
参考標準価格 ¥150,000

キャンペーン期間

MELSEC series ラインアップ拡充キャンペーン

（セットNo.）/ キャンペーン価格（税別）

2017年11月1日～2018年3月30日

電源 R61P
参考標準価格 ¥20,000

参考標準価格 ¥50,000

参考標準価格 ¥65,000

参考標準価格 ¥72,000

参考標準価格 ¥72,000

参考標準価格 ¥90,000

ベースR35B
参考標準価格 ¥21,000

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

R00CPU1

R01CPU2

R02CPU3

2

3

FX5UC-32MT/DS-TS4

FX5UC-32MT/DSS-TS5

4

5

1 ¥69,000

¥70,000

¥44,000

¥44,000

¥71,500

ソフトウェアをグレードアップすれば、最新機能が使える！
お得にグレードアップ

グレードアップでプログラミング機能が充実！グレードアップしても、お手持ちのソフトウェア＊1は上書きされません。

iQ Works(ver.1)
GX Works2

GX Developer

iQ Works(ver.2)
GX Works3

●	対象ソフトウェア
お手持ちのソフトウェア＊１ グレードアップ対象ソフトウェア グレードアップ価格

MELSOFT iQ Works(Ver. 1)
SW1DN□-IQWK-J/E

MELSOFT iQ Works(Ver. 2)＊2

SW2DND-IQWK-J/E

参考標準価格  ¥ 220,000

¥４４,０００
MELSOFT GX Works2
SW1DN□-GXW2-J/E MELSOFT GX Works3＊2

SW1DND-GXW3-J/E

参考標準価格  ¥ 150,000

¥３０,０００MELSOFT GX Developer
SW□D5□-GPPW-J/E

＊1:	各ソフトウェアの対応機種については、各製品のマニュアルをご覧ください。　　＊2:	GX	DeveloperとGX	Works2が同梱されています。

本資料に記載しております全商品の価格には
消費税は含まれておりません。ご購入の際には
消費税が付加されますのでご承知おき願います。

本社‥‥‥‥‥‥（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
静岡支店‥‥‥‥（054）202-5630
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

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

FACTORY AUTOMATION



詳細はカタログ
をご覧ください。

（L（名）08394）

Excel®ライクな操作性を実現

MELSEC iQ-Rシリーズの先進機能をコンパクトに実現。
装置のインテリジェント化を実現するエントリーモデル。

快適な操作性と豊富な便利機能により
作業効率が大幅にアップします。

システムバスの高速化、内蔵機能の充実、
豊富なネットワークに対応可能な次世代マイクロシーケンサ。

分割表示で作業効率が向上！ キー入力で素早くプログラミング！

リアルタイムモニタ機能 オフラインモニタ機能＊1

回路を選んで、「F2」キーを押下すると
命令引数のみを編集状態にできます。

を押下すると、

立上り←→立下り

a接点 b接点 SET←→RST

回路を選んで、「/」キーを押下すると
回路記号が反転できます。

GX Works3 Q/L/FX互換モードを搭載 システムシミュレーションに対応

＊1：iQ-Fシリーズは、Ver. 1.040S以降対応。　　＊2：GX Works3 Ver. 1.030G以降対応。　　＊3：GX Works3 Ver. 1.040S以降対応。

＊：オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。

シーケンサとエンジニアリングツールの関係性を意識することなく、スムー
ズに操作可能です。

簡単な設定だけで、装置の状態の監視が可能です。
設備の立上げや、トラブル時のデバッグ効率を向上できます。

Excel®のように、上下・左右にプログラミング画面を
分割して表示できます。見たい処理を同時に表示でき
るので、効率よく作業できます。

ノートパソコンでも全画面で表示可能！

フレームから
ポップアウト

GX Works3 Q/L/FX
互換モードで開きます

GX LogViewer GX Works3

画面スペースが限られたノートパソコンでも、プロ
グラムを全画面で表示できます。

必要な箇所だけを
大きく表示！

iQ-Rシリーズにリーズナブルな3タイプが新登場。コストを
抑えながら、iQ-Rシリーズの先進機能をあなたの現場にも！

ロギングしたデータをグラフからプログラミングエディタに再現できます。
カーソル移動で、異常時の状態をプレイバックしてデバッグが可能です。

エントリーモデル拡充！

FX5UC CPUユニットは、
さまざまな制御に対応できるよう優れた機能を内蔵!

Ethernetポート

USBポート

SDメモリ
カードスロット＊1

Ethernet
ポート搭載

SDメモリカード
スロット搭載

CC-Link IE 
Field Basic対応RS-485ポート搭載

バッテリレス*

スプリングクランプ端子台とは？FX5UC CPUユニットとI/Oユニットに、
スプリングクランプ端子台タイプが新登場! 端子台内部のバネの力で、電線導体を固定

する端子台です。常に一定の力で固定するの
で、振動による電線の抜けを防止できます。

詳細はカタログ
をご覧ください。

（L（名）08297）

CPUユニット 32点
FX5UC-32MT/DS-TS
FX5UC-32MT/DSS-TS

参考標準価格

各 ¥７２,０００

DC D2 T1
DC D2 T2

Ethernetポートを使って情報処理機能をプラス！ SDメモリカードを使って保全機能をプラス！

指定した間隔または任意のタイミングで、指定したデータを収集し、SDメモリカード
に保存できます。収集したデータは、GX LogViewer＊4を使い、ビジュアル表示でき
るので、効率よくデータの解析が可能です。

データロギング機能で、デバイス値を簡単に収集・表示

システムトラブルが起こった際に、設定したトリガ条件でデバイスデータをSDメモリカード
に保存できます。遠隔地などでのエラー発生時のトラブルシューティングに活用できます。

メモリダンプ機能による早急な原因分析が可能

SLMP*3により上位システムと下位フィールドデバイス系の間で、ネットワーク
階層を意識しないシームレスな情報のやり取りが可能です。

上位システムとの通信が可能

汎用EthernetのTCP/IP通信との混在が可能です。CC-Link IE Field Basic対
応製品とEthernet対応製品を接続でき、自由度の高いシステムを構築できます。

FAネットワークの混在が可能
ビットデバイスON
またはエラー発生

メモリダンプ設定ファイル

メモリダンプファイル
収集したデバイスデータを
SDメモリカードに保存

ロギング
設定

データロギング

SDメモリカード

F2

Alt + /

F2 F2

スライドした位置の
デバイスを表示

GX Works2の
プロジェクトを開く

Q/L/FXシリーズのシーケンサ
から読出し

Q/L/FXシリーズのシーケンサとの
USB接続による診断自動起動

マルチCPU対応＊2
同一ベース上の複数CPUを
同時シミュレーションが可能

モーションCPU対応＊2
モーションプログラムと連携した

シミュレーションが可能

ネットワーク対応＊3
CC-Link IEのサイクリック伝送を
最大4台までシミュレーション可能

DC電源 DC入力（シンク/ソース） トランジスタ出力（シンク） トランジスタ出力（ソース）DC T1D2 T2

シームレス
情報連携

インバータ表示器 リモートI/O
ユニット

リモートI/Oユニット リモートI/Oユニット

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC iQ-R シリーズ
MESインタフェース

LAN（Ethernet）
FA統合エンジニアリングソフトウェア
iQ Works

赤カーソルをスライド

実機のない環境でも、さまざまなシミュレーションが可能となり、
デバッグ効率を向上できます。

＊1：R00CPUはSDメモリカードスロット非搭載　＊2：時刻データ保持はオプションバッテリ要 
＊3：Seamless Message Protocol　＊4：GX LogViewerは、三菱電機FAサイトから無償でダウンロードできます。なお、ダウンロードの際はFAメンバーズ会員登録（登録無料）が必要です。

下記の反転が可能です。

「F2」キーを押下するごとに、
デバイス編集・コメント編集と編集可能箇所が
移動します。

コストを抑えて、システム構築が可能に！

Ethernet
ポート搭載

SDメモリカード
スロット搭載＊1 USBポート搭載

バッテリレス＊2CC-Link IE 
Field Basic対応

タイプ 形名 概要 参考標準価格

シーケンサ
CPUユニット

R00CPU＊1 プログラム容量10Kステップ基本演算処理速度（LD命令）：31.36ns ¥50,000
R01CPU プログラム容量15Kステップ

基本演算処理速度（LD命令）：31.36ns ¥65,000
R02CPU プログラム容量20Kステップ

基本演算処理速度（LD命令）：3.92ns ¥90,000



詳細はカタログ
をご覧ください。
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MELSOFTのグレードアップ版について
ご購入のお申込みは、カンタン3ステップ！

お使いの「iQ Works (Ver. 1)」「GX Works2」「GX Developer」を
「三菱電機FAサイト」でMELSOFT ソフトウェア登録

「MELSOFT ソフトウェア登録」を印刷して、お取引商社へ提示

「iQ Works（Ver. 2）」または「GX Works3」をご購入

STEP
1

STEP
2

STEP
3

 安全に関するご注意
・ 本資料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。

・ Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。
・	 Excelは、米国Microsoft	Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・	SD	ロゴ，SDHCロゴはSD-3C，LLCの登録商標または商標です。
・ その他、本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

商標、登録商標について

以下のフォームに必要事項をご記入いただきお取引商社へ提出をお願いします。 ご記入日	 年　　　　月　　　日

社 名

住 所

〒

部 署 名

氏 名

ふりがな

電話番号 E - m a i l

ご希望のセットNo.をご記入ください。

GX	Works3×MELSEC	iQ-R/MELSEC	iQ-Fシリーズ	セット

セットNo.	 1 	〜	 5 お取引商社使用欄

お取引商社

個人情報の扱いに関するお知らせ
本紙にご記入いただきましたお客様の個人情報は厳重に管理し、当社が取り扱う商品・サービスのお
客様へのご提案やご紹介など有益な情報を提供するために利用します。なお、いただきましたお客様
の個人情報を業務上関連する会社へ提供することがありますのでご了承願います。

チェックをご記入ください。 □ 了承します

MELSEC series ラインアップ拡充キャンペーン/
※一社様（1部署）		1セットまで

※	詳細な価格については、お取引商社へお問い合わせください。本資料に掲載の価格に消費税は含まれておりません。

本社‥‥‥‥‥‥（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
静岡支店‥‥‥‥（054）202-5630
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

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

2017年10月作成L(名)08522-A 1710（MEE） Printed in Japan この印刷物は2017年10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。  




