜複数セルのコピー／貼り付け＞複数の画面にあるメインメニュー（画面番号1）への画面切り換えスイッチの銘板を「メニュー」→「メインメニュー」に変更する。

ダブルクリック
一覧上で直接編集、または、
設定ダイアログから
編集できます。

複数セルに一度に
コピー/貼り付け！

●表示対象
各種図形、各種オブジェクト、画面スクリプト、
画面トリガアクション
●編集できる内容
デバイスや文字列などの直接編集
デバイス・文字列・色・図形　　　　  の一括変更
動作設定、フォント・図形　　　　  の変更
数値表示などの範囲設定の変更

　複数セルのコピー/貼り付け
並び替え、デバイス/キーワードでの絞り込み
複数列での並び替え
ドラッグ&ドロップでの列の入れ替え

NEW
NEWNEW

NEW

画面数の多いデータの修正を効率的に！

	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［データブラウザ（W）］
	ショートカットキー：Ctrl	+	E

Ver.UP  データブラウザ

GOT Screen Design Software
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新規作成時にダブルクリック

画面内に設定してある
スクリプト機能や
トリガアクション機能も表示
（GOT2000のみ）

部品名称を変更可能
NEW

選択したオブジェクトや図形の設定内容をツリーで表示。
ダイアログを開かなくても、色やデバイスなどの確認や設定ができます。
オブジェクトや図形を複数選択し、色や文字サイズなどを一括変更できます。

銘板の文字サイズ・色を一括で変更

修正

プロジェクト内の全ての設定項目を「プロジェクト」・「システム」・「画面」の3つに分かりやすく分類。
設定したい項目がすぐに見つかります。

設定項目がすぐに見つかる！

確認や一括変更が簡単！ プロパティシート

	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［プロパティシート（E）］
	ショートカットキー：Alt	+	1

プロジェクトツリー表示	 	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［プロジェクトツリー（R）］
	 	ショートカットキー：Alt	+	0

Ver.UP  ワークツリー

GOT Screen Design Software
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美しい画面を簡単に作成できる！ Ver.UP  ライブラリ

豊富なライブラリからパーツを選ぶだけで、簡単に美しい画面を作成できます。

使いたい画面やパーツがすぐに見つかる

見やすいツリー表示で「見た目」・「機能」・「最近使ったライブラリ」・「お気に入り」から画面・パーツを選べます。

また、ユーザ作成したパーツを他のパソコンでも共有でき、画面資産を有効活用できます。

「お気に入り」・
「マイライブラリ」は
インポート/
エクスポート可能

配置はクリック
して置くだけ

登録は
ドラッグ＆ドロップ

ライブラリ一覧表示	 	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［ライブラリ一覧（L）］
	 	ショートカットキー：F9

ライブラリ一覧（テンプレート）表示	 	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［ライブラリ一覧（テンプレート）（I）］
	 	ショートカットキー：Alt	+	F9

「PNG画像」・「アウトラインフォント」に対応。綺麗なパーツも多数ご用意。(GOT2000のみ)

拡大しても輪郭が綺麗なPNG画像と、8dotから240dotまで対応可能なアウトラインフォントの採用で思い通りの綺麗な画面が

簡単に作成できます。

● PNG画像のシステムライブラリ ● 拡大、縮小に強いアウトラインフォント

● 角度が自由に設定できるパネルメータ ● なぞり操作でデバイス値を変更できるスライダー NEWNEW

設定出力を変更

GOT Screen Design Software
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表紙や画面イメージ・設定デバイス一覧などを印刷またはファイル出力可能。仕様書や操作手順書を簡単に作成できます。

仕様書を簡単作成！ 印刷機能

スイッチやランプなどの直接銘板や文字図形の文字列を簡単にコメント登録できるため、多言語対応画面への作り換えが
簡単です。

多言語対応画面への作り換えが簡単！ NEW  銘板切り換え

コメントグループ

コメントグループなら、
言語切り換えが簡単！

言語切り換え用
コメントを
追加変更！

コメントグループに
変更！

直接銘板

文字図形
日本語 英語 中国語

	手順：［プロジェクト（P）］➡［印刷（P）］
	ショートカットキー：Ctrl	+	P

他のアプリケーションと連携してコメントを手早く入力できます。

コメント入力効率アップ！ 他アプリケーション連携

CSVファイル テキストファイル

GT Works3
●CSV/Unicode®テキストファイル形式データの
　インポート/エクスポート
●Microsoft®Excel®やGX Works3、GX Works2から
　GT Works3へコピー&ペースト

インポート/エクスポート

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus

21



タッチスイッチの重なりや個数、オブジェクト個数、不正なデバイスをチェックし、結果を一覧表示します。
エラーまたは警告の行をダブルクリックすると、該当するオブジェクトにジャンプ。
エラーまたは警告のオブジェクトがすぐにわかります。

ダブルクリック！

エラーのオブジェクトにジャンプ

GOTタイプ変換や他プロジェクトの流用などの処理中の経過メッセージやエラー、警告を一覧表示します。
新しいバージョンの画面作成ソフトウェアで編集したプロジェクトデータを古いバージョンの画面作成ソフトウェアで 
開いた場合に、対応していない機能があれば警告を表示します。

エラー箇所がすぐわかる！  データチェック一覧

データの処理状況や異常を通知 アウトプットウィンドウ

	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［データチェック一覧（D）］

	手順：［表示（V）］➡［ドッキングウィンドウ（C）］➡［アウトプット（O）］
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プロジェクトデータの転送は、GOT書込みボタンをクリックするだけで簡単に行えます。
プロジェクトデータに合わせて必要なデータを自動選択します。
通信経路は、パソコンからGOTへの直接転送に加えて、シーケンサ経由でも転送できます。（GOT2000のみ） 

プロジェクトデータに合わせて必要なデータを自動選択

プロジェクトデータに合わせて必要なデータが自動選択されるため、ワンクリックで簡単にデータ転送できます。

現場
事務所

パソコン
GOT2000

パッケージ
データ

USB

Ethernet

メモリカード
USBメモリ

無線LAN

●パッケージデータとは
GOT本体内で動作するプロジェクトデータと
システムアプリケーション（動作に必要なデータ）のことです。必要なデータが

自動選択されます

＊1 GOT1000ではプロジェクトデータと必要なOSが転送されます。
＊2 GOT2000のみ対応。GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の装着が必要です。
　  無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。
　  ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。
　  ハードウェアバージョンB以降の無線LAN通信ユニットは、日本(電波法)、アメリカ(FCC規格)、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン(R&TTE指令)で使用できます。

＊1

＊2

シーケンサ経由でもデータ転送可能（GOT2000のみ）

パソコンからシーケンサ経由でGOTにデータ転送できます。

現場事務所

パソコン GOT2000

RCPU / QCPU / LCPU

USB
RS-232

Ethernet

Ethernet

＊1 Ethernetポート内蔵CPUのEthernetポートに接続されたGOTにはアクセスできません。 接続イメージで確認しながら、
簡単に接続先を設定できます。

パッケージ
データ

＊1

＊1

ワンクリックでデータ転送！ データ転送

	手順：［通信（C）］➡［GOTへの書込み（W）］
	ショートカットキー：Shift	+	F11

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus
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画面プレビュー上で、画面切り換えやランプ/スイッチなどの表示状態を確認できます。
任意の画面イメージを印刷/ビットマップ保存できるため、仕様書や操作手順書を簡単に作成できます。

＜画面切り換えスイッチの確認＞

＜ランプ/スイッチ表示（条件）の切り換え＞
条件0 条件1

＜ランプ/スイッチ表示（ON/OFF）の切り換え＞

＜数値表示/入力のプレビュー値変更＞

OFF ON

条件2

画面切り換えスイッチを
クリックすると画面が
切り換わります。

Altキー+クリック（次の条件）または、
Shiftキー+クリック（前の条件）でも
切り換えできます。

簡易シミュレートができる！ 画面プレビュー

	手順：［表示（V）］➡［プレビュー（P）］
	ショートカットキー：Ctrl	+	I

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plusデバッグ効率向上のために
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パソコン上でプロジェクトデータの動作確認ができるため、画面を修正しながら効率よくデバッグできます。
実機がなくてもパソコン1台でシーケンスプログラムと組み合わせた確認が可能です。
画面イメージの印刷/保存も可能。仕様書や操作手順書を簡単に作成できます。
＊	別途GX Works3（近日対応）、GX Works2、GX Simulator、MT Works2のいずれかが必要です。（シミュレートするシーケンサCPUによって異なります）
＊	GOT2000のデバイスモニタは近日対応です。

通信/モニタ

指定プログラムを実行

M1

SM411
[+  K1  D201]

[MOV K0 D200]

M0　

シミュレータ起動

タッチ操作は
マウスでクリック

GX Works2シミュレータ（仮想シーケンサ）

デバイスの値や
ON/OFFを変更できます。

画面修正時は“更新”を
クリックするだけ！

GT Works3シミュレート機能

ワンクリックで動作確認！ シミュレート

	手順：［ツール（T）］➡［シミュレータ（A）］➡［起動（A）］
	ショートカットキー：Ctrl	+	F10

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus
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プロジェクトデータを照合し、照合結果を画面/オブジェクト単位 NEW  で確認できます。
照合結果ウィンドウから該当のオブジェクトにジャンプしたり、画面種別等で絞り込みできるため、画面数が多いプロジェ
クトデータでも設定が異なる箇所をすぐに確認・修正できます。 NEW  

GT Works3のメニューバー、ダイアログ等の表示言語を切り換えることができます。
国内で作成したプロジェクトを海外でメンテナンスする場合でも、使用者に合わせた言語でスムーズに編集作業を行うこと
ができます。
＊	GOT1000シリーズには対応していません。使用する表示言語に対応したGT Works3をご購入ください。

データの違いがひと目でわかる！ Ver.UP  データ照合

海外でのメンテナンスに役立つ！ NEW  マルチ言語対応

プロジェクト照合	 	手順：［プロジェクト（P）］➡［照合（V）］
GOTとの照合	 	手順：［通信（C）］➡［GOTとの照合（O）］	＊ 照合結果ダイアログで[照合結果ウィンドウへ出力]を選択すると、上記の照合結果ウィンドウを表示します。

※GOT1000ではプロジェクトデータの照合結果を画面単位で確認できます。

1つのソフトウェアで表示言語を簡単に切り換え

日本語 英語

中国語（簡体字）

プロジェクト照合（編集中のプロジェクトとパソコン内のプロジェクトとの照合）または、
GOTとの照合（編集中のプロジェクトとGOT内のプロジェクトとの照合）が可能

ダブルクリック

照合結果のエクスポートや
画面種別等で絞り込み可能

差異の種類により、行の背景色が変わります。
ピンク：照合元、照合先の両方に存在し、不一致のデータ
　青　：照合元のみに存在するデータ
　緑　：照合先のみに存在するデータ

	手順：［表示（V）］➡［表示言語切り換え（G）］26

メンテナンス効率向上のために



セキュリティキー認証機能により、セキュリティキーを登録していないパソコンではプロジェクトデータを開けません。
また、セキュリティキーを登録していないGOTではプロジェクトデータを実行できないため、お客様の技術（ノウハウ）の
流出を防ぎます。

GOTにアクセス可能な機器、またはアクセスを禁止する機器のIPアドレスを登録することにより、許可された機器以外
からのアクセスを防止できます。

プロジェクトデータを開くパソコンを制限 プロジェクトデータを実行するGOTを制限

プロジェクトデータ プロジェクトデータ

開けない 実行できない

アクセスを許可する機器のIPアドレスを登録 アクセスを禁止する機器のIPアドレスを登録

Ethernet

アクセス不可
IPアドレス
未登録

禁止
IPアドレス
登録

IPアドレス
未登録

許可
IPアドレス
登録

Ethernet

アクセス不可

アクセス/実行制限でデータの流出や複製を防止！ NEW  セキュリティキー認証

ネットワーク経由での不正アクセスのリスクを低減！ NEW  IPフィルタ

ユーザ管理

プロジェクトデータにアクセスできるユーザを制限できます。ユーザごとにアクセス権限（表示・編集）を設定することで、
プロジェクトデータの不正な編集を防ぎます。アクセス権限はプロジェクト単位または画面単位で設定できます。
＊	GT Works3 Version1.43V以降でセキュリティが設定されたプロジェクトデータは、GT Works3 Version1.43Vより古いバージョンでは取扱いできません。

ユーザ制限でデータの改ざんを防止！

スクリプトプログラムも
保護できます。
（GOT2000のみ）

プロジェクトを開く

プロジェクト編集

このデータは
勝手に編集
されると困る

プロジェクトを開く

プロジェクト編集

データの
確認はできる

プロジェクトを開く

プロジェクト編集

データの確認は
できない

保全担当者
Administrator

画面作成者
Developers（Level2） ユーザ Users

＊ GOTとのデータ転送用のパスワードを設定することもできます。

	手順：［プロジェクト（P）］➡［セキュリティ（E）］➡［ユーザの管理（U）］

	手順：［プロジェクト（P）］➡［セキュリティ（E）］➡［セキュリティキー管理（M）］

	手順：［共通の設定（M）］➡［接続機器の設定（N）］　＊ Ethernet接続時

お客様の大切な資産のために
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①ラベルグループを作成

②デバイスごとにラベルを設定
（任意の名称を設定可）

各社でデバイス名が
違うし…

デバイスのアドレスって
覚えられないんだよね…

GOT

シーケンサ

温調器

③オブジェクトのデバイス設定時に
ラベルを選択（直接入力も可）

デバイスを意識しない画面設計

	手順：［共通の設定（M）］➡［ラベル（B）］➡［ラベルグループ新規作成（G）］

各種接続機器のデバイスやGOT内部デバイスの代わりに、わかりやすい任意の名称(ラベル)を使用して、画面を作成で
きます。
デバイス名やデバイスアドレスを意識することなく、画面設計が可能です。
ラベルのデバイス割付けは簡単に変更できるため、画面資産の有効活用やプロジェクトの標準化を簡単に実現できます。

デバイスを意識しない画面設計

デバイスの代わりに、わかりやすい任意の名称（ラベル）を使用して、画面を作成できます。
ラベルには、三菱シーケンサのデバイスだけでなく、各社接続機器のデバイスやGOT内部デバイスも割付けできます。
また、接続機器や画面ごとにラベルグループを定義することでラベルを管理しやすくなります。

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plusプロジェクト標準化のために
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①ラベル定義をエクスポート

③接続機器の機種を変更後インポート

A社温調器用プロジェクトデータ 〈ラベル定義情報〉

三菱温調ユニット用プロジェクトデータ 〈ラベル定義情報〉

ラベルグループウィンドウ上で、直接変更も可能。
同じデバイスを複数の画面で使用してる場合でも、ラベル
グループウィンドウのデバイスの割付けを変更するだけで、
全ての画面のデバイス変更可能！

基本となるプロジェクトを
作成しておけば、

あっという間に変更完了！

●GOTのラベルについて
GOTのラベルは、GOT内のみで使用できます。
合計最大204800個のラベルを設定できます。

 
最大ラベルグループ数：200個。ラベルグループ名（最大文字数：
32文字）は、任意の名称を設定できます。
接続機器別、ライン別、画面別、エリア別などで分けることで管理し
やすく、画面変更時に簡単に修正できます。

最大文字数：256文字（半角/全角関わらず）
任意の名称を設定できます。

画面上やデバイス設定時は、[$ラベルグループ名:ラベル名]で表示
されます。

モニタデバイス：1-1 401003

モニタデバイス：U00-G14

②CSV/Unicode®テキストファイル
　上で、割付けデバイスを変更

ラベルグループ

ラベル名

画面上の表示

NEW  ラベル機能

画面の変更も簡単！

接続機器の変更時にもラベル定義情報(デバイス割付け）を修正するだけでよく、全画面のデバイス設定を1か所で効率的に修正できます。
ラベル定義情報は、CSV/Unicode®テキストファイル形式のファイルでインポート/エクスポートできるため、使い慣れたMicrosoft	
Excel®などのソフトウェアで簡単に編集できます。

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus
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MELSOFT iQ Worksとは、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。制御システム全体として、システム設計やプログラミン
グなどの設計情報を共有することで、システム設計の効率およびプログラミングの効率を向上させトータルコスト削減を
図ります。

さらなるトータルコスト削減へ MELSOFT iQ Works

三菱FA統合コンセプト
FAのさまざまな課題をTCO＊の視点から抜本的に解決するソリューション・・・
それが、「iQ Platform（アイキュープラットフォーム）」です。開発・生産・保守におけるコ
スト削減を、先進のテクノロジーで統合し、最適化し、革新していきます。
＊ TCO:Total Cost of Ownership

improved Quality（高品質）/intelligent&Quick（高機能&高速）/innovation&Quest（革新&探求）

ラベル共有で、すべての関連プロジェクトを自動変更

MELSOFT	Navigatorでは、シーケンサ、モーションコントローラ、GOT間でラベルを共有できます。例えば、シーケンサプロジェクトでデ
バイス割付けを変更した場合、その変更内容はモーションコントローラ、GOTのプロジェクトへと自動的に反映されます。

ツールごとのパラメータ設定が不要に

システム構成図で設定した情報をGX	Works3、GX	Works2、	MT	Works2、	GT	Works3の各プロジェクトに一括して反映できます。＊1

今までのように、それぞれのソフトウェアを起動して整合性を確認する必要はありません。
＊1 詳細なパラメータは各ツールで設定してください。

MELSOFT Navigator

GX	Works3、GX	Works2、MT	Works2、GT	Works3、RT	ToolBox2	mini、FR	Configurator2と組合わせて、システム上流設計
や各ソフトウェア間の連携をおこなうためのソフトウェアです。
システム構成の設計、パラメータの一括設定、システムラベル、一括読出などの便利な機能を提供します。

MELSOFT Navigator

シーケンサエンジニアリング
ソフトウェア

MELSOFT GX Works3

シーケンサエンジニアリング
ソフトウェア

MELSOFT GX Works2 

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 

インバータセットアップソフトウェア
MELSOFT FR Configurator2

ロボットエンジニアリングソフトウェア
MELSOFT RT ToolBox2 mini

表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3 

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plusプロジェクト標準化のために
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シーケンサエンジニアリングソフトウェアGX Works3、GX Works2、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MT Works2と連携し、より効率よく画面を作成できます。

ラベル割付け情報自動取得

GX	Works3のグローバルラベル、MT	Works2のラベルを用いて画面を作成した場合は、GOTが自動で割付け情報を取得するため、
デバイスの割付けを変更してもGT	Works3のプロジェクトデータの修正・転送は不要です。

ラベルやデバイスコメントを活用 NEW  GX Works3、GX Works2、MT Works2連携

デバイス入力時にGX Works3、MT Works2のラベルを使用可能

デバイス入力時に、GX	Works3のグローバルラベル、MT	Works2のラベル＊を指定できるため、デバイスアドレスを意識することなく画
面作成できます。（MELSEC	iQ-Rシリーズ、モーションコントローラ（MELSEC	iQ-Rシリーズ）を使用時）	＊ MT	Works2のラベルは近日対応です。

ラベルを設定可能

デバイス使用時は、デバイスコメントのインポートが便利

GX	Works3、GX	Works2、MT	Works2のデバイスコメントをインポートすると、画面作成時にデバイスコメントを確認しながらデバイスを
入力したり、デバイスコメントをスイッチ等の銘板に使用できます。また、デバイス名も同時にコメントグループへインポートできるため、
スイッチやランプに割付けられているデバイス名をGOT上で簡単に確認することもできます。
デバイスコメント・デバイス名をインポート

デバイスコメント デバイス名

言語切り換えデバイスの値を変更

割付けられているデバイス名を
GOT上で確認できる

デバイスコメントを
スイッチ等の銘板に使用可能

プロジェクト作成（システム構成、プログラミング）とメンテナンス作業（デバッグ、診
断、管理）を容易にする機能を搭載しています。
グローバルラベルは、複数のプログラム間や他のMELSOFTソフトウェア間で共有
して使用することができます。

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

モーションＳＦＣプログラムの作成、パラメータ設定、デジタルオシロ機能などにより、
モーションコントローラのシステム設計・プログラミングからデバッグ・保守まで、全ての
シーンに対応できます。ラベルは、複数のプログラム間や他のMELSOFTソフトウェ
ア間で共有して使用することができます。

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

MT Works2

GOT Screen Design Software

MELSOFT GT Works3+plus
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既存のプロジェクトデータを流用可能。お客様の画面資産を有効活用できます。

GOT1000用のライブラリデータやテンプレートデータをGOT2000用のシステムライブラリにインポートできます。
既存機種の画面イメージを継承しながら、新規にGOT2000用の画面を作成できます。

GOT800

GT Designer3
①GOTタイプをGOT1000に変更
②GTW形式またはワークスペース形式でファイルを保存

データ転送ツール または GT Designer2 Classic
①GOT900からプロジェクトデータを読み出す
②GTD形式でファイルを保存

GOT900

GOT1000

GOT2000

GT Converter2 Version3
GTCNV形式に変換してファイルを保存

データ転送ツール
①GOT800からプロジェクトデータを読み出す
②A8GOTP.GOTで保存

GT Designer3
①A8GOTP.GTCNVを開く
②GTX形式またはワークスペース形式で
　ファイルを保存

GT Designer3
①GOTタイプをGOT2000に変更
②GTX形式またはワークスペース形式でファイルを保存

GOT1000用のライブラリ

●GOT1000用ライブラリ格納先
MELSOFT（インストールフォルダ）¥GTD3_2000¥App¥LibraryData

●ファイルの種類
インポートライブラリファイル（*.il2,*.ilb）

GOT1000用ライブラリが
インポートされます

AV クリスタル

ソフト レトロ

リアル（プレート付） プラスチック

画面資産を有効活用！ プロジェクトデータ流用

GOT1000で使用していたライブラリデータを活用！ ライブラリデータ流用
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画面作成ソフトウェアがインストールされていないパソコンからもプロジェクトデータを転送できます。
（GT Works3に同梱。三菱電機FAサイトからも無償ダウンロードできます）

画面作成ソフトウェアが
インストールされていない
パソコン

データ転送ツールから、
画面データ転送

USB＊1/RS-232/Ethernet＊2/無線LAN＊3

●対象GOT
GOT2000、GOT1000、GOT900、GOT800

●対象データ
パッケージデータ（GOT2000のみ）
プロジェクトデータ（GOT1000、GOT900、GOT800のみ）
リソースデータ（GOT2000、GOT1000のみ）
●対応OS

Microsoft® Windows® 8.1、Microsoft® Windows® 8、
Microsoft® Windows® 7、Microsoft® Windows Vista®、
Microsoft® Windows® XP

＊1 GOT2000、GOT1000のみ
＊2 GOT2000、GOT1000（GT16/GT15/GT14）のみ
＊3 GOT2000のみ対応。GOT本体に無線LAN通信ユニット（GT25-WLAN）の装着が必要です。
　  無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、
　  有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。
　  ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。
　  ハードウェアバージョンB以降の無線LAN通信ユニットは、日本（電波法）、アメリカ（FCC規格）、
EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（R&TTE指令）で使用できます。

データ転送ツール既存機種のデータ転送にも便利！

GOT800シリーズのプロジェクトデータをGT Works3対応データに変換できます。（GT Works3に同梱）

GT Works3
（GOT2000/GOT1000/GOT-A900）

GT Converter2GOT800

●対応している変換元の画面作成ソフトウェア
GOT800シリーズ用（SW3NIW-A8GOTP）
株式会社デジタル社製（GP-PRO/PB Ⅲシリーズ）

＊ 一部変換できないデータ・機能があります。

画面資産を有効活用！ GT Converter2

GOT900シリーズのプロジェクトデータ読み出し/書き込み・編集ができます。
（三菱電機FAサイトから無償ダウンロードできます）

GOT900シリーズ用画面作成ソフトウェア GT Designer2 Classic
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多人数でのご使用に、安心とお得を。

●同一法人、同一事業所内であれば、最大200人まで使えます。
●プロダクトID1つで全てのパソコンにインストールできます。
●1人の登録使用者が複数のパソコンにインストールできます。

設 計 工 場

「画面作成に携わるエンジニアが多数いるので、ライセンス料だけで
も膨大なコストがかかってしまう。」「ソフトウェアは使用するパソコンご
とにプロダクトIDが必要であり、プロダクトIDの管理が面倒だ。」・・・
このような声にお応えするのが「サイトライセンス品」です。
MELSOFT GT Works3を１セットご購入いただくことで、上限200
人まで使用可能。これにより、追加のライセンス料金を気にする必要
がありません。

サイトライセンス品

項　目 内　容
パソコン Windows®が動作するパーソナルコンピュータ

OS（日本語版）

Microsoft®	Windows®	8.1	（Enterprise、Pro）	（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5＊6
Microsoft®	Windows®	8.1	（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5
Microsoft®	Windows®	8	（Enterprise、Pro）	（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5＊6
Microsoft®	Windows®	8	（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5
Microsoft®	Windows®	7	（Ultimate、Enterprise、Professional）	（64bit/32bit）＊1＊2＊3＊4
Microsoft®	Windows®	7	（Home	Premium）	（64bit/32bit）＊1＊2＊4
Microsoft®	Windows®	7	（Starter）	（32bit）＊1＊2
Microsoft®	Windows	Vista®	（Ultimate、Enterprise、Business、Home	Premium、Home	Basic）（32bit）	Service	Pack1以降＊1＊2
Microsoft®	Windows®	XP	（Professional、Home	Edition）	（32bit）	Service	Pack3以降＊1＊2

CPU 1GHz以上推奨

メモリ
Windows®	8.1（64bit）、Windows®	8（64bit）、Windows®	7（64bit）使用時：	2GB以上推奨
Windows®	8.1（32bit）、Windows®	8（32bit）、Windows®	7（32bit）、Windows	Vista®（32bit）使用時：	1GB以上推奨
Windows®	XP使用時：	512MB以上推奨	

ディスプレイ 解像度XGA（1024×768ドット）以上

ハードディスク空き容量 インストール時：2GB以上推奨
実行時：512MB以上推奨

表示色 High	Color（16bit）以上

その他ハードウェア

上記OSに対応するものを使用してください。
　　・インストール時：マウス、キーボード、DVD-ROMドライブ
　　・実行時：マウス、キーボード
　　・印刷時：プリンタ
下記は、必要な場合に準備してください。
　　・シミュレート時（ブザー音などを出力する場合のみ）:	サウンドカード、スピーカ

対応GOT GOT2000シリーズ、GOT1000シリーズ
対応バージョン GT	Works3	Version1.122C以降

MELSOFT GT Works3 Version1（日本語版）動作環境

＊1	インストール時、管理者（Administrator）権限が必要です。	
Windows®	8.1、Windows®	8、Windows®	7、Windows	Vista®を使用時、標準ユーザ以上のアカウントが必要です。	
他のアプリケーションを連携させる場合、他のアプリケーションを管理者権限で使用時は、管理者権限で使用してください。	

＊2	下記の機能はサポートしていません。	 	
	・Windows互換モードでのアプリケーション起動	 	
	・ユーザの簡易切り替え	 	
	・デスクトップテーマの変更（フォントサイズの変更）		

	・リモートデスクトップ	 	
	・100%以外のDPI設定（Windows®	XP、Windows	Vista®の場合）		
	・画面上の文字やイラストのサイズを[小-100%]以外に設定（Windows®	8.1、Windows®	8、Windows®	7の場合）	

＊3	Windows	XP	Modeは非対応です。
＊4	Windowsタッチまたはタッチは非対応です。
＊5	Modern	UIスタイルは非対応です。
＊6	Hyper-Vは非対応です。

製品一覧

ソフトウェア
品　名 形　名 内　容 参考標準価格

表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT	GT	Works3

SW1DND-GTWK3-J

日本語版

標準ライセンス品

DVD-ROM版

¥30,000
SW1DND-GTWK3-JC サイトライセンス品＊1 ¥40,000
SW1DND-GTWK3-JA 複数ライセンス品＊2 ＊2
SW1DND-GTWK3-JAZ 追加ライセンス品＊2＊5 ＊2
SW1DND-GTWK3-E

英語版
標準ライセンス品

DVD-ROM版
¥30,000

SW1DND-GTWK3-EA 複数ライセンス品＊2 ＊2
SW1DND-GTWK3-EAZ 追加ライセンス品＊2＊5 ＊2

FA統合エンジニアリングソフトウェア
MELSOFT	iQ	Works＊3＊4

SW2DND-IQWK-J	 NEW 日本語版 標準ライセンス品 DVD-ROM版 ¥220,000
SW2DND-IQWK-E	 NEW 英語版 標準ライセンス品 DVD-ROM版 ¥220,000

＊1	サイトライセンス品1台につき、200ライセンスまで登録可能です。購入された同一法人、同一事業所内に限ります。
＊2	2ライセンス以上であればご希望数のライセンスを販売いたします。詳細内容は最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。
＊3	サイトライセンス品、複数ライセンス品、追加ライセンス品もご用意しております。詳細は、MELSOFT	iQ	Worksカタログ〈L（名）08210〉をご参照ください。
＊4	この製品には以下のソフトウェアが含まれています。	
　･システム管理ソフトウェア[MELSOFT	Navigator]	 ･シーケンサエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT	GX	Works3、GX	Works2、GX	Developer]	
　･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]	 ･表示器画面作成ソフトウェア[MELSOFT	GT	Works3]	
　･ロボットエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT	RT	ToolBox2	mini]	 ･インバータセットアップソフトウェア[MELSOFT	FR	Configurator2]

＊5	本製品にはDVD-ROMは付きません。プロダクトID番号を記載したライセンス証の発行のみです。

上記価格に消費税は含まれておりません。
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●最新ソフトウェア情報
●体験版ソフトウェア
●各種サンプル画面データ
●最新カタログ
●最新マニュアル

GT Works3の機能紹介、アップデート版、
FAQなど最新情報を掲載中！

GT Works3紹介コーナー

勤務先・外出先・自宅のどこからでも、三菱電機FA製品利
用のトレーニングが行える自習型オンライン教育システム
「三菱電機 FA eラーニング」。
三菱電機FAサイトのメンバーになるだけで受講可能です。
受講者の希望に合わせたカリキュラムのスケジューリング
で、自由自在の学習環境を提供します。

eラーニング

福岡FATEC＊
TR／福岡市博多区東比恵3-12-16東比恵スクエアビル2F
三菱電機システムサービス九州支社内
TEL.（092）721-2224（九州支社）

広島FATEC＊
TR／広島市中区中町7-32ニッセイ広島ビル8F
TEL.（082）248-5348（中国支社）

大阪FATEC＊
大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル4F
TEL.（06）6347-2970

東京FATEC＊
東京都品川区大崎1-6-3日精ビル4F
TEL.（03）3491-9380

名古屋FATEC＊
三菱電機名古屋製作所
FAコミュニケーションセンター3F
名古屋市東区矢田南5-1-14
TEL.（052）721-2403

高松FATEC＊
TR／高松市寿町1-1-8日本生命高松駅前ビル4F
TEL.（087）825-0055（四国支社）

札幌FATEC＊
TR／札幌市中央区北二条西4丁目北海道ビル5F
TEL.（011）212-3794（北海道支社）

仙台FATEC＊
TR／仙台市青葉区上杉1-17-7仙台上杉ビル5F
TEL.（022）216-4553（東北支社）

金沢FATEC＊
TR／金沢市広岡1-2-14コーワビル3F
TEL.（076）233-5501（北陸支社）

福山製作所会場
広島県福山市緑町1-8
TEL.（084）926-8005

＊ GOTトレーニングスクールの実施会場

三菱電機
FAテクニカルセンター

開催日 ：土、日、祭日を除く毎日　午前9：30～午後5：30
TR ：テクニカルルーム

表示器GOTをはじめとした三菱電機FA製品を、効率的
にお使いいただくためのトレーニングスクールを、全国各地
で開催しています。

トレーニングスクール

三菱電機FAサイト
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
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製品仕様
プログラム容量
入出力点数［X/Y］
入出力デバイス点数［X/Y］
基本命令処理速度（LD命令）
外部接続インタフェース
機能ユニット
ユニット拡張形態
ネットワーク

20Kステップ/60Kステップ/260Kステップ
1024点/4096点
8192点
60ns/40ns/9.5ns
USB、Ethernet、RS-232、SDメモリカード、CC-Link（L26CPU-BT/PBT）
I/O、アナログ、高速カウンタ、位置決め、シンプルモーション、温度調節、ネットワークユニット
ベースレス構造
Ethernet、CC-Link IE フィールドネットワーク、CC-Link、CC-Link/LT、SSCNETⅢ（/H）、RS-232、RS-422

シーケンサ MELSEC-Lシリーズ

◎カウンタ、位置決め、CC-Linkなどの多彩な機能をCPUに標準搭載。
◎自由度の高いベースレス構造の採用により、制御盤内の省スペース化を実現。
◎表示ユニットでシステム状態の確認や設定変更が容易に。
◎プログラム容量20Kステップから260Kステップまで10機種をラインアップ。

“ライト&フレキシブル”手軽に、柔軟に、多彩な機能を凝縮。

製品仕様
プログラム容量
入出力点数
基本命令処理速度
外部接続インタフェース
内蔵機能
増設機能
ユニット拡張形態
ネットワーク

16Kステップ（FX3S）～64Kステップ（FX3U/FX3UC）
10点（FX3S）～384点（FX3U/FX3UCでCC-Link併用時）
0.21μs（FX3S）～65ns（FX3U/FX3UC）
RS-422､USB（FX3S/FX3G/FX3GCのみ）､CC-Link/LT（FX3UC-32MT-LT（-2）のみ）
I/O､高速カウンタ入力､位置決めパルス出力
I/O､アナログ､温度調節、高速カウンタ､位置決め、ネットワーク
ベースレス構造
Ethernet､CC-Link､CC-Link/LT､SSCNETⅢ、RS-232C､RS-422､RS-485､MODBUS､AnyWire

シーケンサ MELSEC-Fシリーズ

◎10点から384点（CC-Link併用時）までの小規模制御に優れたコストパフォーマンスで対応。
◎豊富なオプションで拡張することで、装置に合った必要な機能を構築することが可能。
◎扱いやすさと高い信頼性で、世界累計出荷台数1200万台を突破（2013年4月）。
◎CC-LinkやEthernet、MODBUSなどの豊富なネットワークにおける小点数制御を実現。

コンパクトボディに必要な機能を搭載したオールインワンのマイクロシーケンサ。

製品仕様
プログラム容量
基本命令処理速度
機能ユニット
ユニット拡張形態
ネットワーク

40Kステップ～1200Kステップ
0.98ns
I/O、アナログ、高速カウンタ、位置決め、シンプルモーション、ネットワークユニット
ビルディングブロックタイプ
Ethernet、CC-Link IEコントローラネットワーク、CC-Link IE フィールドネットワーク、
CC-Link、RS-232、RS-422/485

シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズ

◎新開発高速システムバス搭載により高速・高精度のマシン制御を実現。
◎「GX Works3」による直感的なプログラミングで開発コスト削減。
◎ロギング機能、イベント履歴の収集による保守コスト削減。
◎セキュリティキー認証、IPフィルタなど、豊富なセキュリティ機能を搭載。

オートメーションの新たな時代を切り拓く 革新的次世代コントローラ。
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製品仕様
電源仕様
指令インタフェース
制御モード
速度周波数応答
チューニング機能
機能安全

対応サーボモータ

単相・三相AC200V、単相AC100V、三相AC400V
SSCNET Ⅲ/H、SSCNET Ⅲ（J3互換モードで対応）、モーション対応CC-Link IE フィールドネットワーク、パルス列、アナログ
位置制御、速度制御、トルク制御、位置決め機能、フルクローズド制御
2.5ｋHz
アドバンストワンタッチチューニング、アドバンスト制振制御Ⅱ、ロバストフィルタほか
IEC/EN 61800-5-2の機能に標準対応  STO: SIL 2、カテゴリ 3 PLd 
機能安全ユニットMR-D30との組合せでSIL 3、カテゴリ 4 PLe に対応可能
回転型サーボモータ （定格出力: 0.05～55kW）、リニアサーボモータ （連続推力: 50～3000N）、
ダイレクトドライブモータ （定格トルク: 2～240N・m）

ACサーボ 三菱汎用ACサーボ　MELSERVO-J4シリーズ

◎業界最高レベルの基本性能：速度周波数応答2.5kHz、400万パルス（4,194,304p/rev）エンコーダ。
◎アドバンストワンタッチチューニング機能でアドバンスト制振制御Ⅱなどもワンタッチで調整可能。
◎大容量ドライブレコーダと機械診断機能を搭載。保全負荷の軽減を実現。
◎２軸一体/３軸一体サーボアンプをラインアップ。省エネ、省スペース化、省配線化、低コスト化を実現。

業界最高レベルの高性能サーボ。

製品仕様
インバータ容量
制御方式

出力周波数範囲

回生制動トルク（最大許容使用率）

始動トルク

200Vクラス：0.4kW～90kW、400Vクラス：0.4kW～500kW
高キャリア周波数PWM制御（V/F、アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル、
PMセンサレスベクトル制御を選択可能）、ベクトル制御（オプション使用時）
0.2～590Hz（アドバンス磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、
PMセンサレスベクトル制御は上限が400Hz）
200Vクラス：0.4K～1.5K（150%3%ED） 2.2K/3.7K（100%3%ED） 5.5K/7.5K（100%2%ED） 
11K～55K（20%連続） 75K以上（10%連続）400Vクラス：0.4K～7.5K（100%2%ED） 
11K～55K（20%連続） 75K以上（10%連続）
200% 0.3Hz（3.7K以下）、150% 0.3Hz（5.5K以上）（リアルセンサレスベクトル、ベクトル制御時）

インバータ FREQROL-A800シリーズ

◎リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御のさらなる高応答化と運転周波数の高速化を実現。
◎先進のオートチューニング機能で、様々な誘導モータ、センサレスでPMモータにも対応。
◎標準で欧州安全規格STO（PLd、SIL2）に対応、オプション追加でさらに上位の安全規格にも対応。
◎CC-Link/CC-Link IEフィールド（オプション）により、コントローラからネットワークを経由して、インバータの制御・監視が可能。

高機能・高性能インバータ

製品仕様
動作自由度
環境仕様
据付姿勢
可搬質量
最大リーチ半径

垂直：6　水平：4
標準、オイルミスト、クリーン、医薬品・食品　＊RV-2Fは標準のみ
垂直：床置き、天吊り、壁掛け（J1軸動作範囲制限あり）　水平：床置き
垂直：2ｋｇ～20ｋｇ　水平：3ｋｇ～20ｋｇ
垂直：504ｍｍ～1,503ｍｍ　水平：350ｍｍ～1,000ｍｍ

ロボット 産業用ロボットMELFA　Fシリーズ

◎独自の駆動技術を搭載し、より高速な動作を実現。
◎ハンド配線・配管内装化によりツーリング性能向上。
◎旋回軸動作範囲の拡大により設置スペースのフル活用が可能に。
◎自動化に向けた機能の追求。（知能化ソリューション）

高速・高精度・高機能　Fシリーズ　垂直多関節／水平多関節ロボット。

第５回ロボット大賞受賞
（日本機械工業連合会会長賞）
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MELDAS、MELSEC、iQ Platform、MELSOFT、GOT、CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link IEは、三菱電機株式会社の日本およびその他の国における商標、または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Excel、Visual Basic、Visual C++、Visual Studio、Access、SQL Server は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の
国における登録商標または商標です。
Unicode、Unicodeロゴは各国におけるUnicode, Inc.の登録商標又は商標です。
イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

ショートカットキー一覧

ショートカットキー 動　作 アイコン ツールバー メニュー

Ctrl	+	N 新規プロジェクトを作成 標準 プロジェクト

Ctrl	+	O（オー） 既存プロジェクトを開く 標準 プロジェクト

Ctrl	+	S 編集中のプロジェクトを上書き保存 標準 プロジェクト

Ctrl	+	P 印刷設定ダイアログを表示 標準 プロジェクト

F1 ヘルプ表示

Ctrl	+	Z 最後の操作を取り消して変更前の状態に戻す 編集 編集

Ctrl	+	X 切り取り 編集 編集

Ctrl	+	C コピー 編集 編集

Ctrl	+	V 貼り付け 編集 編集

Ctrl	+	D 複製 編集 編集

Ctrl	+	G グループ化 編集 編集

Ctrl	+	U グループ化の解除 編集 編集

Ctrl	+	L 選択した図形を左に90度回転 編集 編集	-	回転/反転

Ctrl	+	R 選択した図形を右に90度回転 編集 編集	-	回転/反転

A
（図形/オブジェクトを選択した状態で）

lt	+	←→↑↓ 1ドット移動

Tab 次のオブジェクト/図形を選択

Shift	+	Tab 前のオブジェクト/図形を選択

Ctrl	+	Alt	+	P 前の画面を開く 画面 画面

Ctrl	+	Alt	+	N 次の画面を開く 画面 画面

Ctrl	+	W 画面を閉じる 画面

A
（図形/オブジェクトを選択した状態で）

lt	+	Enter ダイアログボックスを開く 編集 編集

C
（ダイアログ上で）

trl	+	Page	Up 左へタブ切り換え

C
（ダイアログ上で）

trl	+	Page	Down 右へタブ切り換え

A
（コメント一覧上で）

lt	+	N コメント行を追加

C
（画面エディタ上で）

trl	+	I（アイ） 画面プレビューを表示 表示

F7 画面エディタのON/OFF表示の切り換え 	 表示

Alt	+	0（ゼロ） プロジェクトツリーの表示/非表示切り換え 表示

Alt	+	1 プロパティシートの表示/非表示切り換え 表示

F9 ライブラリ一覧の表示/非表示切り換え 表示

Ctrl	+	Shift	+	F 流用作成（画面）の表示/非表示切り換え 表示 表示

Ctrl	+	F10 シミュレータの起動 シミュレータ ツール	-	シミュレータ
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最寄りの支社または代理店へお問い合わせください。A
購入は、どこに相談すればいいですか？Q

製品の技術相談は、どちらにすればいいですか？Q

GOT表示器（MELSOFT GTシリーズ）窓口
＊1 春季・夏季・年末年始の休日を除く　　＊2 土曜・日曜・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く　　＊3 受信は常時。春季・夏季・年末年始の休日を除く

052-712-2417  （受付時間＊1：月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00）
052-719-6762  （受付時間＊2： 9:00～16:00＊3）

T E L

F A X

弊社では製品ごとに電話／FAX相談窓口を設けています。専用窓口ですので、すぐに相談ができ、安心です。A

GOT1000シリーズ用の画面作成ソフトウェアGT Works3を持っています。
GOT2000シリーズの画面データを作成するには、新しい画面作成ソフトウェアを購入する必要がありますか？

Q

GOT2000シリーズの画面データはGT Works3 Version1.100E以降で作成できます。
Version1.100Eより前のバージョンのGT Works3をご使用の場合は、
弊社webサイト「三菱電機FAサイト」➡「表示器GOT」➡「ダウンロード」より無償でダウンロードできますので、
新たにご購入いただく必要はありません。

A

日本語版しかありませんか？Q
GT Works3には英語版があり、海外への出荷も安心です。A
GOT1000シリーズの画面データはGOT2000シリーズで使用できますか？Q
GOT1000シリーズの画面データはGOTタイプを変更するだけでGOT2000シリーズで使用できます。A
GOT2000シリーズの画面データはGOT1000シリーズで使用できますか？Q
GOT2000シリーズの画面データはGOT1000シリーズの画面データに変換できないため、
GOT1000シリーズでは使用できません。

A

体験版はありますか？Q
体験版は、弊社webサイト「三菱電機FAサイト」➡「表示器GOT」➡「ダウンロード」よりダウンロードできます。
20日間お試しいただくことができます。
体験版の注意事項につきましては、体験版ダウンロードコーナーの【ご利用にあたってのご注意】をご参照ください。

A

弊社webサイト「三菱電機FAサイト」➡「表示器GOT」➡「ダウンロード」にてアップデート内容をご確認いただけます。A
製品のアップデート内容を知りたいのですが？Q

MELDAS、MELSEC、iQ Platform、MELSOFT、GOT、CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link IEは、三菱電機株式会社の日本およびその他の国における商標、または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Excel、Visual Basic、Visual C++、Visual Studio、Access、SQL Server は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の
国における登録商標または商標です。
Unicode、Unicodeロゴは各国におけるUnicode, Inc.の登録商標又は商標です。
イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意

この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、
ユニットの組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありま
せん。ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますよう
お願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因する
お客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じ
た損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対す
る保証については、当社は責任を負いかねます。

	安全にお使いいただくために

	●このカタログ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。
	●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状
況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたもので
はありません。
	●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
	●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な
事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセー
フ機能をシステム的に設置してください。

お問い合わせについて

製品について
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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
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般（下記以外） 052-711-5111
MELSEC-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  
）rotagivaN（skroW Qi

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/ 
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/ 
シンプルモーションユニット
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

※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※7 9:00～16:00（受信は常時※8）

対　象　機　種 F A X 番 号
上記電話技術相談対象機種（下記以外） 052-719-6762
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※9

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:土曜・日曜・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く　※8:春季・夏季・年末年始の休日を除く
※9:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30　（受信は常時（春季・夏季・年末年始の休日を除く））

L（名）08157-I　1411〈IP〉 2014年11月作成この印刷物は、2014年11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。

三菱グラフィックオペレーションターミナル 画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3
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