
本カタログは、2019年6月現在の情報を掲載しております。
最新の製品情報は、http://www.cc-link.orgに掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
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◎入会申込方法 ： ホームページよりお申込みください。
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ISO に続き IEC国際規格も
1000機種を超え

CC-Link IE コントローラネットワークは高速・大容量な分散制御
への対応と、各フィールドネットワークを束ねる基幹ネットワークで
す。CC-Link IEフィールドネットワークは装置の制御データと、ロ
グ・診断などの管理データが混在しインテリジェント化する新しい
生産システムに向けた高速・大容量なフィールドネットワークです。
CC-Link IE Field Basicは高速制御が必要ない小規模装置へ
適用しやすく、簡単に使え、開発することのできる汎用Ethernet
技術を活用したフィールドネットワークです。
CC-Link IE TSNは機器制御のサイクリック通信に高い優先度を
与え、情報通信よりも優先的に帯域を割り当てることで、リアル
タイムなサイクリック通信で機器を制御しながら、ITシステムと情
報をやり取りできるネットワークです。
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本カタログ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。
また、最新価格についても各メーカー様にご確認をお願
いします。

本カタログに掲載されている製品は
CC-Link認定品・推奨品・紹介品に分類されます。
（以下の表参照）

CC-Link IE の場合、右の目次でのPLC、PC・他が
マスタ相当、表示器がスレーブ相当、ケーブル・
コネクタ、周辺ソフトウェア、ツール、配線用パーツ
が周辺機器に相当します。

CC-Link認定品
　CC-Linkに対応する為に、CC-Link仕様書に基づい
て開発された製品です。認定品は協会の規定する仕様
を満足した上で、協会が実施するコンフォーマンステ
ストに合格しています。

CC-Link推奨品
　認定品ではありませんが、協会の規定する仕様を満
足しており、協会が実施する推奨品試験に合格してい
ます。

CC-Link紹介品
　協会では接続性を確認しておりませんが、パートナ
ーでの使用実績がある製品です。

CC-Link対応製品

CC-Link/LT対応製品

CC-Link Safety対応製品

CC-Link IE Control 対応製品

CC-Link IE Field 対応製品

CC-Link IE Field Basic 対応製品

製品情報一覧（未掲載分）/サポート/仕様

マスタ
スレーブ

周辺機器
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認定品
認定品
推奨品
紹介品
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オープン＆グローバルな可能性を広げるCC-Link、この勢いを、
CLPAがさらに加速させていきます。

インド

トルコ

タイ
メキシコ

CC-Link 協会とは？

CC-Link協会の会員になると？

CC-Link協会はCC-Linkファミリーを世界に普及すべく設立されたパートナーメーカーで構成される組織です。
日本語名　CC-Link 協会　　英語名　CC-Link Partner Association　　略称　CLPA
（CC-Linkファミリー・・・CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link/Safety、CC-Link IE）

・CC-Link ファミリーに関する最新技術情報が入手できます。
・CC-Link ファミリー仕様書を無償で入手できます。
・最新のCC-Link ファミリーの仕様を知って、他社に先駆けた製品開発ができます。
・開発した製品のPRができます。

＊CC-Linkファミリー仕様書は
　①概要・プロトコル編
　②プロファイル編
　③実装規定編
　から構成されています

コンフォーマンステストとは？

CC-Linkの普及度は？

・パートナーメーカーから発売されているCC-Linkファミリー製品は、
全て機種ごとにコンフォーマンステスト（適合性試験）を行って
いますので、安心してお使い頂けます。
・CC-Link ファミリー対応製品の通信においての高い信頼性を確
保するために、機種毎に実施していただく試験です。

グローバルサポート体制とは？
CC-Link 協会は、国内はもとより海外にも拠点を設けてパートナーメーカーの拡大とお客様の利便性を追求します。

・各種展示会への出展、各種セミナーの企画、運営
・CC-Link 仕様書の無償配布
・ホームページ、インターネットサービスを利用した情報配信
・パートナーメーカー製品、ネットワーク関連製品を容易に選定で
きるカタログ、 諸資料の配布
・CC-Link 対応製品の開発サポート
・コンフォーマンステストの実施
・CC-Link 協会入会窓口業務

ベンダーサポート
・ホームページ、インターネットサービスを利用した情報配信
・パートナーメーカー製品、ネットワーク関連製品を容易に
選定できるカタログ、諸資料の配布

ユーザーサポート
Headquarters (Tongji University) : School of Electronics and
Information Engineering, Jiading Campus, Tongji University,
Shanghai, P.R.China Head Office: 19F No.1386 Hong Qiao
Road, Shanghai, P.R.China
TEL.+86-21-64940523　FAX.+86-21-64940525
E-mail:support@cn.cc-link.org

3rd ,FL.,No.105,WU KUNG ３ｒｄ Rｄ. 
WU-KU HSIANG,Taipei,Taiwan, 
TEL.+886-2-89901573　FAX.+886-2-89901572 
E-mail:cclink01@ms63.hinet.net

307Alexandra Road#05-01/02 
Mitsubishi Electric Building Singapore 159943 
TEL.+656-470-2480　FAX.+656-476-7439 
E-mail:cclink@asia.meap.com 

2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City,
DLF Phase-III, Gurgaon-122002 Haryana, India
TEL.+91-124-6739300　FAX.+91-124-4630399 
E-mail:Clpa_India@asia.meap.com

Mariano Escobedo 69, Zona Industrial - 
Tlalnepantla, 54030, Estado de Mexico, Mexico
TEL.+52-55-3067-7517
E-mail:info@cclinkamerica.org

名古屋市北区大曽根 3丁目15-58　大曽根フロントビル6階
6F Ozone-front Building, 3-15-58, Ozone, 
Kita-ku, Nagoya 462-0825, Japan
TEL.+81-52-919-1588　FAX.+81-52-916-8655
E-mail:info@cc-link.org  URL:http://www.cc-link.org/jp/index.html

500Corporate Woods Parkway, 
Vernon Hills,IL,60061,USA 
TEL.+1-847-478-2647　FAX.+1-847-876-6611 
E-mail:info@cclinkamerica.org

Postfach 10 12 17, 40832 Ratingen, Germany
TEL.+49-2102-486-7988　FAX.+49-2102-532-9740 
E-mail:partners@eu.cc-link.org

RM. 711, 7F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 
401 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul 07528 Korea
TEL.+82-2-3663-6178　FAX.+82-2-6224-0158 
E-mail:clpakor@meak.co.kr

Serifali Mahallesi Nutuk Sokak.No:5 34775 
Umraniye-istanbul /Turkey
TEL.+90-216-526-39-90　FAX.+90-216-526-39-95
E-mail:partners@tr.cc-link.org

9th Floor, SV City Building, Office Tower1, 896/19 and 20, Rama3 Rd., 
Bangpongpang, Yanawa, Bangkok 10120 Thailand
TEL.+66-2-682-6522　FAX.+66-2-682-9750　
E-mail:info@cclinkthailand.com

会員構成は？

入会・製品化対応は？
ご入会を希望される方は、会員規約を確認後、入会申込書に必要
事項を記入のうえ、CC-Link協会までFAXにてお申込みください。
入会申込み、お問い合わせをお待ちしています。
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インド
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（例）
＊電源ノイズテスト（AC/DC）‥製品の電源ラインノイズ耐性を確認します。
＊束線ノイズテスト‥CC-Linkファミリーケーブルに印加されるノイズに対する、

製品のノイズ耐性を確認します。
＊64局接続エージングテスト‥最大接続局数における通信の信頼性を確認します。

全9社で構成される幹事会が、
CLPAの運営推進を担います。 
ユーザーの皆様のオートメーション構築とベンダーの皆様のCC-Linkファミリー対応製品開発をお手伝いします。
「日本発＆初のフィールドネットワークCC-Linkを、世界のオープンネットワークへ」・・・CLPAは、これを合言葉に2000年11月に設立
されました。以来、幹事会、マーケティング部会、テクニカル部会が一体となった活動で、ベンダーの皆様の対応製品開発、ユーザーの
皆様のFA構築をお手伝いしています。   

国境を超えて、数多くの
パートナー企業がCLPAに参加。 
設立時、わずか134社にすぎなかったCLPAのパートナー
企業は、2018年度（3月末現在）には3638社に達し、そ
のうち約80%は海外のメーカーが占める見込みです。日
本発＆初のフィールドネットワークCC-Linkが、真のグロー
バル・スタンダードとして認められた確かな証です。 

ユーザーの声だけ多彩な
ラインナップ、CC-Link対応製品。 
年を追って増大するベンダー企業のCLPA参画と共に、
CC-Link対応製品も、累計1916種類に達しました。CLPA
では、これらのパートナー製品が持つ比類なき特長をご理
解いただくために「CC-Linkパートナー製品カタログ」や、
「CC-Linkファミリー実機デモパネル」をご用意しています。

世界に認められて、
出荷ノード数2640万を突破。
自動車・半導体・液晶などの業種を中心に、
ますます伸長を続けるCC-Link製品の出荷
ノード数。2018年度には、ついに2640万
ノードを突破しました。この勢いは、ますます
加速しています。

（FAX）
パートナーメーカー

CC-Link協会会員登録

台湾

中国

アメリカ
CC-Link協会本部

欧州(ドイツ)

・製品PR
　 Web公開、カタログ掲載

量　産

コンフォーマンステスト

・開発設計・評価
・量産予定品制作・評価

・技術仕様公開
・コンフォーマンステスト仕様提示

CC-Link協会会員登録申請

・販売
・お客様サポート

：コンフォーマンステスト機関設置

韓国

アセアン（シンガポール）

国際標準であるIEC規格をはじめ、半導体･FPD業界国際スタンダード
SEMI、日本標準規格、中国国家規格、国際標準化規格、韓国国家規格、
台湾規格を取得し、日本のデファクトスタンダードからグローバルスタンダー
ドへと名実ともに認められています。従来からオープンネットワークに強く求め
られていた通信の互換性、接続製品の豊富さだけでなく、システムやアプリ
ケーション構築の際に生産効率が飛躍的に向上するオープンネットワーク
として、その高い技術水準や使いやすさが国際的に認められています。

高い技術水準や使いやすさで世界的に認められています。

幹事
会社

日本のデファクトスタンダードから、グローバルスタンダードへ！！
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・CC-Link ファミリー対応製品の通信においての高い信頼性を確
保するために、機種毎に実施していただく試験です。

グローバルサポート体制とは？
CC-Link 協会は、国内はもとより海外にも拠点を設けてパートナーメーカーの拡大とお客様の利便性を追求します。

・各種展示会への出展、各種セミナーの企画、運営
・CC-Link 仕様書の無償配布
・ホームページ、インターネットサービスを利用した情報配信
・パートナーメーカー製品、ネットワーク関連製品を容易に選定で
きるカタログ、 諸資料の配布
・CC-Link 対応製品の開発サポート
・コンフォーマンステストの実施
・CC-Link 協会入会窓口業務

ベンダーサポート
・ホームページ、インターネットサービスを利用した情報配信
・パートナーメーカー製品、ネットワーク関連製品を容易に
選定できるカタログ、諸資料の配布

ユーザーサポート
Headquarters (Tongji University) : School of Electronics and
Information Engineering, Jiading Campus, Tongji University,
Shanghai, P.R.China Head Office: 19F No.1386 Hong Qiao
Road, Shanghai, P.R.China
TEL.+86-21-64940523　FAX.+86-21-64940525
E-mail:support@cn.cc-link.org

3rd ,FL.,No.105,WU KUNG ３ｒｄ Rｄ. 
WU-KU HSIANG,Taipei,Taiwan, 
TEL.+886-2-89901573　FAX.+886-2-89901572 
E-mail:cclink01@ms63.hinet.net

307Alexandra Road#05-01/02 
Mitsubishi Electric Building Singapore 159943 
TEL.+656-470-2480　FAX.+656-476-7439 
E-mail:cclink@asia.meap.com 

2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City,
DLF Phase-III, Gurgaon-122002 Haryana, India
TEL.+91-124-6739300　FAX.+91-124-4630399 
E-mail:Clpa_India@asia.meap.com

Mariano Escobedo 69, Zona Industrial - 
Tlalnepantla, 54030, Estado de Mexico, Mexico
TEL.+52-55-3067-7517
E-mail:info@cclinkamerica.org

名古屋市北区大曽根 3丁目15-58　大曽根フロントビル6階
6F Ozone-front Building, 3-15-58, Ozone, 
Kita-ku, Nagoya 462-0825, Japan
TEL.+81-52-919-1588　FAX.+81-52-916-8655
E-mail:info@cc-link.org  URL:http://www.cc-link.org/jp/index.html

500Corporate Woods Parkway, 
Vernon Hills,IL,60061,USA 
TEL.+1-847-478-2647　FAX.+1-847-876-6611 
E-mail:info@cclinkamerica.org

Postfach 10 12 17, 40832 Ratingen, Germany
TEL.+49-2102-486-7988　FAX.+49-2102-532-9740 
E-mail:partners@eu.cc-link.org

RM. 711, 7F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 
401 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul 07528 Korea
TEL.+82-2-3663-6178　FAX.+82-2-6224-0158 
E-mail:clpakor@meak.co.kr

Serifali Mahallesi Nutuk Sokak.No:5 34775 
Umraniye-istanbul /Turkey
TEL.+90-216-526-39-90　FAX.+90-216-526-39-95
E-mail:partners@tr.cc-link.org

9th Floor, SV City Building, Office Tower1, 896/19 and 20, Rama3 Rd., 
Bangpongpang, Yanawa, Bangkok 10120 Thailand
TEL.+66-2-682-6522　FAX.+66-2-682-9750　
E-mail:info@cclinkthailand.com

会員構成は？

入会・製品化対応は？
ご入会を希望される方は、会員規約を確認後、入会申込書に必要
事項を記入のうえ、CC-Link協会までFAXにてお申込みください。
入会申込み、お問い合わせをお待ちしています。

欧州

韓国

トルコ

タイ

アメリカ

本部（日本） 中国

台湾

アセアン

インド

メキシコ

（例）
＊電源ノイズテスト（AC/DC）‥製品の電源ラインノイズ耐性を確認します。
＊束線ノイズテスト‥CC-Linkファミリーケーブルに印加されるノイズに対する、

製品のノイズ耐性を確認します。
＊64局接続エージングテスト‥最大接続局数における通信の信頼性を確認します。

全9社で構成される幹事会が、
CLPAの運営推進を担います。 
ユーザーの皆様のオートメーション構築とベンダーの皆様のCC-Linkファミリー対応製品開発をお手伝いします。
「日本発＆初のフィールドネットワークCC-Linkを、世界のオープンネットワークへ」・・・CLPAは、これを合言葉に2000年11月に設立
されました。以来、幹事会、マーケティング部会、テクニカル部会が一体となった活動で、ベンダーの皆様の対応製品開発、ユーザーの
皆様のFA構築をお手伝いしています。   

国境を超えて、数多くの
パートナー企業がCLPAに参加。 
設立時、わずか134社にすぎなかったCLPAのパートナー
企業は、2018年度（3月末現在）には3638社に達し、そ
のうち約80%は海外のメーカーが占める見込みです。日
本発＆初のフィールドネットワークCC-Linkが、真のグロー
バル・スタンダードとして認められた確かな証です。 

ユーザーの声だけ多彩な
ラインナップ、CC-Link対応製品。 
年を追って増大するベンダー企業のCLPA参画と共に、
CC-Link対応製品も、累計1916種類に達しました。CLPA
では、これらのパートナー製品が持つ比類なき特長をご理
解いただくために「CC-Linkパートナー製品カタログ」や、
「CC-Linkファミリー実機デモパネル」をご用意しています。

世界に認められて、
出荷ノード数2640万を突破。
自動車・半導体・液晶などの業種を中心に、
ますます伸長を続けるCC-Link製品の出荷
ノード数。2018年度には、ついに2640万
ノードを突破しました。この勢いは、ますます
加速しています。

（FAX）
パートナーメーカー

CC-Link協会会員登録

台湾

中国

アメリカ
CC-Link協会本部

欧州(ドイツ)

・製品PR
　 Web公開、カタログ掲載

量　産

コンフォーマンステスト

・開発設計・評価
・量産予定品制作・評価

・技術仕様公開
・コンフォーマンステスト仕様提示

CC-Link協会会員登録申請

・販売
・お客様サポート

：コンフォーマンステスト機関設置

韓国

アセアン（シンガポール）

国際標準であるIEC規格をはじめ、半導体･FPD業界国際スタンダード
SEMI、日本標準規格、中国国家規格、国際標準化規格、韓国国家規格、
台湾規格を取得し、日本のデファクトスタンダードからグローバルスタンダー
ドへと名実ともに認められています。従来からオープンネットワークに強く求め
られていた通信の互換性、接続製品の豊富さだけでなく、システムやアプリ
ケーション構築の際に生産効率が飛躍的に向上するオープンネットワーク
として、その高い技術水準や使いやすさが国際的に認められています。

高い技術水準や使いやすさで世界的に認められています。

幹事
会社

日本のデファクトスタンダードから、グローバルスタンダードへ！！
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◎パートナー会員数　推移 ◎出荷ノード数　推移

国際標準：ISO ISO15745-5：CC-Link 2007 年 1 月取得

国際標準：IEC

IEC61158：CC-Link 2007 年 12 月取得
IEC61784：CC-Link 2007 年 12 月取得
IEC61158：CC-Link IE Field 2014 年 8 月取得
IEC61784：CC-Link IE Field 2014 年 8 月取得
IEC：CC-Link IE Safety 2016 年 8 月取得

SEMI スタンダード SEMI E54.12：CC-Link 2001 年取得 
SEMI E54.23-0513：CC-Link IE Field 2013 年 5 月取得 

中国国家規格：GB

GB/Z 19760-2005：CC-Link 2005 年 12 月取得
GB/T 20229.4-6 中国 BA（Building Automation）規格：CC-Link 2006 年 12 月記載
GB/T 19760-2008 産業ネットワークでは中国最高位の規格：CC-Link 2009 年 6 月取得
GB/Z 29496.1.2.3-2013：CC-Link Safety 2013 年 6 月取得
GB/T CC-Link IE 2017 年 4 月取得
GB/Z 37085-2018: CC-Link IE Safety 2018 年 12 月取得

日本標準規格：JIS JIS TR B0031：CC-Link 2013 年 5 月取得

韓国国家規格：KS

KSB ISO 15745-5：CC-Link 2008 年 3 月取得
KSC IEC 61158/61784：CC-Link 2011 年 12 月取得
KSC IEC 61784-5-8：CC-Link/CC-Link IE 2014 年 12 月取得
KSC IEC61784-3-8：CC-Link IE Safety 2018 年 7 月取得

台湾規格：CNS CNS 15252X6068：CC-Link 2009 年 5 月取得

レジスタード会員 レギュラー会員 エグゼクティブ会員 ボード会員
年会費 ─ 10 万円 20 万円 100 万円
入会金 ─ ─ ─ 100 万円
CC-Link 仕様書の入手 （会員からの申し込みに応じて無償提供）
SLMP 技術使用権 ●

CC-Link 技術使用権 SLMP*1 以外 ─ ●

コンフォーマンス
テスト料金

（1 機器）

CC-Link IE TSN

─

10 万円 *3 5 万円 *3

年会費に含む

CC-Link
マスター・ローカル・インテリジェントデバイス局
CC-Link IE Control
管理局、通常局
CC-Link IE Field
マスター・ローカル局、インテリジェントデバイス局
CC-Link IE Safety
IESMAP（マスタ）
IESSLP（スレーブ）

30 万円 20 万円

CC-Link
リモートデバイス・I/O 局、ケーブル、その他
CC-Link/LT
マスター・スレーブ局、ケーブル、その他

20 万円 10 万円

CC-Link IE Field Basic*2 ─ ─
SLMP 接続製品 ─ ─

推奨品試験
料金

（１機種）

CC-Link IE TSN
CC-Link IE Control
CC-Link IE Field
推奨ネットワーク配線部品

10 万円 5 万円

CC-Link ロゴの使用 ─ ●

技術サポート ─ ●

ホームページ・製品カタログへの製品掲載（無料） ─ ●

展示会への出展 ─ ●

イベント各種案内
ホームページの社名掲載 ●

*1. SLMP：Seamless Message Protocol
*2. パートナー様ご自身でテストツールをダウンロードの上、受験いただきます
*3. CC-Link協会が認める試験機関でCC-Link協会が行う試験を代行して結果を提出した場合、費用は以下のとおりとする。 

・レギュラー会員：5 万円　・エグゼクティブ会員：2 万円

4
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パートナー別　INDEX
会社名 製品分類 掲載頁

3 3M Korea Ltd. ケーブル・コネクタ 261
A
・
B
・
C
・
・
・

ABB AS, ROBOTICS PLC 36
ロボット 212

AC&T System CO.,LTD ゲートウェイ 142
Adullam Tech. 機器組込みパーツ 311

Autonics Corporation
デジタルI/O 60
センサ・エンコーダ 102、103、104
PC・他 508

Balluff GmbH

デジタルI/O 44、360、361
バーコード・ID 214
ケーブル・コネクタ 259、260
ゲートウェイ 380

Belden Electronics Division ケーブル・コネクタ 251、343、427、428
Bihl+Wiedemann GmbH ゲートウェイ 143
Cisco Systems ゲートウェイ 383、384

CKD 株式会社
電磁弁 131、132、133
インバータ・サーボ類 166、167
ロボット 212

CKD日機電装株式会社 インバータ・サーボ類 177、178

Cognex Corporation 画像処理 111
センサ・エンコーダ 400、401

Conductix Wampfler 配線用パーツ 484

COWIN.FA Co.,Ltd デジタルI/O 41
アナログI/O 66

CREVIS CO., LTD デジタルI/O 511
DAINCUBE Corp. ゲートウェイ 164
EAST WEST ELECTRIC WIRE CO.,LTD. ケーブル・コネクタ 267
ELCO(TIANJIN) ELECTRONICS CO., LTD. デジタルI/O 59
Emerson Industrial Automation - ASCO 受配電機器 394
FAG Industrial Service GmbH センサ・エンコーダ 400

FASTECH Co., Ltd. ゲートウェイ 163
インバータ・サーボ類 165、166

Festo AG & Co. KG 電磁弁 138
HELUKABEL GmbH ケーブル・コネクタ 288、411、412、413

Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） PC 236、237、238
機器組込みパーツ 308、309、310

HMS Industrial Networks AB ゲートウェイ 144、145、374
機器組込みパーツ 307、308

HMSインダストリアルネットワークス株式会社 ゲートウェイ 146、147、148、149、374、375、376、
377、378、379

機器組込みパーツ 305、306、307、503
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD ロボット 204、390

IDEC 株式会社
デジタルI/O 38
ゲートウェイ 142
電源 327

Industrial Control Communications, Inc ゲートウェイ 402
Industrial Software Co. PC 521
JMACS 株式会社 ケーブル・コネクタ 286、287、288、340、429、430
Kistler Lorch GmbH プロセス機器 122
KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO., LTD. ケーブル・コネクタ 252
Leoni Special Cables Friesoythe GmbH & Co.KG ケーブル・コネクタ 253
Long Yang Enterprise Co., Ltd. ケーブル・コネクタ 347
LS Cable&system Ltd. ケーブル・コネクタ 283、430、431
Lutze Inc. ケーブル・コネクタ 432、433、434

METIS CO., LTD.

デジタルI/O 37、38、367
アナログI/O 77
ゲートウェイ 162、384
その他 249

METTLER TOLEDO ロードセル・指示計 101
Mitsubishi Electric India, PVT LTD デジタルI/O 52

Molex Inc. デジタルI/O 55、56、57
ケーブル・コネクタ 446、447

MOXA Inc. 配線用パーツ 480、481、482
MYUNGBO CABLE CO.,LTD. ケーブル・コネクタ 258
NINGBO RONGHE WIRE & CABLE  CO.,LTD. ケーブル・コネクタ 285、470
NKE 株式会社 ゲートウェイ 149、150
Northwire,Inc. ケーブル・コネクタ 254
ORing Industrial Networking Corp. ケーブル・コネクタ 447
Panduit, Corp. ケーブル・コネクタ 470、471、472、473

Pepperl + Fuchs GmbH ゲートウェイ 161
バーコード・ID 221

Phoenix Contact GmbH & Co. KG ケーブル・コネクタ 417、418、419、420、421、422、423、
424、425、426

配線用パーツ 483、484
Pilz GmbH &Co デジタルI/O 54、55
Red Lion Controls 周辺ソフトウェア 477
Robostar Co., Ltd ロボット 196、197、391、392
Shanghai Powerful Automation Technology Development Co., Ltd ケーブル・コネクタ 344

SMC 株式会社 電磁弁 134、135
ゲートウェイ 151

SR Technology CO.,Ltd. ゲートウェイ 161
TAIHAN ELECTRIC WIRE CO., LTD. ケーブル・コネクタ 253
株式会社TAIYO その他 242、243
株式会社 TFF フルークネットワークス ツール 350、475、476
Tianjin Sentinel Electronics Co., Ltd. デジタルI/O 59

TPC Mechatronics Corp. 電磁弁 136、137
ゲートウェイ 164

U.I. Lapp GmbH ケーブル・コネクタ 255、256、257、469
VAT Vakuumventile AG その他 250

Weidmueller Interface GmbH & Co. KG ケーブル・コネクタ 451、452、453、454、455、456、457、
458、459、460、461、462、463

配線用パーツ 493、494、495
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会社名 製品分類 掲載頁
ア 株式会社 アイエイアイ ロボット 198、199、200、201、202、203

アイレス電子工業 株式会社 表示器 79
アスカ  株式会社 ロボット 211
アズビル株式会社 プロセス機器 112
株式会社 アドバネット PC・他 29
アドバンテック株式会社 PLC 397、398

アライドテレシス株式会社 ケーブル・コネクタ 474
配線用パーツ 485、486、487

株式会社アルファーシステムズ デジタルI/O 58
イ イグス 株式会社 ケーブル・コネクタ 261、465、466、467、468

伊東電機 株式会社 インバータ・サーボ類 174
ウ ヴィッテンシュタイン・ターナリー株式会社 インバータ・サーボ類 170
エ

株式会社 エー・アンド・デイ
PC・他 29
ロードセル・指示計 82、83
プロセス機器 113

株式会社 エスティック その他 240

株式会社 エニイワイヤ

PLC 33、34
デジタルI/O 39
ゲートウェイ 152、153
センサ・エンコーダ 321

エヌエスディ 株式会社 センサ・エンコーダ 104、110
配線用パーツ 294、492

株式会社 エム・システム技研

PLC 27
アナログI/O 61、62、63、64、65、370、371
プロセス機器 112
ゲートウェイ 152
受配電機器 222
その他 239、240、408
配線用パーツ 303、488
伝送装置 409

エムティティ株式会社 アナログI/O 67
遠藤工業株式会社 配線用パーツ 295、296

オ 岡野電線 株式会社 ケーブル・コネクタ 346、448、449
オプテックス･エフエー株式会社 センサ・エンコーダ 109

オムロン株式会社 センサ・エンコーダ 109
ゲートウェイ 153

オリエンタルモーター株式会社 ゲートウェイ 141
インバータ・サーボ類 168、169

カ 兼松コミュニケーションズ株式会社 ゲートウェイ 513
川崎重工業 株式会社 ロボット 205

キ

株式会社 キーエンス

PLC 27、359
デジタルI/O 39、40
アナログI/O 66
センサ・エンコーダ 105、106、107
バーコード・ID 220

株式会社 北澤電機製作所 配線用パーツ 296、297
キヤノンアネルバ 株式会社 プロセス機器 113
協栄電機 株式会社 配線用パーツ 304
株式会社 共和電業 ロードセル・指示計 84

ク 倉茂電工 株式会社 ケーブル・コネクタ 262、263、322、410、411
クロダニューマティクス株式会社 ゲートウェイ 160

コ 光洋電子工業株式会社 PLC 509
株式会社 コーレンス ケーブル・コネクタ 255

株式会社 コガネイ プロセス機器 124
電磁弁 139、140

サ サーボランド 株式会社 インバータ・サーボ類 170
株式会社 佐々木設計 ゲートウェイ 155

サンテスト 株式会社 デジタルI/O 60、367
センサ・エンコーダ 110

三洋機工 株式会社 その他 241
シ 株式会社 ジェルシステム 受配電機器 235

シチズンファインデバイス株式会社 デジタルI/O 57

株式会社 シマデン プロセス機器 114
ゲートウェイ 154

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 表示器 79、399
昌栄電機 株式会社 アナログI/O 69
株式会社 昌新 配線用パーツ 491
昭和電線ケーブルシステム株式会社 ケーブル・コネクタ 284、464
神港テクノス 株式会社 プロセス機器 114

ス 住友重機械工業株式会社 インバータ・サーボ類 189
セ 精電舎電子工業 株式会社 その他 248

積水樹脂キャップアイシステム株式会社 PLC 36
タ

株式会社 第一エレクトロニクス
デジタルI/O 58
受配電機器 223、224
その他 250

第一電通 株式会社 その他 241

大電 株式会社 ケーブル・コネクタ 265、266、322、414、415、416
配線用パーツ 499

ダイヤトレンド株式会社 ケーブル・コネクタ 345
配線用パーツ 489、490、491

太陽ケーブルテック 株式会社 ケーブル・コネクタ 258、431
大洋電機株式会社 ケーブル・コネクタ 450
株式会社たけびし 周辺ソフトウェア 289、290、403
株式会社 立花エレテック バーコード・ID 213
タツタ電線株式会社 ケーブル・コネクタ 264、265

多摩川精機 株式会社 インバータ・サーボ類 171、172
センサ・エンコーダ 373

チ 株式会社中央製作所 受配電機器 225、226、227
中部日本マルコ 株式会社 配線用パーツ 303
株式会社 千代田エレクトロニクス その他 249

テ ティアック株式会社 ロードセル・指示計 100
株式会社 ティアンドティ ロードセル・指示計 87
テセラ･テクノロジー株式会社 その他 243、244、396

パートナー別　INDEX
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会社名 製品分類 掲載頁
テ 株式会社 デンソーウェーブ ロボット 205、206
ト 東芝機械 株式会社 インバータ・サーボ類 192

東芝シュネデール・インバータ株式会社 インバータ・サーボ類 175、176
東朋テクノロジー株式会社 デジタルI/O 45
東洋技研 株式会社 デジタルI/O 42、43、44

東洋電機 株式会社 伝送装置 125、126、127
ゲートウェイ 155、156

東洋電機製造株式会社 インバータ・サーボ類 172、173
ナ 株式会社 ナ・デックス その他 242

ナダ電子 株式会社 伝送装置 127
ニ 日電商工株式会社 配線用パーツ 302

日本精工 株式会社 インバータ・サーボ類 167
日本製線 株式会社 ケーブル・コネクタ 344、444、445
日本テレガートナー株式会社 ケーブル・コネクタ 442、443

ハ
ハーティング 株式会社

ケーブル・コネクタ 436、437、438、439、440、441
配線用パーツ 488、496
PC・他 507

株式会社 ハーモニックドライブシステムズ インバータ・サーボ類 179

ハカルプラス株式会社

アナログI/O 68、69
ロードセル・指示計 101
ゲートウェイ 154
受配電機器 224

発紘電機 株式会社 表示器 81

パナソニック デバイスSUNX株式会社 デジタルI/O 45、46、333、362、363
ゲートウェイ 157

株式会社バルコム ロードセル・指示計 86
ヒ

株式会社ビー・アンド・プラス
デジタルI/O 41
伝送装置 130
バーコード・ID 215、216、217、218

株式会社 ピーアンドエフ ゲートウェイ 163
日立金属 株式会社 ケーブル・コネクタ 463

株式会社 日立産機システム PC・他 32
インバータ・サーボ類 176、177

平田機工 株式会社 ロボット 206
ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社 配線用パーツ 489

フ ファナック 株式会社 ロボット 207、390

フエニックス・コンタクト株式会社 ケーブル・コネクタ 268、269、270、271、272、273、274、
275、276、277、278、279、280

配線用パーツ 478
フォーティネットジャパン株式会社 配線用パーツ 497、498、499
フォーティブICGジャパン株式会社 センサ・エンコーダ 108

富士電機株式会社 インバータ・サーボ類 193、194、195
受配電機器 225

富士電機エフテック株式会社 プロセス機器 123
冨士電線株式会社 ケーブル・コネクタ 341、435
ブラザー工業 株式会社 その他 246

ヘ ヘルツ電子 株式会社 PC 522
ホ 北陽電機 株式会社 伝送装置 128、129

株式会社 堀場エステック プロセス機器 123
マ 株式会社マーストーケンソリューション バーコード・ID 523

株式会社マクニカ  アルティマ カンパニー 機器組込みパーツ 501
株式会社 マグネスケール センサ・エンコーダ 108
松定プレシジョン株式会社 その他 247、248

ミ

三菱電機株式会社

PLC
21、22、23、24、25、26、35、314、
315、316、331、334、335、336、352、
353、354、357、358、359、505、506

PC・他 30、31、337、355、356、507

デジタルI/O 47、48、49、50、51、317、318、319、
332、333、363、364、365、366、510

アナログI/O 70、71、72、73、74、75、76、320、
368、369、370

表示器 80、339、372、512
伝送装置 129
ゲートウェイ 158、159、381、382

インバータ・サーボ類 180、181、182、183、184、185、186、187、
188、385、386、387、388、389、516、517

ロボット 207、518、519
バーコード・ID 218、219

受配電機器 227、228、229、230、231、232、233、
234、520

その他 245、246、395、404、525
周辺ソフトウェア 291、348
配線用パーツ 298、299、479
機器組込みパーツ 312、313、330、502
電源 326
センサ・エンコーダ 514、515

三菱電機FA産業機器株式会社 インバータ・サーボ類 188
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 周辺ソフトウェア 349

三菱電機エンジニアリング 株式会社

PC・他 32、338
ゲートウェイ 159、382
バーコード・ID 220、393
ケーブル・コネクタ 282
ツール 293、328
配線用パーツ 300、301

三菱電機システムサービス 株式会社
デジタルI/O 52
ケーブル・コネクタ 281、323、324、325、342、343、450
配線用パーツ 329、351、487

三菱電機メカトロニクスソフトウエア 株式会社 周辺ソフトウェア 292
ミネベアミツミ株式会社 ロードセル・指示計 87、88、89、90

メ 株式会社 明電舎 インバータ・サーボ類 195
名菱テクニカ株式会社 その他 524
株式会社 メレック その他 244

パートナー別　INDEX
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対応製品分類別　INDEX	
製品分類 製品名 会社名 掲載頁

マ
ス
タ

PLC FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック 三菱電機株式会社 21
FX3U-16CCL-M形CC-Linkマスタ局	FX3U-16CCL-M 三菱電機株式会社 21
MELSEC-Lシリーズ	CC-Linkマスタ・ローカルユニット	LJ61BT11 三菱電機株式会社 22
MELSEC-Lシリーズ	CC-Link内蔵CPUユニット	L26CPU-BT/L26CPU-PBT 三菱電機株式会社 22
MELSEC-Qシリーズ	CC-Linkマスタ・ローカルユニット	QJ61BT11N 三菱電機株式会社 23
MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Linkマスタ・ローカルユニット	RJ61BT11 三菱電機株式会社 23
MELSEC-WSシリーズ	CC-Link	インターフェースユニット	WS0-GCC100202 三菱電機株式会社 24
AnSシリーズ	マスタ/ローカルユニット	A1SJ61BT11 三菱電機株式会社 24
CC-Link	IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボードMR-EM340GF 三菱電機株式会社 25
MELSEC	iQ-Fシリーズ	CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット	FX5-CCL-MS 三菱電機株式会社 25
MITSUBISHI	CNC	M800W/M800S/M80シリーズ用	CC-Linkユニット	FCU8-EX561 三菱電機株式会社 26
QnASシリーズ	マスタ/ローカルユニット	A1SJ61QBT11 三菱電機株式会社 26
KV-5500/5000/3000/1000/700シリーズ用	マスタ/ローカルユニット	KV-CL20 株式会社 キーエンス 27
CC-Linkマスタモジュール	FAMCL-01 株式会社 エム・システム技研 27
CC-Link接続用BACnetゲートウェイ装置 株式会社 ユニテック 28

PC・他 VMEbus	CC-Link	通信スレーブボード	Advme1569A 株式会社 アドバネット 29
CC-Link	マスタ／ローカル局	IF	OP-23 株式会社 エー・アンド・デイ 29
IU2-1ECLM-100	CC-Link通信ボード 三菱電機株式会社 30
MITSUBISHI	CNC	M700VS/M70Vシリーズ用	CC-Link	ユニット	FCU7-HN746 三菱電機株式会社 30
CC-Linkネットワークインターフェースボード	Q80BD-J61BT11N,	Q81BD-J61BT11 三菱電機株式会社 31
三菱電機	加工ライン用CNC	C64用マスタ／ローカル局ボード 三菱電機株式会社 31
ECP-CL2BD形CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボード 三菱電機エンジニアリング 株式会社 32
HF430αシリーズインバータ用オプション 株式会社 日立産機システム 32

ス
レ
ー
ブ

PLC AFCS02・オムロン製SYSMAC	CS1用CC-Linkスレーブインターフェース 株式会社 エニイワイヤ 33
AFMP-02-C、AFMP-02-CA	安川電機製MP2000シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース 株式会社 エニイワイヤ 33
AFSR02	横河電機製FA-M3シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース 株式会社 エニイワイヤ 34
CC-Linkスレーブインターフェース	AFCJ02 株式会社 エニイワイヤ 34
FX2N-32CCL	マイクロシーケンサ用CC-Linkインタフェースブロック 三菱電機株式会社 35
FX3U-64CCL	FX3Uシリーズ用CC-Linkインタフェース特殊ブロック 三菱電機株式会社 35
CC-Link対応コントローラ	ACC10161 積水樹脂キャップアイシステム株式会社 36
S4世代およびIRC5世代の全ABBロボットに対応するゲートウェイ ABB AS, ROBOTICS 36

デジタルI/O MR-556 METIS CO., LTD. 37
MT99DK1-6432DT METIS CO., LTD. 37
MT99DK1-6432DTV2 METIS CO., LTD. 38
CB2A/2B形	CC-Link通信ユニット内蔵スイッチブロック IDEC 株式会社 38
AB023-C1	CC-Linkビット分散I/Oターミナル 株式会社 エニイワイヤ 39
CC-Link対応通信ユニット	DL-CL1 株式会社 キーエンス 39
デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット	NU-CL1 株式会社 キーエンス 40
ネジ端子台タイプI/Oユニット	KV-RCシリーズ 株式会社 キーエンス 40
リモートリンクシステムベースアンプ	CC-Link接続仕様	型式：RL64E-366CL-000 株式会社ビー・アンド・プラス 41
CW-A-E-AI16-DI48-DO16 COWIN.FA Co.,Ltd 41
3線圧接式コネクタタイプ	リモートI/Oターミナル	C□X-AT1N	C□D-AT1N	C□XD-AT1N 東洋技研 株式会社 42
e-con準拠コネクタタイプ	リモートI/Oターミナル	C□X-CT1E	C□D-CT1E 東洋技研 株式会社 42
ストリップ端子台タイプ	リモートI/Oターミナル	C□X-AT1V	C□D-AT1V	C□XD-AT1V 東洋技研 株式会社 43
ストリップ端子台タイプ	リモートI/Oターミナル	C□X-CT1V	C□D-CT1V	C□XD-CT1V 東洋技研 株式会社 43
AT1Nシリーズ	AT1Vシリーズ	CT1Vシリーズ	CT1Eシリーズ 東洋技研 株式会社 44
BNI	CCL-502-100-Z001 Balluff GmbH 44
リモート	I/O	コネクタ	TKN-C16R,	TKN-C16S,	TKN-C32R,	TKN-C32S 東朋テクノロジー株式会社 45
デジタル変位センサ用CC-Link通信ユニット	SC-HG1-C パナソニック デバイスSUNX株式会社 45
CC-Link対応通信ユニット	SC-GU2-C パナソニック デバイスSUNX株式会社 46
デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット	SC-GU3-01 パナソニック デバイスSUNX株式会社 46
リモートI/Oユニット	40ピン(FCN)コネクタタイプ	AJ65SBTCF□-□,	AJ65BTC□-□,	AJ65VBTCF□-□ 三菱電機株式会社 47
リモートI/Oユニット	スプリングクランプ端子台タイプ	AJ65VBTS□-□ 三菱電機株式会社 47
リモートI/Oユニット	センサコネクタタイプ(e-CON)	AJ65VBTCE□-□ 三菱電機株式会社 48
リモートI/Oユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BTB□-□ 三菱電機株式会社 48
リモートI/Oユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65DBTB□-□ 三菱電機株式会社 49
リモートI/Oユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBTB□-□ 三菱電機株式会社 49
リモートI/Oユニット	ワンタッチコネクタタイプ	AJ65SBTC□-□	AJ65VBTCU□-□ 三菱電機株式会社 50
リモートI/Oユニット	防水コネクタタイプ	AJ65FBTA□-□ 三菱電機株式会社 50
安全リレーユニット	QS90SR2SN-CC/QS90SR2SP-CC 三菱電機株式会社 51

パートナー別　INDEX
会社名 製品分類 掲載頁

ヤ 株式会社 安川電機 インバータ・サーボ類 190、191
ロボット 208、391

大和製衡 株式会社 ロードセル・指示計 85
ヤマハ発動機 株式会社 ロボット 208、209、210、211

ユ 株式会社 ユニテック PLC 28

ユニパルス株式会社 ロードセル・指示計 90、91、92、93、94、95、96、97、98、
99、100

ヨ
横河電機 株式会社

プロセス機器 120、121
インバータ・サーボ類 189
その他 405、406、407

ヨシオ電子 株式会社
アナログI/O 76
プロセス機器 115、116
ゲートウェイ 160

吉野川電線 株式会社 ケーブル・コネクタ 282、325、426
リ 理化工業 株式会社 プロセス機器 117、118、119
ル ルネサスエレクトロニクス株式会社 機器組込みパーツ 311、501、504
ワ

ワゴジャパン 株式会社
デジタルI/O 53
アナログI/O 78
配線用パーツ 500
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製品分類 製品名 会社名 掲載頁
ス
レ
ー
ブ

デジタルI/O 診断機能付きリモートI/Oユニット	スプリングクランプ端子台プッシュインタイプ	AJ65ABTP3-16D	AJ65ABTP3-16DE 三菱電機株式会社 51
2.4GHz帯	無線ユニット(CC-Link対応)SWL30-CL-E,	SWL30-XY08-E 三菱電機システムサービス 株式会社 52
点灯式プッシュボタン操作盤。(注文コード：CCL8IPB)	 Mitsubishi Electric India, PVT LTD 52
CC-Link用モジュラー式I/Oシステム ワゴジャパン 株式会社 53
16ch	CC-Linkデジタル入／出力ユニット ワゴジャパン 株式会社 53
PNOZ	m	ES	CC-Link	-	Fielbus	module	for	CC-Link	in	combination	with	one	
of	the	base	units	of	the	configurable	contol	system	PNOZmulti	2 Pilz GmbH &Co 54

PNOZmulti	mc7p	CC-Link用通信モジュール Pilz GmbH &Co 54
PNOZmulti	Mini	mmc7p	CC-Link用通信モジュール Pilz GmbH &Co 55
TBDCC-480P-88U Molex Inc. 55
TBDCC-880P-844	 Molex Inc. 56
TBDCC-444P-88U-G Molex Inc. 56
TBDCC-844P-844-G Molex Inc. 57
CC-Link通信ユニット	SA-ECL シチズンファインデバイス株式会社 57
FSA-110	アナンシェータ 株式会社 第一エレクトロニクス 58
ASS16シリーズ	リモートI/Oユニット 株式会社アルファーシステムズ 58
ELCL-IM16-0001 Tianjin Sentinel Electronics Co., Ltd. 59
Spider67	CC-Link	Gatway	Unit------SPCL-GW-001 ELCO(TIANJIN) ELECTRONICS CO., LTD. 59
IRDM-CCL サンテスト 株式会社 60
ARIO-C-CL Autonics Corporation 60

アナログI/O 60C	マルチアナログ入出力ユニット 株式会社 エム・システム技研 61
61C	マルチアナログ通信ユニット 株式会社 エム・システム技研 61
M2BC	マルチアナログ伝送器 株式会社 エム・システム技研 62
R1C	マルチアナログ入力ユニット 株式会社 エム・システム技研 62
多チャネル組合せ自由形リモートI/O	R3シリーズ	R3-NC 株式会社 エム・システム技研 63
コンパクト組合せ自由形リモートI/O	R5シリーズ 株式会社 エム・システム技研 63
超小形ミニマムシステムリモートI/O	R6シリーズ 株式会社 エム・システム技研 64
少チャネルコンパクト一体形リモートI/O	R7シリーズ 株式会社 エム・システム技研 64
電力マルチユニット	R9CWTU 株式会社 エム・システム技研 65
R8-NC3(省スペースリモートI/O	R8シリーズ) 株式会社 エム・システム技研 65
ANALOG	DIGITAL	I/O COWIN.FA Co.,Ltd 66
デジタル表示機能付	ネジ端子台タイプアナログユニット	KV-RC4AD/KV-RC4DA 株式会社 キーエンス 66
リモート	IO	ME1000	シリーズ	CC-Link	通信モジュール	/	ME1091 エムティティ株式会社 67
CC-Link	Ver.2	対応	16ch	アナログ入力用	絶縁信号変換処理システム	/	CC3901-16AI エムティティ株式会社 67
C1シリーズ	アナログI/Oユニット ハカルプラス株式会社 68
C2シリーズ	CC-Link用信号変換器 ハカルプラス株式会社 68
C3シリーズ	アナログI/Oユニット ハカルプラス株式会社 69
VIC-CL20	汎用8ch入力変換器 昌栄電機 株式会社 69
アナログ−デジタル変換ユニット	コネクタタイプ	AJ65VBTCU-68ADVN	AJ65VBTCU-68ADIN 三菱電機株式会社 70
アナログ−デジタル変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BT-64AD 三菱電機株式会社 70
アナログ−デジタル変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBT2B-64AD 三菱電機株式会社 71
アナログ−デジタル変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBT-64AD 三菱電機株式会社 71
測温抵抗体入力ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBT2B-64RD3 三菱電機株式会社 72
熱電対入力ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BT-68TD 三菱電機株式会社 72
測温抵抗体入力ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BT-64RD3,	AJ65BT-64RD4 三菱電機株式会社 73
デジタル−アナログ変換ユニット	コネクタタイプ	AJ65VBTCU-68DAVN 三菱電機株式会社 73
デジタル−アナログ変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BT-64DAI 三菱電機株式会社 74
デジタル−アナログ変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BT-64DAV 三菱電機株式会社 74
デジタル−アナログ変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBT2B-64DA 三菱電機株式会社 75
デジタル−アナログ変換ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBT-62DA 三菱電機株式会社 75
熱電対入力ユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65SBT2B-64TD 三菱電機株式会社 76
CCL-A4D4	4CHアナログ入出力ユニット ヨシオ電子 株式会社 76
MT99DK3-08AD METIS CO., LTD. 77
MT99DK3-08ADV2 METIS CO., LTD. 77
750-325	CC-Link	フィールドバスカプラ	 ワゴジャパン 株式会社 78

表示器 GP3000シリーズ用CC-Linkユニット	CA7-CCLALL/EX-01 シュナイダーエレクトリックホール
ディングス株式会社 79

メッセージランド3	CC-Link	ML6408C(10C・12C)	ML9608C(10C・12C) アイレス電子工業 株式会社 79
GOT1000用CC-Link通信ユニット	GT15-J61BT13 三菱電機株式会社 80
三菱グラフィックオペレーションターミナル	ハンディ用CC-Linkインタフェースユニット：GT11HS-CCL,	GT11H-CCL 三菱電機株式会社 80
CU-02	モニタッチ	V8/V7シリーズ用	CC-Link通信I/Fユニット 発紘電機 株式会社 81

ロードセル・
指示計

AD-4430C 株式会社 エー・アンド・デイ 82
DIN	Rail	Weighing	Module	(AD-4430C) 株式会社 エー・アンド・デイ 82
多機能ウェイング・インジケータ	AD-4402 株式会社 エー・アンド・デイ 83
CC-Link専用ウェイング・インジケータ	AD-4408C 株式会社 エー・アンド・デイ 83
計装用コンディショナ	WGA-680A 株式会社 共和電業 84
波形表示型計装用コンディショナ	WGA-910A 株式会社 共和電業 84
ロードセル用デジタル指示制御器	EDI-2000 大和製衡 株式会社 85
EDI-800/910	ロードセル用指示制御器 大和製衡 株式会社 85
CC-Link専用ウェイング・インジケータ	VWM8C 株式会社バルコム 86
高速ストレンゲージパネルメータ	VGM4 株式会社バルコム 86
MX-22-D24-CC 株式会社 ティアンドティ 87
ロードセル用デジタルインジケータ	CSD-815B-73 ミネベアミツミ株式会社 87
CSD-891B-73	ロードセル用デジタルインジケータ ミネベアミツミ株式会社 88
CSD-892-73	デジタル変換モジュール ミネベアミツミ株式会社 88
デジタルインジケータ	CSD-903-73 ミネベアミツミ株式会社 89
CSD-912B-73		ロードセル用グラフィックデジタルインジケータ ミネベアミツミ株式会社 89
デジタルピークホルダー	CSD-709-73 ミネベアミツミ株式会社 90
F735 ユニパルス株式会社 90
FC1000 ユニパルス株式会社 91
CC-Link用ウェイングコントローラ	F156 ユニパルス株式会社 91
CC-Link用ウェイングコントローラ	F160 ユニパルス株式会社 92
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製品分類 製品名 会社名 掲載頁
ス
レ
ー
ブ

ロードセル・
指示計

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計	F372A ユニパルス株式会社 92
グラフィックディスプレイ型デジタル指示計	F377A ユニパルス株式会社 93
ダイナミック・フォース・プロセッサ	F381A ユニパルス株式会社 93
グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ	F600AT ユニパルス株式会社 94
累積値表示付ウェイングコントローラ	F720A ユニパルス株式会社 94
オールインワンタイプウェイングコントローラ	F800 ユニパルス株式会社 95
オールインワンタイプウェイングコントローラ	F805A ユニパルス株式会社 95
コンスタントフィードウェア用ウェイングコントローラ	F805A-CF ユニパルス株式会社 96
F805A-CK	チェッカースケール用ウェイングコントローラ ユニパルス株式会社 96
グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ	F600 ユニパルス株式会社 97
グラフィックディスプレイ型デジタル指示計	F370/F371 ユニパルス株式会社 97
F650-CK ユニパルス株式会社 98
Global	standard	model	High	performance	design	Weighing	indicator	F701-S ユニパルス株式会社 98
ダイナミックフォースプロセッサ	F395 ユニパルス株式会社 99
CC-Link搭載	組込型	ウェイングインジケータ	FC400 ユニパルス株式会社 99
デジタル指示計	FS2000 ユニパルス株式会社 100
デジタル指示計	TD-700T(CCL) ティアック株式会社 100
M4SC	ロードセル用計量コントローラ ハカルプラス株式会社 101
IND131/331	Industrial	Scale	Terminals METTLER TOLEDO 101

センサ・
エンコーダ

BWM	Series(V1) Autonics Corporation 102
BWM	Series(V2) Autonics Corporation 102
BWM	Series[V1,V2(x1)] Autonics Corporation 103
BWML	Series Autonics Corporation 103
BWML32-28CCL Autonics Corporation 104
アブソコーダ変換器	VE-2CC／ VM-2CC エヌエスディ株式会社 104
超高速・マルチカメラ画像センサ		CV-5000シリーズ 株式会社 キーエンス 105
超高速・高精度レーザ変位計	LK-G5000シリーズ 株式会社 キーエンス 105
超高速・フレキシブル画像処理システム	XG-7000 株式会社 キーエンス 106
超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム	XG-8000 株式会社 キーエンス 106
超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム	XG-8800 株式会社 キーエンス 107
高速・高容量フレキシブル画像処理システム	XG-X2000シリーズ 株式会社 キーエンス 107
CC-Link変換器内蔵型	アブソリュートエンコーダ	AC58シリーズ フォーティブICGジャパン株式会社 108
ネットワーク計測システム	MG40シリーズ 株式会社 マグネスケール 108
CC-Linkデジタルセンサ通信ユニット	形E3NW-CCL オムロン株式会社 109
CC-Link通信ユニット	UC1-CL11 オプテックス･エフエー株式会社 109
GYcRP	/	GYCL-201	磁歪式リニア変位センサ サンテスト 株式会社 110
電磁誘導式ロータリエンコーダ	【ezABSOⓇ	イージ−アブソⓇ】EZA-MACCL-01F	多回転型 エヌエスディ 株式会社 110

画像処理 CIO-MICRO-CC Cognex Corporation 111
プロセス機器 CMC10A	CC-Link/温調計変換器 アズビル株式会社 112

入力カード選択形チャートレス記録計	73VR3100 株式会社 エム・システム技研 112
計量ライン用拡張コントローラ(CC-Linkインターフェイス付き)	AD-8923-CC 株式会社 エー・アンド・デイ 113
電離真空計	M-722HG-CC、M-822HG-CC、M-832HG-CC、M-922HG-CC キヤノンアネルバ 株式会社 113
SR83シリーズ	デジタル調節計 株式会社 シマデン 114
多点温度制御システム(Cシリーズ) 神港テクノス 株式会社 114
CCL-CM	2CHキャパシタンスマノメーター用ユニット ヨシオ電子 株式会社 115
CCL-MFC	2CHマスフローコントローラー制御装置 ヨシオ電子 株式会社 115
CCL-PS	PS用マイコンボード，アナログI／O ヨシオ電子 株式会社 116
CCL-PS2	リモートユニット制御装置 ヨシオ電子 株式会社 116
デジタル温度調節計	FB400/FB900 理化工業 株式会社 117
モジュール型多点温度調節計	SR	Mini	HG	System 理化工業 株式会社 117
モジュール型多点温度調節計	SRV	(V-TIO-L) 理化工業 株式会社 118
モジュール型多点温度調節計	SRZ 理化工業 株式会社 118
モジュール型多点調節計	SRX	(X-TIO-L) 理化工業 株式会社 119
高速デジタル調節計	HA400/900 理化工業 株式会社 119
UTAdvancedシリーズ	DINレール取り付け形調節計	UT55A/MDL,	UT52A/MDL,	UT35A/MDL,	UT32A/MDL 横河電機 株式会社 120
UTAdvancedシリーズ	ディジタル指示調節計	UT75A/UT55A/UT52A/UT35A/UT32A 横河電機 株式会社 120
UTAdvancedシリーズ	プログラム調節計	UP55A/UP35A/UP32A 横河電機 株式会社 121
UTAdvancedシリーズ	指示警報計	UM33A 横河電機 株式会社 121
maXYmos	BL	5867B Kistler Lorch GmbH 122
maXYmos	TL	5877A Kistler Lorch GmbH 122
マスフローコントローラ	SEC-N105	シリーズ 株式会社 堀場エステック 123
交流電力調整器	PWMAPR-Mシリーズ 富士電機エフテック株式会社 123
電動ハンドフラットタイプ	CC-Linkタイプコントローラ 株式会社 コガネイ 124

伝送装置 SOT-CP801/CP803,	SOT-CP1601/CP1603	パラレルリモ−ト空間光伝送装置(8bit/16bit) 東洋電機 株式会社 125
SOT-GS8014V/SOT-GS15014V	シリアルリモート空間伝送装置 東洋電機 株式会社 125
SOT-MQ82，SOT-MQ162	空間光リピータユニット 東洋電機 株式会社 126
SOT-MS102，SOT-MS202	空間光リピータユニット 東洋電機 株式会社 126
インテリジェント多機能リレー	IPR2-A□0□、IPR2-A□1□	 東洋電機 株式会社 127
RS-232インターフェースユニット		CCL-U ナダ電子 株式会社 127
BWF-17A･17B/BWF-27A･27B	空間光データ伝送装置(シリアルタイプ) 北陽電機 株式会社 128
BWF-2CA・2CB	空間光リピータユニット 北陽電機 株式会社 128
DMM-GB・HB/DMM-GC・HC	空間光データ伝送装置(8ビット／16ビットパラレルタイプ) 北陽電機 株式会社 129
空間光リピータユニット	AJ65BT-RPI-10A	AJ65BT-RPI-10B 三菱電機株式会社 129
リモートカプラシステム	RCD22E-211-CLC	RCD22T-211-CLC	／	電磁結合仕様 株式会社ビー・アンド・プラス 130

電磁弁 OPP2-1G	マニホールド電磁弁子局 CKD 株式会社 131
OPP3-1G	マニホールド電磁弁子局 CKD 株式会社 131
OPP4-1G	マニホールド電磁弁子局 CKD 株式会社 132
OPP5-＊G	マニホールド電磁弁子局 CKD 株式会社 132
OPP6-＊G	マニホールド電磁弁子局 CKD 株式会社 133
EVT-T9GAR	薄型電空レギュレータ用子局 CKD 株式会社 133
EX12※-SMJ1	シリアルインターフェース(SI)ユニット SMC 株式会社 134
EX140-SMJ1	シリアルインターフェース(SI)ユニット SMC 株式会社 134
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製品分類 製品名 会社名 掲載頁
ス
レ
ー
ブ

電磁弁 EX180-SMJ1	※		シリアルインターフェース(SI)ユニット SMC 株式会社 135
EX250-SMJ2	シリアルインターフェース(SI)ユニット SMC 株式会社 135
電子弁用通信ユニット	SU1A-C TPC Mechatronics Corp. 136
電子弁用通信ユニット	SU1B-C TPC Mechatronics Corp. 136
電子弁用ユニット	SU2A-C TPC Mechatronics Corp. 137
電子弁用ユニット	SU2B-C TPC Mechatronics Corp. 137
CTEU-CC Festo AG & Co. KG 138
Version	2.0	Fieldbus	for	the		CPX	System	-	FB23-24 Festo AG & Co. KG 138
電磁弁Fシリーズ 株式会社 コガネイ 139
電磁弁JAシリーズ 株式会社 コガネイ 139
電磁弁PBシリーズ 株式会社 コガネイ 140

ゲートウェイ ネットワークコンバータNETC01-CC オリエンタルモーター株式会社 141
ネットワークコンバータ	CC-Link	Ver.2対応	NETC02-CC オリエンタルモーター株式会社 141
SX5A-GM1N	AS-Interface/CC-Link	ゲートウエイ IDEC 株式会社 142
産業用通信サーバー	ETOS-CCS-V2(with	TDK	ZCAT3035-1330) AC&T System CO.,LTD 142
ステンレス鋼製AS-i、CC-Link接続用ゲートウェイ Bihl+Wiedemann GmbH 143
AS-i	3.0	CC-Link	Gateway	with	integrated	Safety	Monitor	(BWU2833) Bihl+Wiedemann GmbH 143
ABC-CCL	AnyBus-コミュニケータ	CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウエイ HMS Industrial Networks AB 144
ABX	AnyBus-X	CC-Linkスレーブ/DeviceNet、CIPゲートウエイ HMS Industrial Networks AB 144
ABX	AnyBus-X	CC-Linkスレーブ/Profibusゲートウエイ HMS Industrial Networks AB 145
ABX	AnyBus-X	CC-Linkスレーブ/イーサーネットゲートウエイ HMS Industrial Networks AB 145
Anybus	X-gateway	AB7661 HMSインダストリアルネットワークス株式会社 146
Anybus	X-gateway	AB7680 HMSインダストリアルネットワークス株式会社 146
Anybus	X-gateway	AB7694 HMSインダストリアルネットワークス株式会社 147
Anybus	X-gateway	AB7810 HMSインダストリアルネットワークス株式会社 147
Anybus	X-gateway	AB7819 HMSインダストリアルネットワークス株式会社 148
Anybus	X-gateway	CC-Link	-	Modbus	TCP	Master	(AB9009) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 148
Anybus	Communicator	CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウエイ	(AB7008) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 149
CC-LinkユニラインVXゲートウェイ	VX-GWCC1 NKE 株式会社 149
SDD-CC1A	ユニラインゲートウェイ NKE 株式会社 150
UNG-CC1A	ユニラインゲートウェイ NKE 株式会社 150
EX500-GMJ1	ゲートウエイユニット SMC 株式会社 151
EX510-GMJ1	ゲートウエイユニット SMC 株式会社 151
CC-Link-HLS	ゲートウェイユニット	R7G 株式会社 エム・システム技研 152
AG42-C1	CC-Link対応AnyWire	DBシリーズゲートウェイ 株式会社 エニイワイヤ 152
AG42-C2	CC-Link	Ver.	2.00対応AnyWire	DBシリーズゲートウェイ 株式会社 エニイワイヤ 153
CC-Link対応CompoNetゲートウェイ	形GQ-CRM21 オムロン株式会社 153
プロトコル変換器		GAT10-CCシリーズ 株式会社 シマデン 154
C1-GW	CC-Link用プロトコル変換器 ハカルプラス株式会社 154
武蔵 株式会社 佐々木設計 155
MAGIC	BEE	マジック・ビー (無線式モニタリングシステム) 東洋電機 株式会社 155
CC-Link	Ver2.0対応	MRC用ゲートウェイ	コントローラー 東洋電機 株式会社 156
MRC用ゲートウェイ	コントローラー 東洋電機 株式会社 156
SL-GU1-C	CC-Link対応S-LINKゲートウェイコントローラ パナソニック デバイスSUNX株式会社 157
SL-VGU1-C	CC-Link対応S-LINK	Vゲートウェイコントローラ パナソニック デバイスSUNX株式会社 157
CC-Link-AnyWire	Bittyブリッジユニット	NZ2AW1C1BY 三菱電機株式会社 158
CC-Link-AnyWire	DB	A20ブリッジユニット	NZ2AW1C2D2 三菱電機株式会社 158
CC-Link-Anywire	ASLINKブリッジユニット	NZ2AW1C2AL 三菱電機株式会社 159
ECL2-NV1G形ゲートウェイユニット 三菱電機エンジニアリング 株式会社 159
CCL-GW	CC-Link<->シリアル通信ゲートウェイモジュール ヨシオ電子 株式会社 160
AG22-C1	CC-Link対応ユニワイヤゲートウェイ クロダニューマティクス株式会社 160
VBG-CCL-K20-D-BV Pepperl + Fuchs GmbH 161
CC-LINK互換形	Rectifier SR Technology CO.,Ltd. 161
MT99DK2–GATEWAY METIS CO., LTD. 162
MT99DK5-GATEWAY	mini METIS CO., LTD. 162
VAG-CCL-G4F	CC-Link/ASi	ゲートウェイ 株式会社 ピーアンドエフ 163
Ezi-MOTIONGATE	CC-Link FASTECH Co., Ltd. 163
EPR2-C TPC Mechatronics Corp. 164
DGW-CE DAINCUBE Corp. 164

インバータ・
サーボ類

Ezi-SERVOII	CC-Link	86	(EzS2-CL86) FASTECH Co., Ltd. 165
Ezi-STEPⅡ	CC-Link	(EzT2-CL) FASTECH Co., Ltd. 165
Ezi-SERVOII	CC-Link	(EzS2-CL) FASTECH Co., Ltd. 166
アブソデックスドライバ	AX9000TS/TH CKD 株式会社 166
アブソデックスドライバ	AX9000XS CKD 株式会社 167
EDC型ドライブユニット	メガトルクモータPSシリーズ 日本精工 株式会社 167
DGシリーズ	CC-Link対応 オリエンタルモーター株式会社 168
ブラシレスモーターユニット	BLEシリーズ	CC-Link オリエンタルモーター株式会社 168
高効率ステッピングモーターユニット	αSTEP	ARLシリーズ	CC-Link対応 オリエンタルモーター株式会社 169
脱調レス	ステッピングモーターユニット	αSTEP	AS□□-□CC オリエンタルモーター株式会社 169
電動アクチュエータ、ターナリー・サーボ・ファンクション・ユニット ヴィッテンシュタイン・ターナリー株式会社 170
汎用サーボ	MOVO	SVFシリーズNWKモデルCCLオプション サーボランド 株式会社 170
SVCCシリーズ	CC-Link対応モーションコントローラ 多摩川精機 株式会社 171
TA4681N100	スマートカム 多摩川精機 株式会社 171
TA4681N200	スマートカム 多摩川精機 株式会社 172
VF64インテリジェントインバータ	VF64-□□□□□ 東洋電機製造株式会社 172
ED64spインテリジェントインバータ	ED64sp-□□□□□ 東洋電機製造株式会社 173
インテリジェントインバータ	VF66シリーズ	VF66*-#####-%% 東洋電機製造株式会社 173
IB-C01	モータドライバ 伊東電機 株式会社 174
モータドライバ基板	IB-C02 伊東電機 株式会社 174
高機能インバータ	TOSVERT	VF-AS1 東芝シュネデール・インバータ株式会社 175
高機能インバータ	TOSVERT	VF-AS1	CCL001Z1 東芝シュネデール・インバータ株式会社 175
多機能・小形インバータ	TOSVERT	VF-S11	CCL002Z 東芝シュネデール・インバータ株式会社 176
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インバータ・
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汎用インバータ	SJ700シリーズ 株式会社 日立産機システム 176
汎用インバータ	WJ200シリーズ 株式会社 日立産機システム 177
ACサーボドライバ	VCⅡシリーズ CKD日機電装株式会社 177
ACサーボドライバ	VPSシリーズ型式:NCR-DCD0A2*-*型 CKD日機電装株式会社 178
高性能サーボドライバ	VPHシリーズ CKD日機電装株式会社 178
ACサーボドライバ	HA-680CLシリーズ 株式会社 ハーモニックドライブシステムズ 179
ACサーボドライバ	HA-800Cシリーズ 株式会社 ハーモニックドライブシステムズ 179
三菱センサレスサーボ	FR-E700EX，MM-GKR 三菱電機株式会社 180
三菱ベクトルインバータ	FREQROL-V500シリーズ 三菱電機株式会社 180
三菱汎用インバータ	FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NC) 三菱電機株式会社 181
三菱汎用インバータ	FREQROL-A701シリーズ 三菱電機株式会社 181
三菱汎用インバータ	FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NC) 三菱電機株式会社 182
三菱汎用インバータ	FREQROL-E700シリーズ 三菱電機株式会社 182
三菱汎用インバータ	FREQROL-E700シリーズ	CC-Link通信対応品	FR-E700-NC 三菱電機株式会社 183
三菱汎用インバータ	FREQROL-E700シリーズ	セーフティストップ対応品	FR-E700-SC 三菱電機株式会社 183
三菱汎用インバータ	FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NC) 三菱電機株式会社 184
MR-J2S-□CP-S084，MR-J2S-T01	三菱汎用ACサーボアンプ 三菱電機株式会社 184
MR-J3-T	三菱汎用ACサーボ	MELSERVO-J3シリーズ 三菱電機株式会社 185
FREQROL-A700シリーズ	汎用インバータ 三菱電機株式会社 185
FREQROL-E520-KN	(3-phase,	200	V	Power	Model),	FREQROL-E540	
(3-phase,	400	V	Power	Model)	General-purpose	Inverter 三菱電機株式会社 186

FREQROL-E500-KN(3相200V/3相400V	電源仕様品)	汎用インバータ 三菱電機株式会社 186
FREQROL-C500シリーズ	汎用インバータ 三菱電機株式会社 187
三菱汎用インバータ	FREQROL-F700Pシリーズ 三菱電機株式会社 187
FREQROL-F700シリーズ	汎用インバータ 三菱電機株式会社 188
インバ−タギヤ−ドモ−タ	GNシリ−ズ 三菱電機FA産業機器株式会社 188
System	MX	ラインシステム用多軸制御ドライブシステム 住友重機械工業株式会社 189
インテリジェント・ドライバ	DrvP3 横河電機 株式会社 189
安川マトリクスコンバータ	U1000	(高力率電源回生(K5＝0)) 株式会社 安川電機 190
安川インバータA1000	高性能ベクトル制御 株式会社 安川電機 190
安川インバータV1000	小形ベクトル制御 株式会社 安川電機 191
Varispeed	G7シリーズ	電流ベクトル制御汎用インバータ 株式会社 安川電機 191
NCBOY-80(VLPSX) 東芝機械 株式会社 192
NCBOY-120(VLNBX) 東芝機械 株式会社 192
FRENIC-VG	高性能・ベクトル制御形インバータ 富士電機株式会社 193
FRENIC-Ecoシリーズ	汎用インバータ 富士電機株式会社 193
FRENIC-MEGAシリーズ	高性能多機能形インバータ 富士電機株式会社 194
FRENIC-Aceシリーズ	高性能・スタンダード形インバータ 富士電機株式会社 194
FRENIC-HVACシリーズ	空調用途向けインバータ 富士電機株式会社 195
交流可変速装置THYFREC	VT240Sシリーズ	(CC-Linkインターフェース	型式：V24-SL3) 株式会社 明電舎 195

ロボット PCI	CC-Link	Option	Card Robostar Co., Ltd 196
CC-Link	Option	board2 Robostar Co., Ltd 196
T1	Series Robostar Co., Ltd 197
RCS	CC-Link	Option	Card Robostar Co., Ltd 197
RCS2/RCS3/単軸ロボット/リニアサーボアクチュエータ用ポジションコントローラ	SCON-CA 株式会社 アイエイアイ 198
ロボシリンダ用ポジションコントローラ	PCON/ACON/SCON 株式会社 アイエイアイ 198
コントローラ一体型ロボシリンダ	ERC3シリーズ	ゲートウェイユニットRCM-EGW 株式会社 アイエイアイ 199
テーブルトップ型ロボット	TTAシリーズ 株式会社 アイエイアイ 199
フィールドネットワーク専用ロボシリンダ用コントローラ	ROBONET 株式会社 アイエイアイ 200
フィールドネットワーク対応コントローラ	ロボシリンダ用ポジションコントローラ	パワーコン150	
PCON-CA ／ロボシリンダ用ポジションコントローラ	高推力モータ対応タイプ	PCON-CFA 株式会社 アイエイアイ 200

ロボシリンダ用プログラムコントローラ	PSEL/ASEL/SSEL 株式会社 アイエイアイ 201
ロボシリンダ用ポジションコントローラ	SCONシリーズ	6軸タイプ	MSCON 株式会社 アイエイアイ 201
ロボシリンダ用ポジションコントローラ	SEPシリーズ	8軸タイプ	MSEP 株式会社 アイエイアイ 202
高機能コントローラ	ACON-CA ／DCON-CA 株式会社 アイエイアイ 202
単軸ロボット／直交ロボット／ロボシリンダRCS2／RCS3用ポジションコントローラ	SCON-CAL 株式会社 アイエイアイ 203
単軸・リニア・直交・スカラロボット用プログラムコントローラ	XSEL 株式会社 アイエイアイ 203
ロボット:	HX165,	制御機	:	HI4制御機	 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 204
Hi5	Robot	Controller HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 204
カワサキロボットZシリ−ズ、Fシリ−ズ	、BXシリ−ズ	産業用ロボット 川崎重工業 株式会社 205
｢HIGH	SPEED＆COMPACT｣産業用デンソーロボット 株式会社 デンソーウェーブ 205
RC8	(	Robot	Controller	Development	Code	No.8	) 株式会社 デンソーウェーブ 206
HNC-96	シリーズ	ロボットコントローラ 平田機工 株式会社 206
21世紀の工場の知能化・ロボット化・ネットワーク化FANUC	Robot	i	series ファナック 株式会社 207
RP，RV-A，RH-A，RV-T	シリーズ産業用ロボット 三菱電機株式会社 207
用途最適化産業用ロボット「MOTOMAN(モートマン)」 株式会社 安川電機 208
ERCX/DRCXシリーズ	ロボットコントローラ ヤマハ発動機 株式会社 208
RCX222	/RCX221ヤマハロボット用コントローラ ヤマハ発動機 株式会社 209
RCX240ヤマハロボット用コントローラ ヤマハ発動機 株式会社 209
SR1-P/SR1-X	ヤマハロボット用コントローラ ヤマハ発動機 株式会社 210
TS-S/TS-X/TS-P	ヤマハロボットポジショナ ヤマハ発動機 株式会社 210
ヤマハロボットコントローラ	RCX340 ヤマハ発動機 株式会社 211
UNI-ROBOシリーズ	産業用ロボット アスカ  株式会社 211
電動アクチュエータ用コントローラ	ECR CKD 株式会社 212
ロボットコントローラ用CC-Linkインタフェース	DSQC	378 ABB AS, ROBOTICS 212

バーコード・
ID

CC-Link対応RFIDリーダ／ライタ	TCPRO-RFRW 株式会社 立花エレテック 213
RFIDプロトコルコンバータ	TCPRO-RFCV 株式会社 立花エレテック 213
BIS	V-6111-073-Cxxx Balluff GmbH 214
IDシステムコントロールユニット／ローコストタグver.	BIS	M-689-001 株式会社ビー・アンド・プラス 215
IDシステムコントロールユニット／ローコストタグver.	BIS	M-689-002 株式会社ビー・アンド・プラス 215
RFIDシステム	IDコントローラ／Z4-C001 株式会社ビー・アンド・プラス 216
RFIDシステム	IDコントローラ／Z4-C002 株式会社ビー・アンド・プラス 216
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ス
レ
ー
ブ

バーコード・
ID

IDシステムコントロールユニット／高速仕様	BIS	S-404-30-KBT01 株式会社ビー・アンド・プラス 217
IDシステムコントロールユニット／標準仕様	BIS	C-489-1_-KBT02 株式会社ビー・アンド・プラス 217
RFIDシステム	IDコントローラ／S4-C001 株式会社ビー・アンド・プラス 218
RS-232インタフェースユニット	AJ65BT-R2N 三菱電機株式会社 218
中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番：RF-RW101) 三菱電機株式会社 219
中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番：RF-RW103)、大容量タグ対応中距
離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(RF-RW104) 三菱電機株式会社 219

ECL2-V680D1形CC-Link対応RFIDインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 株式会社 220
CC-Link対応ネットワークコントローラ	NX-50CL 株式会社 キーエンス 220
IC-KP2-2HB18-2V1 Pepperl + Fuchs GmbH 221

受配電機器 電力マルチメータ	54UC 株式会社 エム・システム技研 222
電力マルチメータ	54U2 株式会社 エム・システム技研 222
DMR-Pro	ディジタルマルチリレー 株式会社 第一エレクトロニクス 223
SQLC-110L	電子式スーパーマルチメータ 株式会社 第一エレクトロニクス 223
SMLC-110L	電子式最大･最小スーパーマルチメータ 株式会社 第一エレクトロニクス 224
Xシリーズ(電子式マルチメータ) ハカルプラス株式会社 224
SM3000シリーズ	モータコントロール用MCCユニット 富士電機株式会社 225
インバータ直流電源装置	HVSシリーズ 株式会社中央製作所 225
直流電源装置	PMDシリーズ 株式会社中央製作所 226
直流電源装置PMD2シリーズ(ハイエンドモデル) 株式会社中央製作所 226
直流電源装置PME2シリーズ(スタンダードモデル) 株式会社中央製作所 227
エネルギー計測ユニット	EcoMonitorLight	(形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB) 三菱電機株式会社 227
三菱エネルギー計測ユニット	EMU3 三菱電機株式会社 228
エネルギー計測ユニット	EMU3-DP1-C 三菱電機株式会社 228
三菱エネルギー計測ユニット	EcoMonitor	Pro 三菱電機株式会社 229
EMU-C7P4-6-A	三菱多回路電力計測ユニット	EcoMonitor2 三菱電機株式会社 229
ME110NSR-C	三菱電子式マルチ指示計器New-Sシリーズ 三菱電機株式会社 230
三菱電子式マルチ指示計器	ME110Super-Sシリーズ 三菱電機株式会社 230
ME110SR-C	三菱電子式マルチ指示計器	Sシリーズ 三菱電機株式会社 231
三菱MDUブレーカ	計測表示ユニット(MDU)付遮断器 三菱電機株式会社 231
MELPRO-Dシリーズ	高圧・特高用デジタル形保護継電器 三菱電機株式会社 232
LG-5F/LG-10F	三菱集合形漏電監視装置 三菱電機株式会社 232
MITSUBISHI	ELECTRONIC	MULTI-MEASURING	INSTRUMENT	ME96NSR 三菱電機株式会社 233
エネルギー計測ユニット	EcoMonitorPlus	(形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB) 三菱電機株式会社 233
Electronic	Multi-Measuring	Instrument	ME96SSRA-MB,ME96SSHA-MB 三菱電機株式会社 234
漏洩電流計測付マルチ指示計器	ME110NSFL-C 三菱電機株式会社 234
電力調整コントローラ「CC-SSR4」 株式会社 ジェルシステム 235

PC CIFX	50E-CC	-	PCI	Express	card	for	CC-Link-Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 236
CIFX	50-CC	-	PCI	card	for	CC-Link-Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 236
cifX	104-CC¥F	-	PC/104	card	for	CC-Link-Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 237
cifX	104C-CC¥F	-	PCI-104	card	for	CC-Link-Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 237
cifX	90-CC¥F	-	Mini	PCI	card	for	CC-Link-Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 238
cifX	90E-CC¥F	-	Mini	PCI	Express	card	for	CC-Link-Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 238

その他 ミニトップ®(CC-Link用電子アクチュエータ、リニア／ロータリモーションタイプ) 株式会社 エム・システム技研 239
リモートI/O表示灯	IT60RC(積層形表示灯) 株式会社 エム・システム技研 239
リモートI/O表示灯	IT40SRC,	IT50SRC,	IT60SRC(積層形表示灯) 株式会社 エム・システム技研 240
【Handy2000シリーズ】ハンディータイプ	ナットランナ 株式会社 エスティック 240
CC-Link対応リモートハンディ操作盤SROP-MC2 三洋機工 株式会社 241
AFC1500	ナットランナ− 第一電通 株式会社 241
PHASE5/IWC5シリーズ	抵抗溶接制御装置 株式会社 ナ・デックス 242
あつかんサーボコントローラ	PQCS2-SCU2-01201＊ 株式会社TAIYO 242
電動グリッパ 株式会社TAIYO 243
TS-R-IN32M4-CL2 テセラ･テクノロジー株式会社 243
TS-R-IN32M3-CL テセラ･テクノロジー株式会社 244
モーションコントローラ		F-3300/CC 株式会社 メレック 244
高速カウンタユニット	ネジ端子台タイプ	AJ65BT-D62	AJ65BT-D62D	AJ65BT-D62D-S1 三菱電機株式会社 245
LE-10WTA-CCL 三菱電機株式会社 245
ネットワークオプション	LE7-CCL 三菱電機株式会社 246
CNC-C00：SPEEDIO・S300X1/S500X1/S700X1/S1000X1・M140X1・R450X1 ブラザー工業 株式会社 246
小型・高分解能直流安定化電源	P4Lシリーズ 松定プレシジョン株式会社 247
超低ノイズ直流可変電源	P4LTシリーズ 松定プレシジョン株式会社 247
ハイパワーデスクトップ型直流電源	PKシリーズ 松定プレシジョン株式会社 248
超音波ウェルダー	SONOPET	Dシリーズ 精電舎電子工業 株式会社 248
直流電源装置	APSシリーズ 株式会社 千代田エレクトロニクス 249
MR-545	CC-LINK	CHEMICAL	IO	BOARD METIS CO., LTD. 249
0x4D(真空バルブ)／612シリーズ	バタフライ・コントロール・バルブ VAT Vakuumventile AG 250
FSC-110	開閉器制御ユニット 株式会社 第一エレクトロニクス 250

周
辺
機
器

ケーブル・
コネクタ

1348A Belden Electronics Division 251
1349A Belden Electronics Division 251
CC-Link	Cable	[KICC-110SB-M] KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO., LTD. 252
CC-Link	Cable	[KICC-110SB-F] KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO., LTD. 252
Dura&Flex-FCC	FEV-AMESB(固定用)/	Dura&Flex-MCC	FEV-AMESB(可動用) TAIHAN ELECTRIC WIRE CO., LTD. 253
L45467-Y19-C15 Leoni Special Cables Friesoythe GmbH & Co.KG 253
24VDC	電源内蔵DataCELL	FIELD	CC-Linkケーブル	部品番号FPLTC185C-002 Northwire,Inc. 254
DataCELL	FIELD	CC-Linkケーブル	部品番号FPLTC203-005 Northwire,Inc. 254
CC-Link	対応	M12	防水コネクター 株式会社 コーレンス 255
LAPP	KABEL(ラップケーブル)ユニトロニクバス	CC U.I. Lapp GmbH 255
製品番号	2170360	UNITRONIC®	BUS	CC U.I. Lapp GmbH 256
製品番号	2170370	UNITRONIC®	BUS	CC	FD	P	FRNC U.I. Lapp GmbH 256
BUS	M12	connector	male	22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH U.I. Lapp GmbH 257
BUS	M12	connector	female	22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH U.I. Lapp GmbH 257
CC-Link	Fixed	cable	CCLK-110SB-S MYUNGBO CABLE CO.,LTD. 258
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周
辺
機
器

ケーブル・
コネクタ

α	3/TDCC	3X20AWG	CC-Link	Ver.1.10可動部用ケーブル 太陽ケーブルテック 株式会社 258
BCC	M415-0000-1A-068-VS24N7-xxx Balluff GmbH 259
BCC	M415-0000-2A-068-VS24N7-xxx Balluff GmbH 259
BCC	M415-0000-2A-R03 Balluff GmbH 260
BCC	M415-M414-3A-337-VS24N7-xxx Balluff GmbH 260
チェーンフレックスCFBUS.035	CC-Link	ver.1.10対応	可動ケーブル イグス 株式会社 261
CC-Link	Ver.1.10	対応標準ケーブル 3M Korea Ltd. 261
FANC-110SBHシリーズ	20AWG×3	CC-Link	Ver.1.10対応ケーブル 倉茂電工 株式会社 262
FANC-110SBZ-5	0.5mm2×3	CC-Link	Ver.1.10対応	可動部用ケーブル 倉茂電工 株式会社 262
FANC-SBシリーズ	0.5mm2×3	CC-Link専用ケーブル 倉茂電工 株式会社 263
NFPA70/NFPA79対応	CC-Link	Ver.1.10対応ケーブル	FANC-110SBH/CM 倉茂電工 株式会社 263
CC-Link可動部用低摩擦性ケーブル	OHFR-CC110-3	0.5SQX3C タツタ電線株式会社 264
可動部用低摩擦性CC-Linkケーブル		EM-CU-CC110-3	0．5SQ	X	3C タツタ電線株式会社 264
環境配慮型可動部用CC-Linkケーブル		EM-CO-CC110-3	0．5SQ	X	3C タツタ電線株式会社 265
CM-110-5	CC-Link可動用ケーブル	−Ver1.10対応− 大電 株式会社 265
CS-110	CC-Link	固定用ケーブル	−Ver.1.10対応− 大電 株式会社 266
CS-110(PW)	CC-Link電源線内蔵固定用ケーブル	−Ver.1.10対応− 大電 株式会社 266
C-NET-M110 EAST WEST ELECTRIC WIRE CO.,LTD. 267
C-NET-S110 EAST WEST ELECTRIC WIRE CO.,LTD. 267
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	DMC	1,5/	5-G1-3,5	P20THR	AU	(設定中) フエニックス・コンタクト株式会社 268
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	DMC	1,5/	5-G1F-3,5-LR	P20THR	AU	(設定中) フエニックス・コンタクト株式会社 268
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	DMCV	1,5/	5-G1-3,5	P20THR	AU	(設定中) フエニックス・コンタクト株式会社 269
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	DMCV	1,5/	5-G1F-3,5-LR	P20THR	AU	(設定中) フエニックス・コンタクト株式会社 269
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU	(1752360) フエニックス・コンタクト株式会社 270
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU	(1876631) フエニックス・コンタクト株式会社 270
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU	(1748222) フエニックス・コンタクト株式会社 271
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU	(1748837) フエニックス・コンタクト株式会社 271
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AU	(1806737) フエニックス・コンタクト株式会社 272
CC-Link対応	基板用コネクタ・ソケット	MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AU	(1746059) フエニックス・コンタクト株式会社 272
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	DFMC	1,5/	5-ST-3,5	AU	(設定中) フエニックス・コンタクト株式会社 273
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	DFMC	1,5/	5-STF-3,5	AU	(設定中) フエニックス・コンタクト株式会社 273
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	FKC	2,5/	5-ST-5,08	AU	(1967919) フエニックス・コンタクト株式会社 274
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	FKC	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1945672) フエニックス・コンタクト株式会社 274
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	FKCT	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1966907) フエニックス・コンタクト株式会社 275
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	MSTB	2,5/	5-ST-5,08	AU	(1752399) フエニックス・コンタクト株式会社 275
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	MSTB	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1876628) フエニックス・コンタクト株式会社 276
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	MVSTBR	2,5/	5-ST-5,08	AU	(1783928) フエニックス・コンタクト株式会社 276
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	MVSTBR	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1916902) フエニックス・コンタクト株式会社 277
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	MVSTBW	2,5/	5-ST-5,08	AU	(1810286) フエニックス・コンタクト株式会社 277
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	MVSTBW	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1908253) フエニックス・コンタクト株式会社 278
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	TFKC	2,5/	5-ST-5,08	AU	(1965461) フエニックス・コンタクト株式会社 278
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	TFKC	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1962590) フエニックス・コンタクト株式会社 279
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	TMSTBP	2,5/	5-ST-5,08	AU	(1877973) フエニックス・コンタクト株式会社 279
CC-Link対応	基板用コネクタ・プラグ	TMSTBP	2,5/	5-STF-5,08	AU	(1908732) フエニックス・コンタクト株式会社 280
CC-Link対応	M12コネクタ	SAC/SACCシリーズ フエニックス・コンタクト株式会社 280
Ver.	1.10対応CC-Link専用ケーブル(固定部用、高可動部用、可動部用、電源線内蔵型) 三菱電機システムサービス 株式会社 281
Ver.	1.10対応CC-Link専用ケーブル(エコケーブル、屋外配管固定部用、低温固定部用) 三菱電機システムサービス 株式会社 281
CC-Link専用ケーブル、端末加工ケーブル、端末加工部品セット 三菱電機エンジニアリング 株式会社 282
RIV-S050C03S-7	CC-Link	Ver.1.10対応ケーブル(高可動部用) 吉野川電線 株式会社 282
CC-Link	Cable	ver.	1.10	(ROPLEV-ESB) LS Cable&system Ltd. 283
ver.	1.10対応CC-Link専用ケーブル(PLFEV-AMESB) LS Cable&system Ltd. 283
100ZCLK-SB-20AWB×3C 昭和電線ケーブルシステム株式会社 284
110Ω系CC-Linkケーブル110ZCLK-SB-20AWG×3C	ケーブル 昭和電線ケーブルシステム株式会社 284
CC-LINK	V1.10-F	3C×20AWG NINGBO RONGHE WIRE & CABLE  CO.,LTD. 285
CC-LINK	V1.10-S	3C×20AWG NINGBO RONGHE WIRE & CABLE  CO.,LTD. 285
CC-Link	Ver．1．10対応	可動部用ケーブル	EM	CCNC-SB110SF-5／ F JMACS 株式会社 286
CCNC-SB110H	＋	PW JMACS 株式会社 286
CCNC-SB110H	CC-Link	Ver.1.10対応専用ケーブル JMACS 株式会社 287
CCNC-SB110SF-5	CC-Link	Ver.1.10対応	可動部用ケーブル JMACS 株式会社 287
CCNC-SBシリーズ	CC-Link専用ケーブル	−Ver1.00対応− JMACS 株式会社 288
CC	Link	Bus	800497 HELUKABEL GmbH 288

周辺ソフト
ウェア

MELSEC	OPC	Server 株式会社たけびし 289
デバイスエクスプローラ	OPCサーバー (DXPENT) 株式会社たけびし 289
MELSEC	ボード対応	DAサーバー (Q8BDAS) 株式会社たけびし 290
MELSECインターフェースボード対応I/O	Server 株式会社たけびし 290
GX	Developer	SW□D5C-GPPW	MELSEC	プログラミングソフト 三菱電機株式会社 291
GX	Works2	SW1DNC-GXW2-J 三菱電機株式会社 291
MP1-DAQ	三菱汎用シーケンサMELSEC対応データ収集	パソコンソフトウエアパッケージ 三菱電機メカトロニクスソフトウエア 株式会社 292

ツール CC-Link対応EHLT02形ハンディラインテスタ 三菱電機エンジニアリング 株式会社 293
配線用パーツ CC-Link対応スリップリング	【バウムカプラⓇ】	3TEΦ17-8P-CC エヌエスディ 株式会社 294

バウムカプラ3TA,	3TBシリーズ(CC-Link対応スリップリング) エヌエスディ 株式会社 294
通信・制御用スリップリング	SRP-CL4H 遠藤工業株式会社 295
通信・制御用スリップリング	SRP-CL4HP 遠藤工業株式会社 295
通信・制御用スリップリング	SRP-CL4 遠藤工業株式会社 296
KEC-U229-7A	基板実装用7P端子台 株式会社 北澤電機製作所 296
KEC-NS0604	基板実装用4P端子台 株式会社 北澤電機製作所 297
KEC-NS0707	基板実装用7P端子台 株式会社 北澤電機製作所 297
リピータT分岐ユニット	AJ65SBT-RPT 三菱電機株式会社 298
リピータハブユニット	スプリングクランプ端子台タイプ	AJ65BTS-RPH 三菱電機株式会社 298
リピータハブユニット	薄形防水タイプ	AJ65FBTA-RPH 三菱電機株式会社 299
光リピータユニット	AJ65SBT-RPS	AJ65SBT-RPG 三菱電機株式会社 299
FA-TK72	簡易形T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング 株式会社 300
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製品分類 製品名 会社名 掲載頁
周
辺
機
器

配線用パーツ ワンタッチ式変換ユニット	FA-CB* 三菱電機エンジニアリング 株式会社 300
端子台式変換ユニット	FA-TB* 三菱電機エンジニアリング 株式会社 301
防水形T分岐ユニット、各種防水コネクタ、防水コネクタ付ケーブル 三菱電機エンジニアリング 株式会社 301
CC-LINK対応スリップリング	NS1101 日電商工株式会社 302
CC-LINK対応スリップリング	NS1102 日電商工株式会社 302
CC-Link用避雷器	MDW5-CC 株式会社 エム・システム技研 303
ロータリーリンクコネクタⓇ	RLC-3-55-CL	(CC-Link対応非接触回転コネクタ) 中部日本マルコ 株式会社 303
SRC-CC7P	CC-Link対応スリップリングシステム 協栄電機 株式会社 304

機器組込み
パーツ

Anybus	CompactCom	B40	CC-Link	(AB6672) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 305
Anybus-CompactCom	CC-Linkプラグインモジュール HMSインダストリアルネットワークス株式会社 305
CC-Linkモジュール用Anybus	CompactCom	AB6311(ハウジングなし) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 306
Anybus	CompactCom	M40	CC-Link	(AB6602ハウジング付	/	AB6702ハウジング無) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 306
ABS-CCL	AnyBus-S	CC-Linkスレーブモジュール HMSインダストリアルネットワークス株式会社 307
Anybus-CompactCom	CC-Linkプラグインモジュール HMS Industrial Networks AB 307
ABS-CCL	AnyBus-S	CC-Linkスレーブモジュール HMS Industrial Networks AB 308
comX	10CA-CCS	-	Communication	Module	for	CC-Link	Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 308
NJ	10D-CCS	-	Exchangeable	IP40	Module	for	CC-Link	Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 309
NRP	10-CCS	-	Chip	carrier	for	CC-Link	Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 309
NIC	10-CCS	-	DIL-32	communication	IC	for	CC-Link	Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 310
comX	10CN-CCS	-	Communication	Module	for	CC-Link	Slave Hilscher GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社） 310
R-IN32M3シリーズ	CC-Link対応通信LSI ルネサスエレクトロニクス株式会社 311
Autobus-CCS Adullam Tech. 311
Q50BD-CCV2形インタフェースボード 三菱電機株式会社 312
組込み形I/Oモジュール	AJ65MBTL1N-□ 三菱電機株式会社 312
MFP1N	MFP2N	MFP3N	CC-Link専用通信LSI 三菱電機株式会社 313

対応製品分類別　INDEX	
製品分類 製品名 会社名 掲載頁

マ
ス
タ

PLC FX2N-64CL-M形	マスタブロック 三菱電機株式会社 314
FX3UC-32MT-LT(-2)形	マイクロシーケンサ 三菱電機株式会社 314
MELSEC-Lシリーズ	CC-Link/LTマスタユニット	LJ61CL12 三菱電機株式会社 315
MELSEC-Qシリーズ	CC-Link/LTマスタユニット	QJ61CL12 三菱電機株式会社 315
CC-Link-CC-Link/LT	ブリッジユニット	AJ65SBT-CLB 三菱電機株式会社 316

ス
レ
ー
ブ

デジタルI/O リモートI/Oユニット	MILコネクタタイプ	CL□-□M□ 三菱電機株式会社 317
リモートI/Oユニット	ケーブルタイプ	CL□-□D□ 三菱電機株式会社 317
リモートI/Oユニット	スプリングクランプ端子台タイプ	CL□-□S□ 三菱電機株式会社 318
リモートI/Oユニット	センサコネクタタイプ(e-CON)	CL□-□C□ 三菱電機株式会社 318
リモートI/Oユニット	ネジ端子台タイプ	CL□-□B□ 三菱電機株式会社 319

アナログI/O アナログ−デジタル変換ユニット	ネジ端子台タイプ	CL2AD4-B 三菱電機株式会社 320
デジタル−アナログ変換ユニット	ネジ端子台タイプ	CL2DA2-B 三菱電機株式会社 320

センサ・エンコーダ CC-Link/LT	ピッキングターミナル	ALT27XB-02G-P 株式会社 エニイワイヤ 321
周
辺
機
器

ケーブル・
コネクタ

FANC-Z/LT	4×0.75mm2	CC-Link/LT対応可動部用ケーブル 倉茂電工 株式会社 322
CM/LT(2586)	CC-Link/LT対応可動部用ケーブル 大電 株式会社 322
CC-Link/LT専用フラットケーブル	CL9-FL4-18 三菱電機システムサービス 株式会社 323
CC-Link/LT専用可動ケーブル	CL9-MV4-075 三菱電機システムサービス 株式会社 323
VCTFケーブル，可動ケーブル接続用コネクタ	CL9-CNR-23	CL9-CNR-20 三菱電機システムサービス 株式会社 324
フラットケーブル接続用コネクタ	CL9-CNF-18 三菱電機システムサービス 株式会社 324
オープンセンサコネクタ(e-CON)ENC-A*	ENC-M* 三菱電機システムサービス 株式会社 325
CRFV-A075C04-LT	CC-Link/LT専用可動部用ケーブル 吉野川電線 株式会社 325

電源 CL1PSU-2A形	CC-Link/LT専用電源 三菱電機株式会社 326
CL1PAD1形電源アダプタ 三菱電機株式会社 326
PS2C形	CC-Link/LTスイッチングパワーサプライ IDEC 株式会社 327

ツール CC-Link/LT対応	EHLT01形ハンディラインテスタ 三菱電機エンジニアリング 株式会社 328
配線用パーツ 終端抵抗	CL9-TERM 三菱電機システムサービス 株式会社 329
機器組込みパーツ CC-Link/LT専用通信LSI 三菱電機株式会社 330

対応製品分類別　INDEX	
製品分類 製品名 会社名 掲載頁

マ
ス
タ

PLC CC-Link	Safety	マスタユニット	QS0J61BT12 三菱電機株式会社 331

ス
レ
ー
ブ

デジタルI/O CC-Link	Safety	リモートI/Oユニット	QS0J65BTS2-4T 三菱電機株式会社 332
CC-Link	Safety	リモートI/Oユニット	QS0J65BTS2-8D 三菱電機株式会社 332
CC-Link	Safety	リモートI/Oユニット	QS0J65BTB2-12DT 三菱電機株式会社 333
SF-CL1T264T パナソニック デバイスSUNX株式会社 333

対応製品分類別　INDEX	
製品分類 製品名 会社名 掲載頁

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

PLC MELSEC-Qシリーズ	CC-Link	IEコントローラネットワークユニット	QJ71GP21-SX 三菱電機株式会社 334
MELSEC-Qシリーズ	CC-Link	IEコントローラネットワークユニット	外部電源供給機能付	QJ71GP21S-SX 三菱電機株式会社 334
MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Link	IEコントローラネットワークユニット	RJ71GP21-SX 三菱電機株式会社 335
マルチネットワーク対応Ethernetユニット	RJ71EN71 三菱電機株式会社 335
MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Link	IE内蔵CPUユニット	R□ENCPU 三菱電機株式会社 336
CC-Link	IEコントローラネットワークユニット	RJ71GP21S-SX 三菱電機株式会社 336

PC・他 CC-Link	IEコントローラネットワークインタフェースボード	Q80BD-J71GP21-SX	Q80BD-J71GP21S-SX 三菱電機株式会社 337

対応製品分類別　INDEX	
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製品分類 製品名 会社名 掲載頁
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

PC・他 CC-Link	IEコントローラネットワークインタフェースボード	Q81BD-J71GP21-SX	Q81BD-J71GP21S-SX 三菱電機株式会社 337
CompactPCI対応CC-Link	IEコントローラネットワークインタフェースボード 三菱電機エンジニアリング 株式会社 338

表示器 GOT1000用CC-Link	IEコントローラネットワーク通信ユニット	GT15-J71GP23-SX 三菱電機株式会社 339
ケーブル・
コネクタ

光ケーブル	GI(50/125)2心高強度タイプ	CCNC-IEC/HSB JMACS 株式会社 340
光ケーブル	GI(50/125)2心	標準タイプ	CCNC-IEC/AW JMACS 株式会社 340
FSDK-G50+WLCP+WLCP-□W 冨士電線株式会社 341
FSTK-G50-02-V+WLCP+WLCP-□W 冨士電線株式会社 341
CC-Link	IE	コントローラネットワーク対応	UL認定光ファイバケーブル	QG-BU 三菱電機システムサービス 株式会社 342
CC-Link	IE	コントローラネットワーク対応	可動部用光ファイバケーブル		QG-VCT 三菱電機システムサービス 株式会社 342
QG-AW,	B,	C,	DL	CC-Link	IE	コントローラネットワーク対応	光ファイバケーブル
(盤内用、屋内用、屋外用、屋外補強型) 三菱電機システムサービス 株式会社 343

AC302893ファイバー光パッチ・コード：Duplex	Zip	2.0mm	LCD/PC-LCD/PC、2f、OM2	低損失、2m、ライザー Belden Electronics Division 343
CC-Link	IE	Control対応2心光ファイバコード 日本製線 株式会社 344

PWF-QG-G50-2C-B Shanghai Powerful Automation 
Technology Development Co., Ltd 344

CC-Link	IEコントローラネットワーク対応	光ファイバケーブル(GI	G50/125タイプ)	DFC-QGシリーズ ダイヤトレンド株式会社 345
中継アダプタ	DFC-DLC-ADP ダイヤトレンド株式会社 345
CC-Link	IE	Control用光ファイバコード 岡野電線 株式会社 346
CC-Link	IE	Control用耐側圧光ファイバケーブル 岡野電線 株式会社 346
Optical	Fiber	Cable	FL-MT0303D	series Long Yang Enterprise Co., Ltd. 347

周辺ソフト
ウェア

CC-Link	IE	コントローラネットワーク	オブジェクト開発 三菱電機株式会社 348
GX	Works2	SW1DNC-GXW2-J 三菱電機株式会社 348
CC-Link	IE	コントローラネットワーク	無停止型サーバー	ftServer 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 349

ツール CertiFiber	Pro	マルチモード光損失測定キット 株式会社 TFF フルークネットワークス 350
FTK1300マルチモード光損失測定拡張キット 株式会社 TFF フルークネットワークス 350

配線用パーツ CC-Link	IE	コントローラネットワーク対応	光メディアコンバータ		DMC-1000SL-DC 三菱電機システムサービス 株式会社 351
CC-Link	IE	コントローラネットワーク対応接続ターミナル	SC-ECT-P3 三菱電機システムサービス 株式会社 351

対応製品分類別　INDEX	
製品分類 製品名 会社名 掲載頁

フ
ィ
ー
ル
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

PLC MELSEC-QSシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク	マスタ・ローカルユニット	QS0J71GF11-T2 三菱電機株式会社 352
MELSEC-Qシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク	マスタ・ローカルユニット	QJ71GF11-T2 三菱電機株式会社 352
MELSEC-Lシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク	マスタ・ローカルユニット	LJ71GF11-T2 三菱電機株式会社 353
MELSEC	iQ-Rシリーズ	マルチネットワーク対応Ethernetユニット	RJ71EN71 三菱電機株式会社 353
MELSEC-Qシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット	QD77GF16 三菱電機株式会社 354
MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Link	IE内蔵CPUユニット	R□ENCPU 三菱電機株式会社 354

PC・他 インタフェースボード	Q80BD-J71GF11-T2,	Q81BD-J71GF11-T2 三菱電機株式会社 355
CC-Link	IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボードMR-EM340GF 三菱電機株式会社 355
MELIPC	MI5000シリーズ	MI5122-VW 三菱電機株式会社 356

PLC MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク	マスタ・ローカルユニット	RJ71GF11-T2 三菱電機株式会社 357
MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット	RD77GF 三菱電機株式会社 357
MELSEC	iQ-Fシリーズ	CC-Link	IE	フィールドネットワーク	インテリジェントデバイス局ユニット	FX5-CCLIEF 三菱電機株式会社 358
MELSEC	iQ-Rシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワークヘッドユニット	RJ72GF15-T2 三菱電機株式会社 358
MELSEC-Lシリーズ	CC-Link	IEフィールドネットワーク	ヘッドユニット	LJ72GF15-T2 三菱電機株式会社 359
KV-7000シリーズ用	Ethernetユニット	KV-XLE02 株式会社 キーエンス 359

デジタルI/O BNI	CIE-104-105-Z015 Balluff GmbH 360
BNI	CIE-106-105-Z015 Balluff GmbH 360
BNI	CIE-302-105-Z015 Balluff GmbH 361
BNI	CIE-311-105-Z015 Balluff GmbH 361
CC-Link	IE	Field対応通信ユニット	HGシリーズ用	SC-HG1-CEF パナソニック デバイスSUNX株式会社 362
CC-Link	IE	Field対応通信ユニット	SC-GU3-04 パナソニック デバイスSUNX株式会社 362
CC-Link	IE	Field対応IO-Linkマスタユニット	SC-LG2-CEF-P パナソニック デバイスSUNX株式会社 363
防水・防塵タイプ(IP67)リモートI/Oユニット	NZ2GF12A□-□ 三菱電機株式会社 363
リモートI/Oユニット	MILコネクタタイプ	NZ2GFCM□-□ 三菱電機株式会社 364
リモートI/Oユニット	センサコネクタ(e-CON)タイプ	NZ2GFCE□-□ 三菱電機株式会社 364
リモートI/Oユニット	端子台タイプ	NZ2GF2B□-□ 三菱電機株式会社 365
リモートI/Oユニット	スプリングクランプ端子台タイプ	NZ2GF2S□-□ 三菱電機株式会社 365
リモートI/Oユニット	FCNコネクタタイプ	NZ2GFCF□-□ 三菱電機株式会社 366
安全機能付きリモートI/Oユニット	NZ2GFSS2-32D 三菱電機株式会社 366
MT99DK7-IEF-DIO METIS CO., LTD. 367
IRDM-CFN サンテスト 株式会社 367

アナログI/O アナログユニット	NZ2GF2BN-60AD4	NZ2GF2BN-60DA4	 三菱電機株式会社 368
温度調節ユニット	NZ2GF2B-60TCTT4,	NZ2GF2B-60TCRT4 三菱電機株式会社 368
アナログ出力ユニット	センサコネクタ(e-CON)タイプ	NZ2GFCE-60DAV8、NZ2GFCE-60DAI8 三菱電機株式会社 369
アナログ入力ユニット	センサコネクタ(e-CON)タイプ	NZ2GFCE-60ADV8、NZ2GFCE-60ADI8 三菱電機株式会社 369
マルチ入力(電圧/電流/温度)ユニット	NZ2GF2S-60MD4 三菱電機株式会社 370
小形多点数、組合せ自由形リモートI/O	R30シリーズ 株式会社 エム・システム技研 370
多チャネル組合せ自由形リモートI/O	R3	シリーズ	R3-NCIE1 株式会社 エム・システム技研 371

表示器 GOT1000シリーズ用CC-Link	IEフィールドネットワーク通信ユニット	GT15-J71GF13-T2 三菱電機株式会社 372
センサ・エンコーダ ネットワークアブソセンサTAS2021 多摩川精機 株式会社 373
ゲートウェイ Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field HMS Industrial Networks AB 374

Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	CANopen	(AB7963) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 374
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	DeviceNet	(AB7955) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 375
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	DeviceNet	(AB7960) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 375
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	EtherCAT	(AB7961) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 376
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	EtherNet/IP	(AB7956) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 376
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	EtherNet/IP	(AB7957) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 377
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	Modbus	RTU	(AB7964) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 377
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	Modbus-TCP	(AB7958) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 378

対応製品分類別　INDEX	
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ゲートウェイ Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	PROFIBUS	(AB7953) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 378
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	PROFIBUS	(AB7959) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 379
Anybus	X-gateway	CC-Link	IE	Field	-	PROFINET	IO	(AB7954) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 379
BNI	CIE-508-105-Z015 Balluff GmbH 380
BNI	CIE-518-105-Z015 Balluff GmbH 380
CC-Link	IEフィールドネットワーク-AnywireASLINKブリッジユニット	NZ2AW1GFAL 三菱電機株式会社 381
CC-Link	IEフィールドネットワーク−CC-Linkブリッジユニット	NZ2GF-CCB 三菱電機株式会社 381
Ethernetアダプタユニット	NZ2GF-ETB 三菱電機株式会社 382
ECLEF-NV1G形ゲートウェイユニット 三菱電機エンジニアリング 株式会社 382
Cisco®	Industrial	Ethernet(IE)4010	シリーズ	スイッチ Cisco Systems 383
Cisco®	Industrial	Ethernet(IE)5000	シリーズ	スイッチ Cisco Systems 383
Cisco	Industrial	Ethernet	4000	シリーズ	スイッチ Cisco Systems 384
MT99DK8-IEF-Gateway METIS CO., LTD. 384

インバータ・
サーボ類

CC-Link	IE	フィールドネットワーク	インターフェースユニット	MR-J3-T10 三菱電機株式会社 385
三菱汎用インバータ	FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NCE) 三菱電機株式会社 385
三菱汎用インバータ	FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NCE) 三菱電機株式会社 386
三菱汎用インバータ	FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NCE) 三菱電機株式会社 386
CC-Link	IE	フィールドネットワーク	サーボアンプ	MR-J4-GF 三菱電機株式会社 387
MELSERVO-J4シリーズ	モーション対応CC-Link	IEフィールドネットワークサーボ
アンプ	MR-J4-B-RJ010 三菱電機株式会社 387

三菱汎用インバータ	FREQROL-A700シリーズ	(CC-Link	IE	Fieldネットワーク対
応にはオプションFR-A7NCEが必要です。) 三菱電機株式会社 388

汎用インバータFREQROL-A700シリーズ用CC-Link	IEフィールドネットワーク対応
内蔵オプション	FR-A7NCE 三菱電機株式会社 388

汎用インバータFREQROL-F700Pシリーズ用CC-Link	IEフィールドネットワーク対
応内蔵オプション	FR-F7NCE 三菱電機株式会社 389

ロボット FANUC	Robot	Series	R-30iB/R30iB	Mate	A05B-26XX-BYYY ファナック 株式会社 390
Hi5a	Robot	Controller HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD 390
ロボットコントローラ	YRC1000 株式会社 安川電機 391
N1	Controller Robostar Co., Ltd 391
RCS-8000C(Small),	RCS-8000C(Middle) Robostar Co., Ltd 392

バーコード・ID ECLEF-V680D2形CC-Link	IEフィールドネットワーク対応RFIDインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 株式会社 393
受配電機器 G3	CC-Link	IE	Field™	Communications	Module	(node)	 Emerson Industrial Automation - ASCO 394
その他 特小無線ブリッジユニット 三菱電機株式会社 395

高速カウンタユニット	NZ2GFCF-D62PD2 三菱電機株式会社 395
TS-R-IN32M4-CL2 テセラ･テクノロジー株式会社 396
TS-R-IN32M3-CL テセラ･テクノロジー株式会社 396

PLC アンマネージド産業用ギガビット＆SFP対応イーサネットスイッチングハブ	EKI-5729F/5726F アドバンテック株式会社 397
アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ	EKI-3725/3728 アドバンテック株式会社 397
アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ	EKI-5725/5728/5726 アドバンテック株式会社 398

表示器 GP-Pro	EX	三菱電機(株)iQ-R/Fイーサネットドライバ シュナイダーエレクトリックホール
ディングス株式会社 399

センサ・
エンコーダ

FAG	SmartCheck FAG Industrial Service GmbH 400
In-Sight	5000	Vision	Systems Cognex Corporation 400
In-Sight	Micro	Vision	Systems Cognex Corporation 401

ゲートウェイ マルチプロトコルEthernet	ゲートウェイ	ETH-1000 Industrial Control Communications, Inc 402
周辺ソフト
ウェア

MELSEC	Ethernet	DAサーバー	(型式：QE71DAS) 株式会社たけびし 403
デバイスエクスプローラ	OPCサーバー		(型式：DXPENT) 株式会社たけびし 403

その他 三菱データ収集アナライザ	MELQIC	IU2シリーズ	IU2-3M10/IU2-3M10L 三菱電機株式会社 404
データアクイジションシステム	GM	SMARTDAC+	シリーズ	GM10	データ収集モ
ジュール	GM90MB	モジュールベース	GM90PS	電源モジュール 横河電機 株式会社 405

ペーパレスレコーダ	(パネルマウントタイプ)	SMARTDAC+	シリーズ	GX10,	GX20 横河電機 株式会社 406
ペーパレスレコーダ	(ポータブルタイプ)	SMARTDAC+	シリーズ	GP10,	GP20 横河電機 株式会社 407
リモートグラフィックパネル	RGP30 株式会社 エム・システム技研 408

伝送装置 WEBロガー2	DL30 株式会社 エム・システム技研 409
ケーブル・
コネクタ

FANC-IEF-SB		24AWG×4P	(固定部用タイプ) 倉茂電工 株式会社 410
FANC-IEF-P		25AWG×4P	(固定部用タイプ) 倉茂電工 株式会社 410
FANC-IEF-Z		26AWG×4P	(可動部用タイプ) 倉茂電工 株式会社 411
HELUKABEL	801197	Cat7e	S/FTP	4x2xAWG23/1	PUR HELUKABEL GmbH 411
HELUKABEL	803693	Cat6A	S/FTP	4x2xAWG22/1	PVC HELUKABEL GmbH 412
HELUKABEL	805614	Cat7	SF/FTP	4x2xAWG24/7	PUR HELUKABEL GmbH 412
HELUKABEL	80810	Cat7e	S/FTP	4x2xAWG23/1	FRNC HELUKABEL GmbH 413
HELUKABEL	81610	Cat	5e	SF/UTP	4x2xAWG24/1	PVC HELUKABEL GmbH 413
CS-IE	AWG24×4P	CC-Link	IE	Field固定用ケーブル(標準タイプ) 大電 株式会社 414
CS-IE-S	AWG25×4P	CC-Link	IE	Field固定用ケーブル(柔軟タイプ) 大電 株式会社 414
RM-CAT5e(20276)	AWG26×4P、CM-IE	AWG26×4P	CC-Link	IE	Field可動用ケーブル 大電 株式会社 415
CM-IE	CC-Link	IE	Field可動用ケーブル 大電 株式会社 415
CS-IE		CC-Link	IE	Field固定用ケーブル(標準タイプ) 大電 株式会社 416
CS-IE-S		CC-Link	IE	Field固定用ケーブル(柔軟タイプ) 大電 株式会社 416
1417359	VS-OE-OE-94F/... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 417
1418853	VS-08-RJ45-10G/C Phoenix Contact GmbH & Co. KG 417
NBC-MSX/...	SCO Phoenix Contact GmbH & Co. KG 418
1408644	NBC-MSX-MSX	SCO-10G/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 418
1408645	NBC-MSX-R4QC	SCO-10G/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 419
1408646	NBC-MSX-R4RC	SCO-10G/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 419
1408647	NBC-MSX-R4AC	SCO-10G/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 420
1408648	NBC-MSX	SCO-10G/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 420
1411853	NBC-R4AC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 421
1411854	NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 421
1411855	NBC-R4AC-R4RC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 422
1411856	NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 422
1414321	NBC-R4AC-R4MC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 423
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1414322	NBC-R4MC-R4MC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 423
1414323	NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 424
1414324	NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 424
1415637	NBC-R4RC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 425
1415638	NBC-R4QC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 425
1415639	NBC-R4MC-IE8A/.../... Phoenix Contact GmbH & Co. KG 426
RIV-S011P04S-IE	CC-LinkIE対応ケーブル(高可動部用) 吉野川電線 株式会社 426
DataTuff	Cat5e産業イーサネット対応CC-Link	IEフィールド用ケーブル	(7939A) Belden Electronics Division 427
DataTuff	Cat5e産業イーサネット対応CC-Link	IEフィールド用ケーブル(7953A) Belden Electronics Division 427
データTuff		Cat5e産業イーサネット対応CC-Link	IEフィールドネットワーク用	ケーブル(7921A) Belden Electronics Division 428
データTuff	Cat5e産業イーサネット対応CC-Link	IEフィールド用ケーブル	(7929A) Belden Electronics Division 428
産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-24 JMACS 株式会社 429
産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-26 JMACS 株式会社 429
ロボット／可動部	産業用イーサネットケーブル	RX-IETP-SB JMACS 株式会社 430
SF/UTP	Category	5E	4-Pair	Cable	Fixed	(SFP-E-C5G-E1ZN-X	0.5X004P/GY) LS Cable&system Ltd. 430
SF/UTP	Category	5E	4-Pair	Cable	Flexible	(SFP-E-C5G-E1ZP-X	0.5X004P/GY(LS	SIMPLE)) LS Cable&system Ltd. 431
FAFX-5E25SLAB 太陽ケーブルテック 株式会社 431
Industrial	RJ45	IDC	Connector	#490128	 Lutze Inc. 432
Industrial	RJ45	IDC	Connector	#490129 Lutze Inc. 432
Industrial	RJ45	IDC	Connector	#490151 Lutze Inc. 433
LUTZE	Industrial	Ethernet	Cable,	Cat5e	#104336 Lutze Inc. 433
LUTZE	Industrial	Ethernet	Cable,	Cat5e	#104337 Lutze Inc. 434
LUTZE	Industrial	Ethernet	Cable,	Cat6a	#104397 Lutze Inc. 434
HFS-TPCC	5	0.5mm×4P 冨士電線株式会社 435
HFS-TPCC	5	PATCH-FA	26AWG×4P 冨士電線株式会社 435
Han®	3	A	RJ45		ハイブリッドプラグ,	Cat.	6A,	インサート ハーティング 株式会社 436
Han®	3	A	RJ45	Gigalink	コネクタ,	8-poles,	Cat.	6A,	インサート ハーティング 株式会社 436
Han®	3	A	RJ45	Gigalink	コネクタ,	8ピン,	Cat.	6A,	プラスチック ハーティング 株式会社 437
Han®	3	A	RJ45	Gigalink	コネクタ,	8ピン,	Cat.	6A,	メタル ハーティング 株式会社 437
Han®	3	A	RJ45	ハイブリッドプラグ,	Cat.	6A,		メタル ハーティング 株式会社 438
Han®	3	A	RJ45	ハイブリッドプラグ,	Cat.	6A,	プラスチック ハーティング 株式会社 438
Han-Max®	コネクタ,	Cat.	5,	8ピン ハーティング 株式会社 439
HARTING	PushPull	RJ45中継用コネクタ ハーティング 株式会社 439
HARTING	PushPull	V4	RJ45	GL	Cat.	6Aプラグ,	8ピン ハーティング 株式会社 440
HARTING	RJ45	Industrial	10G ハーティング 株式会社 440
RJI	RJ45	GL	コンパクトプラグ,		Cat.	6A,	8ピン		 ハーティング 株式会社 441
RJI	RJ45	GLプラグCat.	6A,	8ピン,	IP20	 ハーティング 株式会社 441
M12	Xコード	ケーブルプラグ 日本テレガートナー株式会社 442
RJ45シールドプラグ 日本テレガートナー株式会社 442
MFP8	RJ45シールドプラグ	Cat.6A	ツールフリー 日本テレガートナー株式会社 443
MFP8	RJ45シールドプラグ	アングルタイプ	Cat.6A	ツールフリー 日本テレガートナー株式会社 443
シールドモジュラープラグ(Cat.5e)	NSP524-S 日本製線 株式会社 444
耐ノイズ	シールドLANケーブル(Cat.5e)	0.5-4P	NSEDT-S(24AWG/単線) 日本製線 株式会社 444
耐ノイズ	スマートギガパッチ	SPE-PC-SB(28AWG/撚線) 日本製線 株式会社 445
CC-Link	IE	Field対応	RJ45中継アダプタ 日本製線 株式会社 445
Brad®	産業イーサネットRJ-Lnxx®	ENS3115M*** Molex Inc. 446
Brad®	産業イーサネットRJ-Lnxx®	ENV3115M*** Molex Inc. 446
Brad®	産業イーサネットRJ-Lnxx®	RJ-45	–	ENP3115M*** Molex Inc. 447
Industrial	Ethernet	Swith	(Series:IGS/IGPS) ORing Industrial Networking Corp. 447
CC-Link	IE	Field用イーサネットケーブル(より線・可動用・極細径タイプ) 岡野電線 株式会社 448
CC-Link	IE	Field用イーサネットケーブル(単線・固定用) 岡野電線 株式会社 448
CC-Link	IE	Field用イーサネットケーブル(より線・可動用) 岡野電線 株式会社 449
CC-Link	IE	Field用イーサネットケーブル(単線・固定用・屋外用) 岡野電線 株式会社 449
産業用イーサネットパッチコード(細径) 大洋電機株式会社 450
CC-Link	IE	フィールドネットワーク対応ケーブル	SC-E5EWシリーズ 三菱電機システムサービス 株式会社 450
IE-BI-RJ45-FJ-A	1962850000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 451
IE-PI-RJ45-FH-A	1132010000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 451
IE-PI-RJ45-TH	1962720000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 452
IE-PS-RJ45-FH-BK-A	1132040000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 452
IE-PS-RJ45-TH-BK	1963590000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 453
IE-BI-RJ45-C	1962840000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 453
IE-BI-RJ45-FJ-B	1963840000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 454
IE-BI-RJ45-FJ-P	1963830000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 454
IE-PI-RJ45-FH	1962730000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 455
IE-PI-RJ45-FH-B	1132020000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 455
IE-PI-RJ45-FH-P	1132030000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 456
IE-PS-M12X-P-AWG22/27	FH	2007500000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 456
IE-PS-RJ45-FH-BK	1963600000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 457
IE-PS-RJ45-FH-BK-B	1132050000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 457
IE-AD-M12XRJ45-180	1400620000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 458
IE-AD-M12XRJ45-90	1400610000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 458
IE-BS-M12X-S-FH	1516340000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 459
IE-PCB2-M12X-S-180	1393080000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 459
IE-PCB-M12X-S-180	1324010000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 460
IE-PCB-M12X-S-90	2168220000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 460
IE-PCBR2-M12X-S-180	1444650000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 461
IE-PCBR-M12X-S-180	1427670000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 461
IE-PS-M12X-P-FH	1324020000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 462
IE-PS-M12X-S-FH	1516330000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 462
IE-PS-RJ45-FH-BK-P	1132060000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 463
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一括2重シールド付きCat．5E対応4対ケーブル・NETSTAR-C5E	HQ-SAB	4P 日立金属 株式会社 463
Cat.5e対応シールド付イーサネット	GECLS-9004 昭和電線ケーブルシステム株式会社 464
高遮へいイーサネットケーブル	FAE-5004 昭和電線ケーブルシステム株式会社 464
チェーンフレックス	CFBUS.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル イグス 株式会社 465
チェーンフレックス	CFBUS.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル イグス 株式会社 465
チェーンフレックス	CFBUS.LB.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル イグス 株式会社 466
チェーンフレックス	CFBUS.LB.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル イグス 株式会社 466
チェーンフレックス	CFBUS.PUR.045	エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル イグス 株式会社 467
チェーンフレックス	CFBUS.PUR.049	エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル イグス 株式会社 467
チェーンフレックス	CFBUS.PVC.045	エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル イグス 株式会社 468
チェーンフレックス	CFBUS.PVC.049	エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル イグス 株式会社 468
EPIC®	DATA	90	RJ45	Cat.6A U.I. Lapp GmbH 469
EPIC®	DATA	AX	RJ45	Cat.6A U.I. Lapp GmbH 469
CC-LINK	IE	V1.10-J	4P×24AWG NINGBO RONGHE WIRE & CABLE  CO.,LTD. 470
SPS6X88	Category	6A	Shielded	Modular	Plug Panduit, Corp. 470
IFC5C04B	-	IndustrialNet	Category	5e	F/UTP	Copper	Cable Panduit, Corp. 471
IFC6C04B	-	IndustrialNet	Category	6	F/UTP	Copper	Cable Panduit, Corp. 471
ISFCH5C04A	-	IndustrialNet	Category	5e	SF/UTP	Copper	Cable Panduit, Corp. 472
ISPS688FA	-	IndustrialNet	Category	6A	RJ45	Field	Terminable	Plug Panduit, Corp. 472
ISPS688FAS	-IndustrialNet	Category	6A	RJ45	Field	Terminable	Plug Panduit, Corp. 473
ISPS6A88MFA	-	IndustrialNet	M12	X-Code	Field	Terminable	Plug Panduit, Corp. 473
UTP5e-xKS/I	x:1〜 100(m) アライドテレシス株式会社 474

ツール Cable	IQ	配線検証テスター 株式会社 TFF フルークネットワークス 475
LinkRunner	AT	ネットワーク・オートテスター 株式会社 TFF フルークネットワークス 475
DSX-5000	ケーブルアナライザー 株式会社 TFF フルークネットワークス 476
MicroScanner2	ケーブルチェッカー 株式会社 TFF フルークネットワークス 476

周辺ソフトウェア 7506GX2 Red Lion Controls 477
配線用パーツ CC-Link	IE	Field対応	産業用スイッチ	FL	SWITCH	SFN	5GT	(2891444) フエニックス・コンタクト株式会社 478

CC-Link	IE	Field対応	産業用スイッチ	FL	SWITCH	SFN	8GT	(2891673) フエニックス・コンタクト株式会社 478
産業用スイッチングHUB	NZ2EHG-T8 三菱電機株式会社 479
インテリジェントHUB	NZ2MHG-T8F2 三菱電機株式会社 479
EDS-G205	シリーズ:	Gigabitアンマネージド·イーサネット·スイッチ MOXA Inc. 480
EDS-G308	シリーズ:	Gigabitアンマネージド·イーサネット·スイッチ MOXA Inc. 480
IMC-101G	シリーズ:	Gigabitイーサネットメディアコンバータ MOXA Inc. 481
5Gポート・フル・ギガビット・アンマネージド・イーサネット・スイッチ MOXA Inc. 481
EDS-G308	Series:Unmanaged	full	Gigabit	Ethernet	switch	with	8	10/100/1000BaseT(X)	ports MOXA Inc. 482
産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ MOXA Inc. 482
マネージドスイッチ	FL	SWITCH	2105 Phoenix Contact GmbH & Co. KG 483
マネージドスイッチ	FL	SWITCH	2108 Phoenix Contact GmbH & Co. KG 483
マネージドスイッチ	FL	SWITCH	2308 Phoenix Contact GmbH & Co. KG 484
CC-Link_IE_F	(1Gbps)	対応Slip	Ring	INDETH1000E Conductix Wampfler 484
CentreCOM	GS910シリーズ	AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、	AT-GS910/24	 アライドテレシス株式会社 485
CentreCOM	IE200シリーズ	AT-IE200-6GT	AT-IE200-6GP アライドテレシス株式会社 486
CentreCOM	GS924XL アライドテレシス株式会社 487
CC-Link	IE	Field対応	産業用スイッチングハブ	DT135TX 三菱電機システムサービス 株式会社 487
産業用アンマネージド・イーサネットスイッチHa-VIS	eCon	2000 ハーティング 株式会社 488
CC-Link	IE	フィールドネットワーク用避雷器	MDCAT-NC 株式会社 エム・システム技研 488
産業用アンマネージド	ギガビット	イーサネットスイッチ	SPIDERⅡ	Giga	5TX	EEC ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社 489
産業用イーサネット	スイッチングハブ		DEH-GTX8 ダイヤトレンド株式会社 489
産業用イーサネット	スイッチングハブ		DEH-GTX5C ダイヤトレンド株式会社 490
産業用イーサネット	スイッチングハブ		DEH-GTX8C ダイヤトレンド株式会社 490
産業用光メディアコンバータ		DMC-E1S1-C ダイヤトレンド株式会社 491
EtherWAN社製	EL9020シリーズ	産業用ギガビット・メディアコンバータ 株式会社 昌新 491
CC-Link	IE	Field	/	CC-Link	IE	Field	Motion対応スリップリング【バウムカプラⓇ】	3TEΦ17-12P-IE エヌエスディ 株式会社 492
CC-Link	IE	Field	/	CC-Link	IE	Field	Motion対応スリップリング【バウムカプラⓇ】	3TEΦ17-9P-IE エヌエスディ 株式会社 492
Industrial	Gigabit	Ethernet	Switch	-	IE-SW-BL05-4GT-1GS	;	2435400000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 493
Industrial	Gigabit	Ethernet	Switch	-	IE-SW-BL05T-4GT-1GS	;	2435410000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 493
Industrial	Gigabit	Ethernet	Switch	-	IE-SW-VL08-6GT-2GS	;	1241280000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 494
Industrial	Gigabit	Ethernet	Switch	-	IE-SW-VL08-8GT	;	1241270000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 494
Industrial	Gigabit	Ethernet	Switch	-	IE-SW-VL08T-6GT-2GS	;	1286870000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 495
Industrial	Gigabit	Ethernet	Switch	-	IE-SW-VL08T-8GT	;	1286860000 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG 495
産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ	Ha-VIS	eCon	3050G	/	3080G ハーティング 株式会社 496
耐環境アンマネージド・イーサネットスイッチ	Ha-VIS	eCon	7050G	/	7080G ハーティング 株式会社 496
セキュアアクセススイッチ	FortiSwitch-108E フォーティネットジャパン株式会社 497
産業用統合セキュリティアプライアンス	FortiGate	Rugged-30D フォーティネットジャパン株式会社 497
統合セキュリティアプライアンス	FortiGate-60E フォーティネットジャパン株式会社 498
産業用統合セキュリティアプライアンス	FotiGate	Rugged	60D フォーティネットジャパン株式会社 498
産業用イーサネットスイッチ	FortiSwitch	Rugged	112D	PoE フォーティネットジャパン株式会社 499
産業用	アンマネージド・スイッチングハブ	DN5410E 大電 株式会社 499
16	ポート	1000	Base-T	産業用スイッチ	852-1106 ワゴジャパン 株式会社 500
8	ポート	1000	Base-T	産業用スイッチ	852-1102 ワゴジャパン 株式会社 500

機器組込み
パーツ

CC-Link	IE	Field	IPコア		ALT-CLIEFA-C4E 株式会社マクニカ  アルティマ カンパニー 501
R-IN32M3-CL	CC-Link	IE	Field対応通信LSI ルネサスエレクトロニクス株式会社 501
インテリジェントデバイス局・リモートデバイス局用通信LSI	CP220 三菱電機株式会社 502
ソースコード	SW1DNC-EFI210SRC、マスタ局用通信LSI	CP210 三菱電機株式会社 502
Anybus	CompactCom	M40	CC-Link	IE	Field	(AB6609ハウジング付	/	AB6709ハウジング無) HMSインダストリアルネットワークス株式会社 503
CC-Link	IEフィールドインターフェイスカード	Anybus-S	AB4613 HMSインダストリアルネットワークス株式会社 503
R-IN32M4-CL2 ルネサスエレクトロニクス株式会社 504

対応製品分類別　INDEX	
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対応製品分類別　INDEX	
製品分類 製品名 会社名 掲載頁

フ
ィ
ー
ル
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ベ
ー
シ
ッ
ク

PLC 三菱電機汎用シーケンサ	MELSEC	iQ-Rシリーズ	シーケンサCPUユニット	R□CPU、R□ENCPU 三菱電機株式会社 505
三菱電機汎用シーケンサ	MELSEC-Lシリーズ	シーケンサCPUユニット	L□CPU(-□) 三菱電機株式会社 505
三菱電機汎用シーケンサ	MELSEC-Qシリーズ	ユニバーサルモデル高速タイプ
QCPU	Q□UDVCPU、ユニバーサルモデルプロセスCPU	Q□UDPVCPU 三菱電機株式会社 506

MELSEC	IQ-FシリーズFX5U	CPUユニット	FX5U(C)-□○ 三菱電機株式会社 506
PC・他 モジュラー型IP67産業用コンピュータ	HARTING	MICA ハーティング 株式会社 507

MELIPC	MI5000シリーズ	MI5122-VW 三菱電機株式会社 507
DAQMaster	2018	Pro Autonics Corporation 508

PLC SJ-ETHER 光洋電子工業株式会社 509
デジタルI/O リモートI/Oユニット端子台タイプ	NZ2MFB□-□ 三菱電機株式会社 510

リモートI/Oユニット	スプリングクランプ端子台タイプ	NZ2MF2S1-32□ 三菱電機株式会社 510
GN-9284 CREVIS CO., LTD 511

表示器 三菱電機	グラフィックオペレーションターミナル	GOT2000シリーズ	GT21モデル 三菱電機株式会社 512
三菱電機	グラフィックオペレーションターミナル	GOT2000シリーズ	GT2505	モデル 三菱電機株式会社 512

ゲートウェイ NTC-6200 兼松コミュニケーションズ株式会社 513
センサ・
エンコーダ

三菱電機FAセンサ	MELSENSOR	レーザ変位センサ	MH11 三菱電機株式会社 514
三菱電機FAセンサ	MELSENSOR	ビジョンセンサ	VS70 三菱電機株式会社 514
三菱電機FAセンサ	MELSENSOR	ビジョンセンサ	VS80 三菱電機株式会社 515

インバータ・
サーボ類

Ethernet通信内蔵インバータ	FR-A800-E 三菱電機株式会社 516
Ethernet通信内蔵インバータ	FR-E700-NE 三菱電機株式会社 516
Ethernet通信内蔵インバータ	FR-F800-E 三菱電機株式会社 517
CC-Link	IE	フィールドネットワーク	サーボアンプ	MR-J4-GF 三菱電機株式会社 517

ロボット 三菱電機産業用ロボットMELFA	FRシリーズ	CR800-D 三菱電機株式会社 518
三菱電機産業用ロボットMELFA	FRシリーズ	CR800-R 三菱電機株式会社 518
三菱電機産業用ロボットMELFA	FRシリーズ	CR800-Q 三菱電機株式会社 519

受配電機器 エネルギー計測ユニット	EcoMonitorLight(形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB) 三菱電機株式会社 520
エネルギー計測ユニット	EcoMonitorPlus(形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB) 三菱電機株式会社 520

PC ConveyLinx Industrial Software Co. 521
ConveyLinx-Ai2 Industrial Software Co. 521
ポカヨケ用受信機	TW-800R-EXB ヘルツ電子 株式会社 522

バーコード・ID MCR-F530 株式会社マーストーケンソリューション 523
その他 三菱工業用ミシン用通信機器	PLK-J-LAN 名菱テクニカ株式会社 524

三菱工業用電子ミシン	PLK-J	シリーズ 名菱テクニカ株式会社 524
テンションコントローラ	LE7-40GU 三菱電機株式会社 525

製品情報一覧（未掲載分）/サポート/仕様
分類 製品名 会社名 掲載頁

製品情報一覧（未掲載分） 526
受託開発 CC-Link協会パートナーメーカー様向け製品の受託開発 三菱電機エンジニアリング株式会社 527

CC-Linkパートナーメーカー殿向けソフトウェア受託開発 三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 528
CC-Link ／CC-Link	IEフィールドネットワーク関連製品の開発サポート 三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社 529

仕様 CC-Linkの主な仕様 530
CC-Link	Ver.1.10とVer.2.00の接続台数の相違点 531
CC-Link	Ver.1.00仕様（Ver.1.10との相違点） 532
CC-Link/LTの主な仕様 533
CC-Link	Safetyの主な仕様 534
CC-Link	IE	コントローラネットワークの主な仕様	 536
CC-Link	IE	フィールドネットワークの主な仕様 537
CC-Link	IE	フィールドネットワークBasicの概略仕様 537

CC-Link協会 3
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三菱電機株式会社� PLC

FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック
FXシーケンサでCC-Linkシステムが構築できます。
 * 2012年9月末生産中止 
  推奨代替機種： FX3U-16CCL-M

特長
●FXシーケンサをマスタ局にして、高速なフィールドネットワークシステムが安価に構築
できます。

●CC-Linkに対応した当社のFA機器やパートナーメーカのFA機器が接続できるため，
お客様の要求される制御に適した機器構成を高速なフィールドネットワークで構築で
きます。

●省配線，省スペースのネットワークを実現することで，配線作業の効率化が図れるほ
か，設置費用やメンテナンス費用が削減可能です。

局種 マスタ局(ローカル局，
待機マスタ局機能なし)

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10準拠

外形寸法 85(W)×90(H)×87(D)mm

質量 0.4kg

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� PLC

FX3U-16CCL-M形CC-Linkマスタ局 FX3U-16CCL-M
FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局，インテリジェントデバイス局を接続できます。
(FX3Gシーケンサは，最大4局のリモートI/O局まで)

特長
●CC-Link	Ver.2.00､ Ver.1.10に対応

●インテリジェントデバイス局の接続に対応	(注意．ローカル局は接続できません。)

●ネットワークパラメータ設定に対応

●リモートデバイス局イニシャライズ手順登録機能に対応

●CC-Link経由の他局アクセス機能に対応

局種 マスタ局

占有局数 －

CC-Linkバージョン Ver.2.00	(Ver.1.10にも対応)

外形寸法 55W	×	90H	×	87D[mm]

質量 0.3[kg]

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/fx_spec/
fxDirectProductInfoServlet.do?katamei=FX3U-16CCL-M

Ｐ
Ｌ
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット LJ61BT11
MELSEC-Lシリーズ用のCC-Linkマスタ/ローカルユニットです。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。

●MELSEC用プログラミングソフトウェアGX	Works2を使用することにより，ネットワー
クパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。

●ローカル局および待機マスタ局として使用する場合，伝送速度を“自動追従”に設定
できます。

●スレーブ局がリモートI/O局のみの場合、リモートI/Oネットモードにより高速通信が可
能です。

局種 マスタ/ローカル局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 90(H)×28.5(W)×118(D)[mm]

質量 0.15kg

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT
MELSEC-LシリーズCPU本体にCC-Linkを内蔵しています。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。

●MELSEC用プログラミングソフトウェアGX	Works2を使用することにより，ネットワー
クパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。

●ローカル局および待機マスタ局として使用する場合，伝送速度を“自動追従”に設定
できます。

局種 マスタ/ローカル局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 90(H)×98.5(W)×95(D)[mm]

質量 0.47kg

標準価格 178,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット QJ61BT11N
MELSEC-Qシリーズ用のマスタ/ローカルユニットです。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。

●MELSEC用プログラミングソフトウェアGX	Works2を使用することにより，ネットワー
クパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。

●待機マスタ局を設定しておくことにより、マスタ局で異常が発生してもデータリンクを
継続して行うことができます。又、二重化機能対応(Qシリーズ)により、待機マスタ
局でデータリンク制御中でもマスタ局は復列することができ、待機マスタ局のダウン
に備えます。

●スレーブ局がリモートI/O局のみの場合、リモートI/Oネットモードにより高速通信が可
能です。(パラメータ設定も不要)

局種 マスタ局、ローカル局

占有局数 1局～4局(ローカル局設定時)

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]

質量 0.12kg

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット RJ61BT11
MELSEC iQ-Rシリーズ用のCC-Linkマスタ・ローカルユニットです。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。

●MELSEC用プログラミングソフトウェアGX	Works3を使用することにより，ネットワー
クパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。

●ローカル局および待機マスタ局として使用する場合，伝送速度を“自動追従”に設定
できます。

局種 マスタ/ローカル局

占有局数 1局～4局(ローカル局設定時)

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 106(H)×27.8(W)×131(D)
[mm]

質量 0.16kg

標準価格 35,000円

問合せ先

三菱電機株式会社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-WSシリーズ CC-Link インターフェースユニット WS0-GCC100202
既存のMELSECシーケンサに、安全制御を簡単に追加可能

特長
●パラメータ設定のみでMELSEC製品に安全コントローラの情報のモニタ、データの
通知が可能です。

●既存のCC-Linkネットワークに安全コントローラをリモートデバイス局として追加するこ
とが可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 69.5(H)×22.5(W)×120.8(D)
[mm]

質量 0.12kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

AnSシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61BT11
MELSEC AnSシリーズ用のマスタ/ローカルユニットです。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。

●待機マスタ局を設定しておくことにより、マスタ局で異常が発生してもデータリンクを
継続して行うことができます。

局種 マスタ局、ローカル局

占有局数 1局～4局(ローカル局設定時)

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法

質量 0.25kg

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボード MR-EM340GF
パソコン環境で、CC-Link IEフィールドとネットワークによるモーション制御

特長
●豊富なモーション制御で最適なソリューションを実現

●CC-Link	IEフィールドネットワークで様々なフィールド機器を自由に接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット FX5-CCL-MS
MELSEC iQ-Fシリーズ用のCC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットです。
MELSEC iQ-FシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局，インテリジェントデバイス局のいずれにも使用できます。

●マスタ局動作時は、リモートI/O局を最大12局，リモートデバイス局とインテリジェント
デバイス局を合わせて最大12局，合計最大24局を接続できます。

●MELSEC用プログラミングソフトウェアGX	Works3を使用することにより，ネットワー
クパラメータおよび自動リフレッシュパラメータの設定が簡単に行えます。

●インテリジェントデバイス局として使用する場合，伝送速度を“自動追従”に設定できま
す。

局種 マスタ局/インテリジェントデバイス
局

占有局数
1局～4局(インテリジェントデバイ
ス局設定時)	拡張サイクリック設
定は制約あり

CC-Linkバージョン Ver2.00(Ver.	1.10もサポート)

外形寸法 50W×90H×83W

質量 0.3kg

標準価格 35,000円

問合せ先

三菱電機株式会社〒100-8310東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	
本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
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三菱電機株式会社� PLC

MITSUBISHI CNC M800W/M800S/M80シリーズ用 CC-Linkユニット FCU8-EX561
CC-Linkのマスタ局・ローカル局として機能します。

特長
●CC-Linkのマスタ局・ローカル局として、ネットワークへNCユニットを直接接続する
ことができます。

局種

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社NC事業推進部	 03-3218-6580
北陸支社	 076-233-5538
中部支社	 052-565-3227
豊田支店	 0565-34-4112
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/cnc/

三菱電機株式会社� PLC

QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11
MELSEC QnASシリーズ用のマスタ/ローカルユニットです。
各種MELSECシリーズのシーケンサCPUをCC-Linkで同一ネットワークに接続できます。

特長
●CC-Linkのマスタ局、ローカル局のいずれにも使用できます。

●MELSEC用プログラミングソフトウェアGX	Developerのパラメータ設定画面から
CC-Linkパラメータの設定ができます。

●待機マスタ局を設定しておくことにより、マスタ局で異常が発生してもデータリンクを
継続して行うことができます。

局種 マスタ局、ローカル局

占有局数 1局～4局(ローカル局設定時)

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法

質量 0.25kg

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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株式会社�キーエンス� PLC

KV-5500/5000/3000/1000/700シリーズ用 マスタ/ローカルユニット KV-CL20
新たに、超高速＆Ethernet(FL-net)標準装備 KV-5500/5000/3000シリーズに対応(Ethernet機能はKV-5500/5000
のみ)。
CPUユニットの超高速＆大容量を活かしたネットワークを構築できます。

特長
●多彩な動作局に対応	マスタ局/マスタ局(二重化)/待機マスタ局/ローカル局

●接続設定ツールをKV	STUDIO(ラダーサポートソフト)に標準で付属

●オートコンフィグレーション機能、マスタユニットモニタ機能、リンクデバイスモニタ機
能を装備

局種 マスタ局、ローカル局

占有局数 1局～4局(ローカル局時)

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 35(W)×90(H)×80(D)mm

質量 約0.11kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	制御システム事業部
TEL：06-6379-1271	FAX：06-6379-1270
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/kv5000
<E-mail>	info@keyence.co.jp

株式会社�エム・システム技研� PLC

CC-Linkマスタモジュール FAMCL-01
横河電機製 PLC FA-M3Vに接続するCC-Linkマスタモジュールです。

特長
●各社のCC-Link対応スレーブ機器が接続できCSP＋にも対応

●エム・システム技研の豊富なリモートI/Oが接続できます。

●CPUモジュール経由でコンフィギュレーションできます。

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10 ／ Ver.2.00

外形寸法 W30xH102xD118mm

質量 約150g

標準価格 125,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

Ｐ
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株式会社�ユニテック� PLC

CC-Link接続用BACnetゲートウェイ装置
CC-Link接続することができるBACnetとの通信モジュール。電気設備学会IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa規格に
も準拠しており、B-BCとしてCC-Link端末を活用することができます。

特長
●(1)様々な	BACnet	規格に対応
	・ANSI/ASHRAE135-2004
	・電気設備学会IEIEJ-P0003:2000(ANSI/ASHRAE135-2001)
	・電気設備学会IEIEJ-P0003:2000アデンダムa(ANSI/ASHRAE135-2001)
	・電気設備学会IEIEJ-G0006:2006アデンダムa(ANSI/ASHRAE135-2004)
(2)IPv6	プロトコルに対応
(3)Webブラウザとcsvファイルによる簡単設定

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.uni-tec.co.jp
<E-mail>	sales@uni-tec.co.jp

Ｐ
Ｌ
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株式会社�アドバネット� PC・他

VMEbus CC-Link 通信スレーブボード Advme1569A
Advme1569Aは、CC-Link (Control & Communication Link) の通信を行うVME バスのスレーブボードです。
本ボードは、CC-Linkのマスタ局またはローカル局として動作します。

特長
●VMEバスインタフェースシステムにCC-Linkシステムを組み込むことが可能

●他局が扱う入出力などのON/OFF情報や数値データを容易でかつ高速に更新

●CC-Linkに関するモニタ情報を読み出し可能

●CC-Link	Ver.	2.00	に対応

●VME	CC-LinkボードはVMEキャリア基板(以下メインボード)とCC-Link子基板(以
下サブボード)で構成。
サブボードの枚数を変更することで最大3chのCC-Link
インタフェースを装備可能

局種 マスタ局、ローカル局

占有局数 －

CC-Linkバージョン Ver.	2.00

外形寸法 VME6Uサイズ	1スロット幅

質量 440g	(サブボード3枚搭載時)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社アドバネット
TEL	:	本社:	086-245-2861		東京支社:	03-52941731
<URL>	http://www.advanet.co.jp
<E-mail>	sales@advanet.jp	

株式会社�エー・アンド・デイ� PC・他

CC-Link マスタ／ローカル局 IF OP-23
AD5435シリーズのCC-Link マスタ／ローカル局 通信用増設ボードです。

特長
●高速計測・制御システムコントローラ(AD5435)	をCC-Linkシステムに組み込み可
能。

●AD5435本体に1枚装着可能

●制御ロジックはMATLAB/Simulinkモデルで構築が可能。

局種 マスタ／ローカル局(待機マスタ局
機能無)

占有局数 1～ 4局(ローカル局設定時)

CC-Linkバージョン Ver.1.10	,	Ver.	2.0

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒170-0013	東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
株式会社	エー・アンド・デイ	販売促進部企画課
TEL.03-5391-6126(直)	FAX.03-5391-6129
<URL>	http://www.aandd.co.jp/

Ｐ
Ｃ
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三菱電機株式会社� PC・他

IU2-1ECLM-100 CC-Link通信ボード
三菱インテリジェント検査ユニットMELQIC IU2シリーズ用のCC-Link通信ボードです。

特長
●三菱インテリジェント検査ユニットMELQIC	IU2シリーズ用の増設ボードです。

●MELQIC	IU2シリーズの検査ユニット本体のスロットに本ボードを挿入して使用しま
す。

●MELQIC	IU2シリーズを用いて構築した検査装置と、ライン等の制御をするシーケ
ンサや各種機器とを、CC-Linkを介して容易に接続できます。

局種 マスタ局／ローカル局

占有局数 1局または4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 220,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� PC・他

MITSUBISHI CNC M700VS/M70Vシリーズ用 CC-Link ユニット FCU7-HN746
CC-Linkのマスタ局・ローカル局として機能します

特長
●CC-Link	のマスタ/	ローカル局として、ネットワークへNC	ユニットを直接接続するこ
とができます。

局種

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社NC	事業推進部　03-3218-6580
北陸支社　076-233-5538
中部支社　052-565-3227
豊田支店　0565-34-4112
関西支社　06-6347-2136
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/cnc

Ｐ
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三菱電機株式会社� PC・他

CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11
CC-Link Ver.2用インタフェースボードです。
パソコンとシーケンサ(コントローラ)間のデータ通信を実現します。

特長
●CC-Link	Ver.1ボードのプログラムをCC-Link	Ver.2ボードでも使用できます。

●CC-Link	Ver.1ボードで設定したパラメータをCC-Link	Ver.2ボードでも使用できま
す。

●パラメータを簡単に設定できます。

●CC-Linkシステムに関するテスト情報、モニタ情報を表示します。

●Windows用ソフトウェアパッケージを同梱しています。(Windows以外のOSでご使
用のお客様向けに、各種OS用ドライバを開発するためのリファレンスマニュアルを
ご用意しております。）

局種 マスタ局またはローカル局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 121(H)×158(W)×18(D)[mm]

質量 0.11kg

標準価格 120,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PC・他

三菱電機 加工ライン用CNC C64用マスタ／ローカル局ボード
MELSEC CC-Linkのマスタ／ローカル局として、ネットワークへ加工ライン用CNC MELDAS C64を直接接続する
ことができます。

特長
●この通信ボード(FCU6-HR865)は､ MELDAS	C64に最大2枚実装することができ
ます。

局種

占有局数 1局または4局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� PC・他

ECP-CL2BD形CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボード
CompactPCI対応コンピュータからCC-Link Ver.2システムに接続された機器の制御・モニタを実現

特長
●CC-Link	Ver.2システムのマスタ局またはローカル局となって、CC-Link対応機器
の制御およびモニタを行うことができます。

●付属のユーティリティソフトウェアでCC-Linkの各種パラメータの設定、他局モニタ、
接続先設定、回線テスト、自己診断が行えます。

●ユーザプログラミングに対応する関数ライブラリを用意しています。

局種 マスタ局，待機マスタ局，
ローカル局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	2.0

外形寸法 210	×	131	×	20	[mm]

質量 0.11kg

標準価格 138,600円

問合せ先

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店			TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州営業支社			TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせ	TEL.0568-36-2068	FAX.0568-36-2045
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ecp-cl2bd_feature.html

株式会社�日立産機システム� PC・他

HF430αシリーズインバータ用オプション
SJ-CCL

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.hitachi-ies.co.jp/
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株式会社�エニイワイヤ� PLC

AFCS02・オムロン製SYSMAC CS1用CC-Linkスレーブインターフェース
オムロン製PLC SYSMAC CS1を上位のCC-Linkに接続可能なスロットイン型CC-Linkスレーブインターフェース

特長
●上位PLC	三菱電機製MELSEC	及び	PC-Base	Controllerやその他のCC-Link
マスタとオムロン製SYSMAC	CS1を容易に接続。

●生産現場に散在する三菱電機製とオムロン製のシステム間を高速にデータ交換可
能。

●CC-Linkマスタ1台で最大16台までのSYSMAC	CS1が接続可能。

●省配線、省工数、省スペース化の実現。

●MELSEC統合プログラミングツールで簡単にパラメータ設定できるため、設計から
運転までの立ち上げ時間とコストを大幅に削減。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10 ／ Ver.2.00

外形寸法 34.5W×130H×110.5D	[mm]

質量 172g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp/
<E-mail>	info@anywire.jp

株式会社�エニイワイヤ� PLC

AFMP-02-C、AFMP-02-CA 安川電機製MP2000シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース
MP2200/2300(安川電機製)用AnyWire DBマスタ付きCC-Linkスレーブインターフェース
安川電機製のPLC(マシンコントローラ)MP 2200/2300を上位のCC-Linkに接続するスレーブインターフェースボードです。

特長
●上位PLC	MELSEC	QなどとMP間をCC-Linkで接続し、CC-Linkマスタ1台で最
大16台までのMP	2200/2300接続が可能です(AFMP-02-C)。AFMP-02-CA
はAnyWire	DBのマスタ機能付きです。

●上位PLCと下位PLCであるMP間で、パラメータデータなどのデータ交換が可能です。
●電気ノイズに強いAnyWire	DB省配線ポートがオプション(AFMP-02-CA)となっており、AnyWire

省配線を使用すれば、フリーなケーブルとトポロジーで最大2560点までのI/O接続が可能です。
●AnyWire	DBシリーズのDual	Busシステムは、Bit	BusでのビットON/OFF制御と
Word	Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異なる処理を、全4重通信
チップを使用し、一つの伝送ラインで独立的に伝送可能です。高速なアプリケーショ
ンへの対応も可能となり、制御データと情報データの伝送を統合できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 19.3W×130H×97.8D

質量 100g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp
<E-mail>	info@anywire.jp
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株式会社�エニイワイヤ� PLC

AFSR02 横河電機製FA-M3シリーズ用CC-Linkスレーブインターフェース
横河電機製のPLC  FA-M3シリーズを上位のCC-Linkに接続可能なスロットイン型CC-Linkスレーブインターフェースボード

特長
●上位PLC	MELSECおよびPC-Base	Controllerやその他のCC-Linkマスタと横河
電機製FA-M3シリーズを簡単に接続できます。
したがって、生産現場に散在する三菱製と横河電機製のシステム間を、高速にデー
タ交換が可能となりました。

●CC-Linkマスタ1台で最大16台までのFA-M3シリーズの接続が可能です。

●CC-Linkは、日本発の世界標準オープンフィールドネットワークです。高速かつ安定
した入出力応答、自由度の高い拡張性。
この圧倒的なパフォーマンスが認められSEMI、ISO国際標準化規格、中国国家
規格GBにも認定され、そのオープン性をますます加速させています。

局種 리모트 디바이스국

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10	/	Ver.	2.00

外形寸法 28.9Wx100Hx93.2D

質量 約135g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp/
<E-mail>	info@anywire.jp

株式会社�エニイワイヤ� PLC

CC-Linkスレーブインターフェース AFCJ02
SYSMAC CJ1用CC-Linkスレーブインターフェース
オムロン製のPLC SYSMAC CJ1を上位のCC-Linkに接続するスレーブインターフェースボードです。

特長
●上位PLC	MELSECおよびPC-Base	Controllerやその他のCC-Linkマスタとオム
ロン製SYSMAC	CJ1を簡単に接続できます。したがって、生産現場に散在する
三菱製とオムロン製のシステム間を、高速にデータ交換が可能となりました。

●CC-Linkマスタ1台で最大16台までのSYSMAC	CJ1の接続が可能です。

●CC-Linkは、日本発の世界標準オープンフィールドネットワークです。高速かつ安定
した入出力応答、自由度の高い拡張性。この圧倒的なパフォーマンスが認められ
SEMI、ISO国際標準化規格、中国国家規格GBにも認定され、そのオープン性を
ますます加速させています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 31W×90H×65D

質量 約100g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp
<E-mail>	info@anywire.jp
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三菱電機株式会社� PLC

FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインタフェースブロック
FXシーケンサをCC-Linkに接続するためのインタフェースブロックです。

特長
●FX2N-32CCLは、FXシーケンサの特殊増設ブロックとして接続できます。

●1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点，出力32点です。

●1局あたりのリモートレジスタ点数は、RWw書込みエリア4点、RWr読出しエリア4
点です。

●局数設定が1～ 4局の間で選択できるため、制御規模に応じたシステム構築が可
能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4

CC-Linkバージョン Ver.	1.00

外形寸法 43(W)×90(H)×87(D)mm

質量 0.2kg

標準価格 33,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� PLC

FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインタフェース特殊ブロック
三菱マイクロシーケンサ『FX3Uシリーズ』をCC-Link(V.2対応)に接続するためのインタフェースブロックです。

特長
●FX3UシリーズのCC-Link	Ver.2対応のスレーブ局

●FX3UシリーズをCC-Link上にスレーブ局として接続可能

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1～ 4局(倍数設定は制約あり)

CC-Linkバージョン Ver.2(Ver.1)

外形寸法 55(W)×90(H)×87(D)mm

質量 0.3kg

標準価格 未定

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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積水樹脂キャップアイシステム株式会社� PLC

CC-Link対応コントローラ ACC10161
CC-Link対応コントローラはシーケンサからデジタルピッキングシステムを制御することが可能なシーケンサ制御用コン
トローラです。

特長
●CC-Linkに対応しているシステムであれば、同一システム内での制御が可能です。

●CC-Link対応のため、標準化された手順での制御が可能です。

●シーケンサで制御される各種設備との連動を、容易に実現することができます。

●Ver.2.0拡張サイクリックにも対応可能。

●コントローラ1台にデジタル表示器を最大24台接続することができ、回転灯も接続
することもできます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1，2，3，4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	Ver2.00

外形寸法 241×60×132	[mm]

質量 約1.0	[㎏ ]

標準価格 お問い合せください

問合せ先

積水樹脂キャップアイシステム株式会社	営業部
TEL	:	03-6400-5155		FAX	:	03-6400-5157
<URL>	http://www.cap-ai.jp/
<E-mail>	cap00@cap-ai.jp

ABB�AS,�ROBOTICS� PLC

S4世代およびIRC5世代の全ABBロボットに対応するゲートウェイ
CC-Linkゲートウェイに接続可能なDeviceNetは、CC-LinkバスとABBロボットコントローラの間のインターフェイスを
提供します。これによって、ユーザーは、S4コントローラまたはIRC5コントローラを備えているすべてのABBロボットを、
リモートデバイス局用としてCC-Linkネットワークに接続することができるようになります。この場合、ネットワーク上の
マスター側から操作を実施することになります。通常、このようなロボットは、塗装作業、密封作業、溶接作業、パレッ
ト取り扱い作業のために設計されます。数値含む。

特長
●ABBロボットコントローラに直接接続

●高速データ転送

●ABBロボットを製造システムにシームレスに統合

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 110	x	170	x	45	[mm]

質量 0,45	[kg]

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.abb.com/
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METIS�CO.,�LTD.� デジタルI/O

MR-556
CC-Link to UART通信

特長
●1～ 4局選択可能

●1局選択時32点出力

●4局選択時最大128点出力

局種 リモートーデバイス

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 151	×	23	×	80	[mm]

質量

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr/

METIS�CO.,�LTD.� デジタルI/O

MT99DK1-6432DT
CC-Link通信を利用してマスタ局と接続し、外部入力64点をマスタ局に送信する機能、またマスタ局から出力32点
を受信して外部に送信する機能があります。そしてマスタ局からデータを受信してDC5Vを出力する機能もあります。
この製品はブルートゥースを使った無線機能が搭載されているのでCC-Linkマスタと接続した後は入力/出力の状態を
無線端末機で確認が可能です。

特長
●入力	:	64点.
出力	:	32点
DA出力ポート	:	5V	4ch
一つの製品で	入力,	出力,	D/A出力可能
CC-Link仕様	:	Ver	1.10
ブルートゥースが搭載されている無線端末機を利用しモニタリング可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver	1.10

外形寸法 170	x	100	x	58	(mm)

質量 0.5kg

標準価格 ¥	86,767	(¥1	/	￦9.22)

問合せ先

会社名	:	METIS	Co.,	Ltd.
電話番号	:	+82-41-622-8081
e-mail	:	yym@imetis.co.kr
168,	 Pungsesandan-ro,	 Pungse-myeon,	Dongnam-gu,	Cheonan-City,	
Chungnam,	Korea	(330-847)	
<URL>	http://www.imetis.co.kr/
<E-mail>	yym@imetis.co.kr
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METIS�CO.,�LTD.� デジタルI/O

MT99DK1-6432DTV2
Digital I / O and analog output module.

特長
●Input	64	points.	(DC24V)

●Output	32	points.	(DC24V)

●Analog	output	4ch.

●Digital	signal	0 ～ 4095	is	converted	to	0V～ 5V	voltage.

局種 Remote	device	station

占有局数 1station

CC-Linkバージョン Ver.2.00

外形寸法 152	x	100	x	70	[mm]

質量 100g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr

IDEC�株式会社� デジタルI/O

CB2A/2B形 CC-Link通信ユニット内蔵スイッチブロック
スイッチブロックが各種CC-Link対応の機器へ容易に接続可能

特長
●プリアッセンブリにより、パネル取付け工数削減を実現

●操作系統一による誤操作防止を実現(DIN48サイズ)

●2ピース端子台の採用で容易なメンテナンス

●コントロールユニットは、操作部からの交換が容易で、自由な組み合わせが可能

●裏カバー付で、メンテナンス時でも充電部に触れる心配がありません。(IEC-
60204-1	準拠)

●保護構造：IP65	(IEC60529、パネル前面にて)

局種 リモートI/O局

占有局数 1局(64局中)

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

・東京本社テクニカルサポート
TEL	(03)5782-7692		FAX	(03)5782-7688
・名古屋営業所テクニカルサポート
TEL	(052)732-2712		FAX	(052)732-2722
・大阪営業所テクニカルサポート
TEL	(06)6398-3070		FAX	(06)6398-3080
・広島営業所テクニカルサポート
TEL	(082)242-7110		FAX	(082)242-7115
・福岡営業所テクニカルサポート
TEL	(092)474-6331		FAX	(092)474-6334
<URL>	http://www.idec.com/
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株式会社�エニイワイヤ� デジタルI/O

AB023-C1 CC-Linkビット分散I/Oターミナル
CC-LinkシステムのデジタルI/Oです。各種のI/Oターミナルを必要な場所に必要なだけ取り付けが可能な省配線機
能を搭載しています。I/Oターミナルの種類も豊富で、128台までのI/Oターミナルに少点数分散化でき最大512点
までのI/Oをサポートします。

特長
●CC-Linkシステムの点在するセンサ、アクチュエータ信号の接続を柔軟に補完！

●駆動系配線部を省配線化し、接続の信頼性向上とトータルコスト削減を実現！

●I/Oの拡張には、ケーブルを指定しない省配線が採用され、汎用電線で128台まで
のI/O拡張が可能！

●CC-LinkデジタルI/Oシステムの占有局数を削減します。いままでの4局を1局に削
減可能！

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、3、4局を選択

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 44W×100H×66D

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp/
<E-mail>	info@anywire.jp

株式会社�キーエンス� デジタルI/O

CC-Link対応通信ユニット DL-CL1
レーザ式判別変位センサ、接触式変位センサ、流量センサをCC-Linkに直結可能。大幅な省配線を実現。

特長
●省配線・省スペース化・・・従来必要であった、センサの配線(入出力線)が不要。
センサの設置工数が削減できます。

●状態モニタリング・・・センサの状態(ON/OFF状態、測定値、設定値など)をタッ
チパネルやパソコンでモニタリング可能。

●段取り替え工数削減・・・ワークの品種が切り替わった際に、リモート操作でセン
サの設定を変更可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver1.10:1 ～ 4局		
Ver2.00:1 ～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 78.2(W)	×	56.4(H)	×	
29.4(D)	mm

質量 約80g

標準価格 34,800円

問合せ先

株式会社キーエンス	アプリセンサ事業部
	TEL:06-6379-1711	FAX:06-6379-1710
<URL>	http://www.keyence.co.jp/
<URL>	http://www.keyence.co.jp/appli/tsushin_unit/dl/dl_cl1/
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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株式会社�キーエンス� デジタルI/O

デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット NU-CL1
デジタルファイバセンサ、デジタルレーザセンサ「NEOシリーズ」をCC-Linkに直結可能。劇的な省配線化の実現、
リモート管理で利便性向上。

特長
●省配線・省スペース化・・・従来必要であった、センサの配線(電源線と出力線)
が不要。センサの設置工数が削減できます。

●状態モニタリング・・・センサの状態(ON/OFF状態、受光量、設定値など)をタッ
チパネルやパソコンでモニタリング可能。

●予防保全・・・センサの「受光量」を定期的にロギングすることで、センサの異常を
未然に察知することが可能。

●段取り替え工数削減・・・ワークの品種が切り替わった際に、リモート操作でセン
サの設定を変更可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver1.10:1 ～ 4局、
Ver2.00:3局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 78.2(W)x56.4(H)x29.4(D)	mm

質量 約80g

標準価格 31,000円

問合せ先

株式会社キーエンス	センサ事業部
TEL:06-6379-1121	FAX:06-6379-1120
<URL>	http://www.keyence.co.jp/
<URL>	http://www.keyence.co.jp/switch/fiber/nu/
<E-mail>	info@keyence.co.jp

株式会社�キーエンス� デジタルI/O

ネジ端子台タイプI/Oユニット KV-RCシリーズ
1機種で入力時定数3段階(0.2ms/1.5ms/10ms)、入力電圧切り換え(24V/5Vもしくは24V/12V)を搭載したオール
インタイプ

特長
●入力時定数切り換えスイッチ内蔵(0.2ms/1.5ms/10ms)＊

●入力電圧切り換えスイッチ内蔵(24V/5V、24V/12V)＊

●セルフアップネジ端子台採用

●渡り配線不要の中継端子台機能付き16点ユニット
＊入力ユニットのみ

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2.00/Ver.1.10

外形寸法 179(W)×51.2(H)×40(D)

質量 約0.25kg/約0.26kg/約0.29kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	制御システム事業部
TEL：06-6379-1271	FAX：06-6379-1270
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/kv5000
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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株式会社ビー・アンド・プラス� デジタルI/O

リモートリンクシステムベースアンプ CC-Link接続仕様 型式：RL64E-366CL-000
可動部上のセンサおよびアクチュエータの信号64+32点を非接触で一括伝送してCC-Linkに接続、
同時に非接触給電も行い可動部への配線問題を解消。

特長
●検出スイッチからの入力max.64点と電磁弁などへの出力max.32点の双方向信号
を非接触で一括伝送してCC-Linkに接続。

●信号伝送と同時に、24V	DC/max.2Aの電源を固定側から可動部側へ非接触給
電。

●パレット上のワーク確認・電磁弁起動も検出スイッチ・電磁弁の配線はパレット上の
みで省配線。

●電源と信号の伝送は、固定側と可動側のヘッドを対向させるだけ。

●ヘッド間の伝送距離は4…9mm。ガラスや樹脂の仕切があっても伝送可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 3局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W35×H200×D100	mm

質量 0.57	kg

標準価格 80,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス	技術サービス
TEL：0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間：月～金(祝祭日を除く)9：00～ 12：00	13：00～ 17：00
e-mail:	bp-tech@b-plus-kk.jp
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp/
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp/topic.html#topics01
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp/products/remote/link.html
<E-mail>	bp-tech@b-plus-kk.jp

COWIN.FA�Co.,Ltd� デジタルI/O

CW-A-E-AI16-DI48-DO16
INPUT 48 , OUTPUT 16 , ALALOG INPUT16 , REMOTE DEVICE 

特長
●DIGITAL	INPUT	48

●DIGITAL	OUTPUT	16

●ALALOG	INPUT	16

●CC-Link	Ver.2

局種 Remote	device	station

占有局数 1

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 W	210	x	H	44	x	D	118(mm)

質量 0.96kg

標準価格 Please	contact	us

問合せ先

<URL>	http://www.cowinfa.com/Index_En.html
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東洋技研�株式会社� デジタルI/O

3線圧接式コネクタタイプ リモートI/Oターミナル C□X-AT1N C□D-AT1N C□XD-AT1N
特長

●フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入力出力混合

●外部機器の接続には皮むき不要の圧接コネクタを使用

●圧接コネクタは専用工具不要のワンタッチ結線タイプ

●DINレール取付、直取付、兼用構造

●縦型構造

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

32×113.6×90.3
(16点、8/8点)	
56.5×113.6×90.3
(32点、16/16点)

質量 0.145kg(16点、8/8点)	
0.21kg(32点、16/16点)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
営業本部	TEL:03-5711-0891	FAX:03-5711-0892
技術部		TEL:0266-27-2292	FAX:0266-28-9150
受付時間	月～金	9:00～ 17:30(祝祭日は除く)
<URL>	http://www.togi.co.jp
<E-mail>	info@togi.co.jp

東洋技研�株式会社� デジタルI/O

e-con準拠コネクタタイプ リモートI/Oターミナル C□X-CT1E C□D-CT1E
特長

●フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入出力混合

●外部機器の接続にはe-con準拠コネクタを使用

●圧接コネクタは専用工具不要のワンタッチ結線タイプ

●DINレール取付構造

●横型構造

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 65×125×42(16点)	
65×206×42(32点)

質量 0.21kg(16点)	
0.34kg(32点)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
営業本部	TEL:03-5711-0891	FAX:03-5711-0892
技術部		TEL:0266-27-2292	FAX:0266-28-9150
受付時間	月～金	9:00～ 17:30(祝祭日は除く)
<URL>	http://www.togi.co.jp
<E-mail>	info@togi.co.jp
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東洋技研�株式会社� デジタルI/O

ストリップ端子台タイプ リモートI/Oターミナル C□X-AT1V C□D-AT1V C□XD-AT1V
特長

●フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入力出力混合

●外部機器の接続にはストリップ端子台を使用

●振動による緩みが無いので、増し締め作業が不要

●DINレール取付、直取付、兼用構造

●縦型構造

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

32×113.6×87.6
(16点、8/8点)	
56.5×113.6×87.6
(32点、16/16点)

質量 0.145kg(16点、8/8点)	
0.21kg(32点、16/16点)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
営業本部	TEL:03-5711-0891	FAX:03-5711-0892
技術部		TEL:0266-27-2292	FAX:0266-28-9150
受付時間	月～金	9:00～ 17:30(祝祭日は除く)
<URL>	http://www.togi.co.jp
<E-mail>	info@togi.co.jp

東洋技研�株式会社� デジタルI/O

ストリップ端子台タイプ リモートI/Oターミナル C□X-CT1V C□D-CT1V C□XD-CT1V
特長

●フォトカプラ入力、フォトカプラ出力、フォトカプラ入出力混合

●外部機器の接続にはストリップ端子台を使用

●振動による緩みが無いので、増し締め作業が不要

●DINレール取付構造

●横型構造

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 65×125×53.3(16点)	
65×206×53.3(32点、16/16点)

質量 0.21kg(16点)	
0.34kg(32点、16/16点)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東洋技研株式会社
営業本部	TEL:03-5711-0891	FAX:03-5711-0892
技術部		TEL:0266-27-2292	FAX:0266-28-9150
受付時間	月～金	9:00～ 17:30(祝祭日は除く)
<URL>	http://www.togi.co.jp
<E-mail>	info@togi.co.jp
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東洋技研�株式会社� デジタルI/O

AT1Nシリーズ AT1Vシリーズ CT1Vシリーズ CT1Eシリーズ
特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

会社名	:	東洋技研株式会社	営業本部
電話番号	:	03-5711-0891
e-mail	:	info@togi.co.jp
その他	:	http://www.togi.co.jp

Balluff�GmbH� デジタルI/O

BNI CCL-502-100-Z001
M12ポート8個つきCC-Link・IO-Linkモジュール。IO-Linkポート4個、最大16デジタル入力・出力、任意構成。分散型・
I/Oボックス、耐水性。フィールド設置可能、IP67。

特長
●IO-Linkポート4個。最大16デジタル出力、最大16デジタル入力任意構成可能

●IP	67耐水性、耐油性

●M12ポート8個

●フィールド設置可能

●アドレス設定用統合表示

●診断用統合表示

局種 リモートデバイス局

占有局数 接続IO-Link装置による

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W	×	H	×	D	[mm]	
68	×	224	×	36.9

質量 0.58	[Kg]

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/
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東朋テクノロジー株式会社� デジタルI/O

リモート I/O コネクタ TKN-C16R, TKN-C16S, TKN-C32R, TKN-C32S 
吉田端子台のリレーターミナルや端子台に装着することによりCC-LinkリモートI/Oとして動作させることができます。 

特長
●I/O部にコネクタを採用することで、配線工数の削減が可能となりました。
フォトカプラ入力(16点、32点)、トランジスタ出力(16点、32点)
全ユニットフォトカプラ絶縁を採用しています。

局種 リモートI/O

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 54x18.9x63.5/16点
73x18.9x61.5/32点

質量 0.047[kg](16点)	
0.058[kg](32点)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東朋テクノロジー株式会社	吉田端子台事業部
近畿	
　〒607-8232	京都市山科区勧修寺福岡町270番地
　TEL	:	075-581-7175		FAX	:	075-593-9447
　<E-mail>	kinki@toho-tec.co.jp
東京
　〒105-0004	東京都港区新橋5-20-3	新橋STビル4F
　TEL	:	03-3434-8986		FAX	:	03-3434-8988
　<E-mail>	tokyo@toho-tec.co.jp
名古屋
　〒460-0008	名古屋市中区栄3-10-22	東朋ビル3F
　TEL	:	052-684-5545		FAX	:	052-251-1610
　<E-mail>	nagoya@toho-tec.co.jp
北九州
〒802-0011	北九州市小倉北区重住3-1-20	プラザ川野1F
　TEL	:	093-922-1346		FAX	:	093-922-1373
　<E-mail>	kyushu@toho-tec.co.jp
<URL>	http://www.toho.yoshida-elec.com
<URL>	http://www.toho.yoshida-elec.com/info/product/cat4/tkn

パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

デジタル変位センサ用CC-Link通信ユニット SC-HG1-C
デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)をCC-Linkに直結。高精度測定値をダイレクトに転送可能。

特長
●デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)の測定値及び設定がCC-Link通信できます。
※変更	書き込み可能

●変位センサの測定値及び設定値がワード情報として取得でき、出荷管理やトレーサ
ビリティに活用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局/4局切換式

CC-Linkバージョン Ver.	1.10	/	Ver.	2.00	切換式

外形寸法 W	38mm×H	61.1mm×D	80mm

質量 約80g

標準価格 30,000円

問合せ先

会社名	:	パナソニック	デバイスSUNX株式会社
<コールセンタ>	電話番号	:	0120-394-205
<URL>	http://pidskr.panasonic.co.kr
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パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C
デジタルセンサをCC-Linkに直結可能。施工時間の短縮・省配線・省スペースを実現。

特長
●デジタルセンサの設定内容をファイルに保存可能。センサ交換時に設定値の書き
換えが簡単にでき、作業工数を削減。

●設定内容をファイル化することにより、トラブル時に設定内容の照合ができ早期復
旧に貢献。

●デジタルファイバセンサの光量を定期的に監視し、センサの不具合を初期段階で確
認し対応する「予防保全」が可能。

●CC-Linkを通じ、デジタルセンサの設定の遠隔操作が可能。現場作業者の工数を
最小限に抑えます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 4局	切換式

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 35(W)×41.4(H)×103.9(D)mm

質量 約70g

標準価格 30,000円

問合せ先

〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック	デバイスSUNX株式会社
技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html

パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

デジタルセンサ用CC-Link対応通信ユニット SC-GU3-01
デジタルセンサ(ファイバ、圧力、レーザ)をCC-Linkに直結。デジタルセンサの表示値・設定値がPCもしくは、タッ
チパネルで閲覧、変更可能。更に、横スライド無しでセンサ着脱が可能。

特長
●デジタルセンサ(ファイバ、圧力、レーザ)の情報(入光量、しきい値、他)が、CC-
Link通信できます。※変更・書き込み、可能

●センサの入光量(圧力は、圧力値)、設定値が、ワード情報として取得できます。出
荷管理やトレーサビリティに活用できます。

●センサのメンテナンスや故障時の交換に配慮して、横スライド作業無しで、センサ
の着脱が可能です。メンテナンススペース不要。

●1-5Vのアナログ入力ユニットSC-T1JAを使用することで、1-5Vのアナログ入力信
号を16台取得することが可能。

●三菱電機	MELSEC-Qシリーズを介してパソコンを接続することで、センサの監視＆
変更が可能なパソコンソフトを用意。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局	/	4局	切替式

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 40(W)×44.67(H)×104.15(D)mm

質量 約80g

標準価格 30,000円

問合せ先

会社名	:	パナソニック	デバイスSUNX株式会社
<コールセンタ>	電話番号	:	0120-394-205
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット 40ピン(FCN)コネクタタイプ AJ65SBTCF□-□, AJ65BTC□-□, AJ65VBTCF□-□
l/O部に40ピンコネクタを採用することにより、配線作業工数の大幅削減が可能です。

特長
●40ピンコネクタ(FCNコネクタ)で様々な機器との接続が可能です。

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ AJ65VBTS□-□
ネジ締め、増し締め不要のため配線工数の低減可能

特長
●ユニットの取付けはDINレール、ネジ取付けが選択可能

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×137(W)×51.5(D)[mm],
50(H)×222(W)×51.5(D)[mm]

質量 0.41kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) AJ65VBTCE□-□
業界標準のe-CONを採用

特長
●センサコネクタで簡単配線

●ユニットの取付けはDINレール、ネジ取付けが選択可能

●3線式センサ入力が可能

●6方向に取付け可能

●16点ユニットはDINレールへの縦、横両方向の取付けが可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×100(W)×45.5(D)[mm]

質量 0.10kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65BTB□-□
特長

●制御盤への取付けがネジ、DIN	レールのどちらでも可能です。

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65DBTB□-□
既設のA2CCPU、MELSECNET/MINI-S3入出力ユニットを、そのままCC-Linkユニットに置換え可能

特長
●A2C入出力ユニットと同一形状(同一取付け寸法)のため、取付け穴加工が不要で
す。

●既設ユニットの配線端子台をそのままCC-Linkユニットへ装着することで、ユニット
交換時の配線変更の負担を軽減します。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBTB□-□
セルフアップネジを採用し、配線作業の省力化を実現

特長
●制御盤への取付けがネジ、DIN	レールのどちらでも可能です。

●全ユニットでフォトカプラ絶縁またはリレー絶縁を採用しています。

●丸圧着端子取付け時、端子ネジの取り外しが不要

●端子台上部のフィンガープロテクトにより、人が充電部に触れることがないため、端
子台タイプのデジタルI/O	ユニットも機械への直接取付けが可能です。

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×179(W)×40(D)[mm]

質量 0.25kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット ワンタッチコネクタタイプ AJ65SBTC□-□ AJ65VBTCU□-□
バラ線圧接接続方式により、配線作業工数が大幅に削減できます。

特長
●制御盤への取付けがネジ、DINレールのどちらでも可能です。

●全ユニットでフォトカプラ絶縁を採用しています。

●ハンダ付け、電線皮ムキ、ネジ締めが不要

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 50(H)×118(W)×40(D)[mm]

質量 0.16kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット 防水コネクタタイプ AJ65FBTA□-□
水を使用する環境でも安心して使用できます。

特長
●防水タイプデジタルI/O	ユニットは、IP67に対応した保護構造を採用しています。

●全ユニットでフォトカプラ絶縁を採用しています。

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 200(H)×60(W)×48(D)[mm]

質量 0.40kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

安全リレーユニット QS90SR2SN-CC/QS90SR2SP-CC
プログラムレスで使用可能。最高レベルの安全認証を実現

特長
●配線のみで安全回路を構成することができます。プログラムや設定は不要です。

●増設用安全リレーユニットを接続することにより、最大4点の安全入力/安全出力が
使用できます。小規模の安全制御に最適です。

●最高の安全レベルの認証を取得したユニットです。(EN954-1/ISO13849-1カテ
ゴリ4/パフォーマンスレベルE)

●ユニットに異常がある場合は安全に停止する、フェールセーフを実現しています。

●スプリングクランプ端子台の採用により、ねじ締め作業が不要。配線作業の大幅
削減が可能です。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 112(H)×45(W)×115.9(D)
[mm]

質量 0.37kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

診断機能付きリモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台プッシュインタイプ AJ65ABTP3-16D AJ65ABTP3-16DE
診断機能付きでメンテナンスが簡単に！

特長
●診断機能による保守性の向上

●断線(未接続)検出の有効／無効を設定可能

●外部供給電源の監視による配線異常の確認

●シーケンスプログラム	による配線状態の「見える化」

●AJ65ABTP3-16D：プラスコモンタイプ
AJ65ABTP3-16DE：マイナスコモンタイプ

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 50(H)×145(W)×57.5(D)[mm]

質量 0.31kg

標準価格 64,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plceng/
download/library/index.html
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三菱電機システムサービス�株式会社� デジタルI/O

2.4GHz帯 無線ユニット(CC-Link対応)SWL30-CL-E, SWL30-XY08-E
特長

●1：N(双方向通信)が可能です。(親局1台当り最大64台	入出力各880点	アナロ
グ入力124ch)
※子局(SWL30-XY08-E)にI/O増設ユニット(SWLEX-XY16)を接続することで、
子局1台あたり最大入力信号120点、最大出力信号120点のI/O点数を増設する
ことが可能です。
※子局(SWL30-XY08-E)にアナログ入力増設ユニット(SWLEX-AD4)を接続する
ことで、子局1台あたり最大32chのアナログ入力を増設することが可能です。

●技術基準適合証明を取得済みですのでご使用に際しての免許手続きは不要です。

●屋内約60m、屋外約300mの通信が可能です。(見通し)

●中継局を追加することにより通信距離を最大600mに延長できます。(屋外見通し)
(障害物などの周囲の環境により異なります。)

●DINレールの取付が可能です。(付属品使用時)

●無線通信の状態を端子台から出力します。(SWL30-XY08-Eのみ)
(LIVE通信／エラー出力をパラメータ設定により選択します。)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局、2局、3局、4局

CC-Linkバージョン Ver.	2.00、Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
北海道支店	:		 011-890-7515	 関西支社	:		 06-6454-0281
北日本支社	:		 022-353-7814	 中四国支社	:		 082-285-2111
東京機電支社	:	03-3454-5511	 四国支店	:		 087-831-3186
北陸支店	:	 076-252-9519	 九州支社	:		 092-483-8208
中部支社	:	 052-722-7602
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/wireless/swl30/swl30_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp

Mitsubishi�Electric�India,�PVT�LTD� デジタルI/O

点灯式プッシュボタン操作盤。(注文コード：CCL8IPB) 
CC-Linkに接続できるプッシュボタン操作盤です。

特長
●直ぐにご利用いただけるプッシュボタン操作盤です。短時間でシステムや装置に組
み込むことができます。

●3色表示可能な工業用点灯式プッシュボタンを8つ装備します。

●それぞれのプッシュボタン/ランプにシートを挿入することでラベル表示できます。

●水平方向または垂直方向に取り付け可能です。

●外部機器を接続するため、デジタル入力を1点、トランジスタ出力を1点装備します。

●デバッグ用に「ランプテスト」と「プッシュボタンテスト」モードを装備します。

●フロントパネルはIP65対応です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局占有

CC-Linkバージョン 	バージョン1.1

外形寸法 234	x	155	x	40	mm

質量 0.460	kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.mitsubishielectric.in/
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ワゴジャパン�株式会社� デジタルI/O

CC-Link用モジュラー式I/Oシステム
デジタル及びアナログの入出力機器の混在が可能です。
CC-Linkバスカプラ(750-310)と各種モジュールを組合わせる柔軟構成です。

特長
●固定または自動アドレスモードの切り替えができます。
通信スピードの設定は、ロータリースイッチの位置を選ぶことで行います。

●占有局数を選ぶことができます(最大4局)。
他社はユニットごとに占有する局数は固定ですが、ワゴI/Oは組み込まれるモジュー
ル数に応じて局数を選定できます(自動アドレスモード)。

●アナログ、デジタルの各入出力が混在できます。
各入出力モジュールの組合わせ、および位置を自由に選ぶことができます。

●必要な点数に応じてモジュールを構成できるので、コスト及びスペース効率のよい設
計ができます。

局種 Remote	device	station

占有局数 1局、2局、3局、4局を選択可

CC-Linkバージョン

外形寸法 51×65×100(mm)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒136-0071	東京都江東区亀戸1-5-7日鐵NDタワー
ワゴジャパン株式会社	東京営業所	西堀
TEL：03-5627-2059	FAX：03-5627-2055
Mail：motohiro.nishibori@wago.com

ワゴジャパン�株式会社� デジタルI/O

16ch CC-Linkデジタル入／出力ユニット
各チャンネルにコモンポート (0V, 24V) がついているリモート I/O です。

特長
●・CC-Link	通信線と電源線を一本化可能
・Pushin	CAGE	CLAMP	構造にて、プッシュイン接続可能
・CC-Link	ネットワークを中断することなくコネクタの装脱着可能
・各チャンネル、コモンポート標準装備

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 51.5(H)	x	92(W)	x	106(L)	[mm]

質量 約150	g	(CC-Linkコネクタ含む)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ワゴジャパン株式会社
電話番号	:	03-5627-2050
<URL>	http://www.wago.co.jp/corporate/
<URL>	http://www.wago.co.jp/download/tech/
<E-mail>	info-jp@wago.com
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Pilz�GmbH�&Co� デジタルI/O

PNOZ m ES CC-Link - Fielbus module for CC-Link in combination with one of the base units of the configurable contol system PNOZmulti 2
構成可能制御システムPNOZmulti 2用の、もう一つのCC-Link接続用フィールドバスモジュールが利用可能です。
フィールドバスモジュールの入出力は、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorで設定され、非常に簡単です。
フィールドバスモジュールは、自動化機能用の仮想入出力の設定および診断データの読み込みに使用します。
PNOZmultiを別のフィールドバスシステムに接続する必要がある場合もプログラム変更なしで容易に可能です。

特長
●	1～ 63の局アドレスをロータリースイッチで選択
・LEDによるステータスインジケーター
・CC-Link上のサブスクライバー	(子局)
・占有局数：3
・伝送速度：最大10Mbit/s、ロータリースイッチで選択
・フィールドバスへの接続:	5ピンCombicon差し込みコネクター
PNOZ	m	B0またはPNOZ	m	B1ベースユニットの左側へ最大1台のPNOZ	m	ES	
CC-Linkが接続可能です。

局種 リモートデバイス1台

占有局数 3

CC-Linkバージョン V1.10

外形寸法 寸法(高さ×幅×奥行)：
101.4×22.5×110.4(mm)

質量 110g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

Pilz	Japan	Co.,	Ltd.
Safe	Automation
Ichigo	Shin-Yokohama	Bldg.	4F
3-17-5	Shin-Yokohama	Kohoku-ku
222-0033	Yokohama	Japan
Telephone:	+81	45	471-2281
Telefax:	+81	45	471-2283
E-Mail:	pilz@pilz.co.jp
Internet:	www.pilz.jp<URL>	http://www.pilz.jp
<URL>	 https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100204711080JJ/
PNOZmulti-2-communication/772135=PNOZ-m-ES-CC-Link

Pilz�GmbH�&Co� デジタルI/O

PNOZmulti mc7p CC-Link用通信モジュール
特長

●1から63までの局アドレス。ロータリースイッチで選択可能

●LEDによるステータス表示

●CC-Link上のサブスクライバー(スレーブ)

●占有局：2局

●通信速度：最大10Mbit/s。ロータリースイッチで選択可能

●ユニット背面のジャンパーを使用して、最大1個のフィールドバス・モジュールをベー
スユニットに接続可能

局種 1	Remote	Device

占有局数 2

CC-Linkバージョン 1.10

外形寸法 115mm	x	93mm	x	22mm
4,52"	x	3,66"	x	0,866"

質量 105	Gr.	=	3,7	oz.

標準価格 please	request

問合せ先

<URL>	http://www.pilz.com/
<URL>	https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100203702480FX/
PNOZmulti-communication/773716=PNOZ-mc7p-CC-Link-2
<URL>	https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100203702480FX/
PNOZmulti-communication/773725=PNOZ-mc7p-CC-Link-coated-version
<URL>	https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100203702480FX/
PNOZmulti-communication/773726=PNOZ-mc7p-CC-Link
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Pilz�GmbH�&Co� デジタルI/O

PNOZmulti Mini mmc7p CC-Link用通信モジュール
プログラマブル安全リレー PNOZmulti MiniをCC-Linkに接続する通信モジュールです。ベースユニットに接続して
用います。

特長
●Station	addresses	from	1	…	63,	selected	via	rotary	switch

●Status	indicators	via	LEDs

●Subscriber	(Slave)	on	CC-Link

●Occupied	stations:	2

●Transmission	rate:	Max.	10	Mbit/s,	selected	via	rotary	switch

●Max.	1	fieldbus	module	can	be	connected	to	the	base	unit	using	jumpers	
on	the	back	of	the	unit

局種 1	Remote	Device

占有局数 2

CC-Linkバージョン 1.10

外形寸法 110mm	x	93mm	x	22mm
4,33"	x	3,66"	x	0,86"

質量 90Gr.	=	3,17oz.

標準価格

問合せ先

会社名	:	ピルツジャパン株式会社
電話番号	:	045-471-2281
e-mail	:	pilz@pilz.co.jp
その他	:	www.pilz.co.jp
<URL>	http://www.pilz.co.jp/
<URL>	https://www.pilz.com/eshop/pilz/login/switchlanguage/
(layout=7_67_4_66_9&uiarea=0)/.do?country=INT&language=DE
<URL>	https://www.pilz.com/ja-JP/eshop/0010100205710980NW/
PNOZmulti-Mini-communication/772035=PNOZ-mmc7p-CC

Molex�Inc.� デジタルI/O

TBDCC-480P-88U
TBDCC-480P-88U (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/O 
devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine 
mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them 
ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.

特長
●Digital	8	Inputs	PNP.
Connector	IO	type	:	M12
Connector	CC-LinkIO	type	:	M12
Connector	Power	type	:	M12
Operating	temperature	-10°c	…	+70°c
Storage	temperature	-20°c	…	+85°c
Protection	Class	IP67

局種 Remote	I/O	Station	
(Cyclic	communication	only)

占有局数 1

CC-Linkバージョン 1.1

外形寸法 30	x	175	x	20	mm	
(1.18"x6.89"x0.78")

質量 200	gr

標準価格 Contact	Eric	Goric.	
eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/1121015006IO_MODULES.xml
<E-mail>	eric.gory@molex.com
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Molex�Inc.� デジタルI/O

TBDCC-880P-844 
TBDCC-880P-844 (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/O 
devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine 
mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them 
ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.

特長
●Digital	8	Inputs	PNP
Connector	IO	type	:	M8
Connector	CC-LinkIO	type	:	M12
Connector	Power	type	:	M8
Operating	temperature	-10°c	…	+70°c
Storage	temperature	-20°c	…	+85°c
Protection	Class	IP67

局種 Remote	I/O	Station	
(Cyclic	communication	only)

占有局数 1

CC-Linkバージョン 1.1

外形寸法 30	x	175	x	20	mm	
(1.18"x6.89"x0.78")

質量 200	gr

標準価格 Contact	Eric	Goric.	
eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/1121015000_MOLEX_PARTS.xml
<E-mail>	eric.gory@molex.com

Molex�Inc.� デジタルI/O

TBDCC-444P-88U-G
TBDCC-444P-88U-G (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers 
to I/O devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be 
machine mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes 
them ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.

特長
●Digital	4	Inputs	PNP	/	4	Outputs	PNP.
Connector	IO	type	:	M12
Connector	CC-LinkIO	type	:	M12
Connector	Power	type	:	M12
Operating	temperature	-10°c	…	+70°c
Storage	temperature	-20°c	…	+85°c
Protection	Class	IP67

局種 Remote	I/O	Station	
(Cyclic	communication	only)

占有局数 1

CC-Linkバージョン 1.1

外形寸法 30	x	175	x	20	mm	
(1.18"x6.89"x0.78")

質量 200	gr

標準価格 Contact	Eric	Goric.	
eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/1121015007IO_MODULES.xml
<E-mail>	eric.gory@molex.com
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Molex�Inc.� デジタルI/O

TBDCC-844P-844-G
TBDCC-844P-844-G (CC-Link IO) modules provide a reliable solution for connecting industrial controllers to I/
O devices in harsh duty environments. Contained in an IP67 rated housing, Brad I/O modules can be machine 
mounted and are able to withstand areas where liquids, dust or vibration may be present. This makes them 
ideally suited for many applications including material handling and automated assembly.

特長
●Digital	4	Inputs	PNP	/	4	Outputs	PNP.
Connector	IO	type	:	M8
Connector	CC-LinkIO	type	:	M12
Connector	Power	type	:	M8
Operating	temperature	-10°c	…	+70°c
Storage	temperature	-20°c	…	+85°c
Protection	Class	IP67

局種 Remote	I/O	Station	
(Cyclic	communication	only)

占有局数 1

CC-Linkバージョン 1.1

外形寸法 30	x	175	x	20	mm	
(1.18"x6.89"x0.78")

質量 200	gr

標準価格 Contact	Eric	Goric.	
eric.gory@molex.com

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/11210150004_MOLEX_PARTS.xml
<E-mail>	eric.gory@molex.com

シチズンファインデバイス株式会社� デジタルI/O

CC-Link通信ユニット SA-ECL
接触式変位センサ(SAシリーズ)との組合せで省配線化につながる、シンプルなシステム構築が可能

特長
●接触式変位センサ(SAシリーズ)の測定値の読込や各種設定が行なえます。

●SA-ECL1台に接触式変位センサ用コントローラ(SA-SD)を最大15台連結すること
ができ、様々な多点測定に対応可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局/4局切替式

CC-Linkバージョン Ver.	1.10	/	Ver.	2.00	切換式

外形寸法 W	38×H	61.1×D	80[mm]

質量 約80g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

シチズンファインデバイス株式会社
TEL	:	0555-22-1141
<URL>	http://cfd.citizen.co.jp/
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株式会社�第一エレクトロニクス� デジタルI/O

FSA-110 アナンシェータ
8回路分の故障/状態表示を集約した110角アナンシェータ

特長
●故障/状態入力×8点、外部操作入力×2点、警報出力×2点(重故障、軽故障)を
標準装備。

●入力個別に重故障(点灯色：赤)、軽故障(点灯色：アンバー)、状態(点灯色：白
/緑/青/赤)の動作モードを自由に設定可能。

●CC-Link通信(オプション)により、故障または状態情報の遠方監視が可能。

●テスト機能により、入力を加えることなくシーケンス(故障/状態表示・警報出力・通
信出力)動作の確認が可能。

●有機ELディスプレイによるガイダンス表示で、設定が容易。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 110×110×104[mm]

質量 0.5[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	第一エレクトロニクス	営業本部	
〒121-8639
東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
TEL	:	03-3885-2411		FAX	:	03-3858-3966
<URL>	http://www.daiichi-ele.co.jp/
<E-mail>	sales@daiichi-ele.co.jp

株式会社アルファーシステムズ� デジタルI/O

ASS16シリーズ リモートI/Oユニット
ASS16-INPUT デジタル入力ユニット
ASS16-OUTPUT 保護機能付きトランジスタ出力ユニット

特長
●業界標準のe-CON(センサーコネクタ採用)
入出力用に色分けされたケーシング
フォトカプラ絶縁
小型軽量ロープライス

局種 リモートI/O局

占有局数 1局32点割付(16点使用)

CC-Linkバージョン Ver1.1

外形寸法 65(D)×108(W)×40(H)

質量 75g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社アルファーシステムズ
TEL	:	0268-64-4540	内線51
<URL>	http://www.alpha-systems.jp/
<E-mail>	m-terasawa@alpha-dg.net
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Tianjin�Sentinel�Electronics�Co.,�Ltd.� デジタルI/O

ELCL-IM16-0001
Fieldbus I/O module CC-Link,16 Digital PNP Inputs,M12 A code connection

特長
●16チャンネルPNP入力

●各チャンネルは独立の診断機能を持っている

●電子回路はエポキシ樹脂で埋め込まれる

●ガラス繊維材質のカバー使用

●衝撃及び振動に強い

●IP67保護レベル

局種 リモートI/O局

占有局数 1局占有

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 [mm]220.5x60.4x27

質量 [kg]0.575

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.sentinel-china.com
<URL>	http://www.sentinel-china.com/home/product/encodeindex/id/303.html

ELCO(TIANJIN)�ELECTRONICS�CO.,�LTD.� デジタルI/O

Spider67 CC-Link Gatway Unit------SPCL-GW-001
Spider67 is a new and revolutionary expandable I/O system. The gateway module supports standard 
bus protocols. Varius sub-modules are available. The simple and easy installation makes Spider67 
especially suitable for applications in roufh environments.

特長
●Protection	class	IP67

●Supports	standard	industrial	protocols

●Compact	design	minimizes	mounting	space	requirement

●Flexible	I/O	configuration	with	a	combination	of	extension	modules

●LED	status	indication,	fast	function	diagnosis

局種 Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 [mm]60x155x30

質量 [kg]0.5

標準価格

問合せ先

会社名	:		ELCO(TIANJIN)ELECTRONICS	CO.,LTD
電話番号	:		86-(0)22-23888288/23788282
e-mail	:	sales@elco.cn
<URL>	http://www.elco-holding.com
<URL>	http://www.elco-holding.com/product/list-167.html
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サンテスト�株式会社� デジタルI/O

IRDM-CCL
サンテスト IRDシリーズCC-Link通信モジュール
リニアセンサモジュールや油圧サーボモジュールなどのモジュールと組み合わせて使います。

特長
●CC-Linkを通じてサブモジュールで得られた現在位置を取得したり、パラメータを変
更することができます。

●サブモジュールはGYリニアセンサモジュール(IRDS-GY)や油空圧サーボモジュール
(IRDS-SV)などをはじめ、様々なタイプをご用意しており、ユーザで必要に応じて組
み合わせて使うことが出来ます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 55(W)×99(H)×111(D)mm	(突
起部除く)

質量 250g

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	サンテスト株式会社
電話番号	:	06-6465-5561
e-mail	:	info@santest.co.jp
<URL>	http://www.santest.co.jp/ja

Autonics�Corporation� デジタルI/O

ARIO-C-CL
Station Type : Device Station
Number of Station occupied : 1 ～ 4 Station (1 ～ 8 Extention) / Static 4 Station 1 Extention
CC-Link Version : Version 2.00
Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

特長
●Auto-occupied	station	setting	and	station	occupied	station	(occupied	by	4	
stations)	according	to	module	data.

●Up	to	32	additional	modules	can	be	connected.

●Flexible	IO	configuration	using	various	modules	(ARIO-S	series).

●Can	be	maintained	during	operation	(Hot-Swap).

局種 remote	device	station

占有局数 1～ 4station

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法 45	x	100	x	70

質量 0.165	kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://jp.autonics.com/	
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株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

60C マルチアナログ入出力ユニット
既設の信号変換器を有効に利用できます。

特長
●マルチアナログ入出力ユニットは実績豊富なラック形変換器10･RACKや
18･RACK変換器シリーズをCC-Linkと接続するインターフェースです。すでに
10･RACKや18･RACK変換器シリーズをお使いの場合、変換器とマルチアナログ
入出力ユニットとをコネクタで接続すれば既設システムをCC-Linkに接続できます。
入力用、出力用がありそれぞれ4台用､ 8台用､ 16台用をご用意しました。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1ノード(4台用)、2ノード(8台用)、
4ノード(16台用)

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

90,000円(4台用)、
100,000円(8台用)、
110,000円(16台用)出力用は
10,000円加算、信号変換器代
は含みません。

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

61C マルチアナログ通信ユニット
記録計・指示計用などに絶縁された標準信号を取り出せます。

特長
●エム･システム技研の超小形変換器「ピコマル」シリーズは出力が相互に絶縁された
2出力形です。
マルチアナログ通信ユニットは、専用多連ベースを使い、この「ピコマル」シリーズを
16台一括してCC-Linkと接続するインターフェースです。

●通信用に1出力を使い、残ったもう1出力を記録計指示計用などに利用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局(4台用)、2局(8台用)、
4局(16台用)

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 85,000円(4台用)～

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

M2BC マルチアナログ伝送器
各種アナログセンサ信号はもちろん､ 電力用から空気圧､ 信号演算まで行ってCC-Linkに直結します。

特長
●エム･システム技研のコンパクト形変換器
「みにまる」シリーズでは豊富な機種を取り揃えています。
マルチアナログ伝送器は、この「みにまる」シリーズを複数台多連ベースに取り付け、
一括してCC-Linkと接続するインターフェースです。
入力用、出力用がありそれぞれ4台用､ 8台用､ 16台用をご用意しました。

●The	multi-analog	transmitter	is	an	interface	that	can	accommodate	plural	
Mini-M	series	units	on	the	multiple	base	and	connect	them	collectively	to	
the	CC-Link.

●The	multi-analog	 transmitter	comes	 in	 input	and	output	 types	each	of	
which	is	for	4	units,	8	units,	and	16	units.

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局(4台用)、2局(8台用)、
4局(16台用)

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 110,000円(4台用)～

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

R1C マルチアナログ入力ユニット
熱電対入力1点あたり1万円を実現した手のひらサイズのリモートI/Oです。
検出データを実量値で伝送するため換算の必要がありません。

特長
●熱電対・直流入力16点のアナログ信号をCC-Linkに入力するためのマルチアナロ
グ入力ユニットです。

●電源投入時にCC-Link	Ver.1.10とCC-Link	Ver.2.00の切換が可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver.1.10	4局占有、
Ver.2.00	1局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.10,	Ver.2.00

外形寸法 W175×H115×D40mm

質量 約400g

標準価格 160,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

多チャネル組合せ自由形リモートI/O R3シリーズ R3-NC
カードの種類が豊富で、チャネル単価が安いリモートI/Oです。

特長
●電源カード、通信カード、入出力カードおよびベースから構成され、基本的にはディッ
プスイッチの設定だけで容易に使用することが可能です。

●豊富な入力カードや通信カードを備え、多種多様な分野にて使用していただけます。

●ネットワークの2重化、電源の2重化に対応しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局占有、
8局占有(Ver.1.11のみ)

CC-Linkバージョン Ver.1.11、Ver.2.00

外形寸法 W56～448×H130×D120mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

コンパクト組合せ自由形リモートI/O R5シリーズ
各ポート間がすべて絶縁されている、安心のリモートI/Oです。

特長
●R5シリーズはカード化された電源部、通信部およびI/O部を、ベースのスロットに差
し込んで組み立てる構造になっています。

●カードの組合せには自由度があり、様々な要求仕様に対応できます。また、カード
はワンタッチで取付け、取外しが可能でメンテナンス性に優れています。

●ネットワークの2重化、電源の2重化に対応しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局占有、8局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.11

外形寸法 W157～ 379×H96×
D106.5mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

超小形ミニマムシステムリモートI/O R6シリーズ
僅かなスペースを最大限に有効利用できる超小形組合せ方式のリモートI/Oです。

特長
●比較的点数が少なく信号の入力、出力が混在するアプリケーションに適しています。

●スプリング式端子、ねじ端子、ユーロ端子の3タイプから端子を選択できます。

●アナログ入力、出力カードのレンジはディップスイッチで設定できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.10,	Ver.2.00

外形寸法 W75xH104xD116mm
(Wはベースタイプによります)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

少チャネルコンパクト一体形リモートI/O R7シリーズ
少点数で場所をとらない一体形リモートI/Oです。

特長
●シリーズ最小コンパクト一体形設計です。

●増設ユニットをワンタッチで接続できます。

●アナログ入出力と接点入出力を混在できます。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W115(増設ユニット接続時：
210)×H50×D54mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

電力マルチユニット R9CWTU
通信部、入出力部、電源部が一体となったオールインワン構造の電力マルチユニットです。

特長
●クランプ式交流電流センサを使用するため、CT(計装用変成器)を用意しなくても測
定可能です。

●8回路まで計測可能(電圧共通)です。

●SDカードを装着することで、電流、電力などのカレンダー付きのロギングが可能です。

●奥行きが浅く小形の盤にも収まりやすい構造です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W125xH140xD80mm

質量 約500g

標準価格 149,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

R8-NC3(省スペースリモートI/O R8シリーズ)
電源通信ユニット
(CC-Link用、Ver.2.00対応、アナログ64点対応)

特長
●●アナログ入出力やデジタル入出力信号をフィールドバス
(CC-Link)に入出力するリモートI ／ Oカード
●省スペース
アプリケーション例
●DCSやPLC用のリモートI ／ Oカード

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver2.0

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

会社名	:	(株)エム・システム技研
電話番号	:	0120-18-6321
<URL>	http://www.m-system.co.jp/Japanese/
<URL>	http://www.m-system.co.jp/products/remote/remote04.html
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COWIN.FA�Co.,Ltd� アナログI/O

ANALOG DIGITAL I/O
CW-CCLK-IO

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.cowinfa.com

株式会社�キーエンス� アナログI/O

デジタル表示機能付 ネジ端子台タイプアナログユニット KV-RC4AD/KV-RC4DA
その場で確認できる5桁デジタル表示 ／ クラス最高分解能 1/12000

特長
●5桁デジタル表示を搭載
デジタル値、スケーリング値、アナログ値がその場で確認できます。

●クラス最高分解能	1/12000
±10Vでは1/24000と、高精度な制御が実現可能

●CC-Link	Ver.	2対応
占有局数を節約可能。Ver.	1としても使用できます。

●本体設定機能
PLCの設定プログラムや専用ツールが不要、本体のみで設定が可能です。

●トリガ入力端子(KV-RC4AD)
見たいタイミングのデータを確実にとらえるトリガ入力端子を装備

●汎用入出力端子装備(KV-RC4AD)
汎用的に使える入出力端子を各1点装備(トリガ入力兼用)

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver.2.00時	1局2倍		
Ver.1.10時	2局

CC-Linkバージョン Ver2.00/Ver.1.10

外形寸法 118(W)×51.2(H)×40(D)

質量 約0.2kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	AC事業部
TEL：06-6379-1271	FAX：06-6379-1270
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/kv5000
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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エムティティ株式会社� アナログI/O

リモート IO ME1000 シリーズ CC-Link 通信モジュール / ME1091
柔軟性と可用性を高いレベルで兼ね備えたリモートI/Oシステム「ME1000シリーズ」

特長
●電源二重化、通信二重化に対応。

●スタック方式を採用。最大10台のIOモジュールまで自由に組み合わせることができ
ます。

●IOモジュールの端子台は取り外し可能。モジュールの交換が配線状態で可能です。

●熱電対入力、測温抵抗体入力、mV入力、HiV入力、ポテンショメータ入力に対
応しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10、Ver.2.00

外形寸法 W35×H125×D110mm
(突起を含まず)

質量 約175g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

TEL：0120-853-537
<URL>	http://www.mtt.co.jp/
<URL>	http://www.mtt.co.jp/keisou/me1000.html
<E-mail>	info@mtt.co.jp

エムティティ株式会社� アナログI/O

CC-Link Ver.2 対応 16ch アナログ入力用 絶縁信号変換処理システム / CC3901-16AI
CC-Link Ver.2 に対応したマルチアナログ伝送器

特長
●超小型モジュールと専用多連ベース/1点ソケット取付の構造

●1ベース(ラック)に最大16チャネル搭載

●オープンフィールドネットワーク伝送(CC3901はCC-Link	Ver.2対応)

●供給電源の一括供給が可能のため、個々の電源配線が不要

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10、Ver.2.00

外形寸法

壁取付	:	
W480×H110×D101mm
DIN	レール取付	:	
W480×H110×D116mm

質量 約2.1kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

TEL：0120-853-537
<URL>	http://www.mtt.co.jp/
<URL>	http://mtt.co.jp/keisou/cc3900.html
<E-mail>	info@mtt.co.jp
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ハカルプラス株式会社� アナログI/O

C1シリーズ アナログI/Oユニット
チャネル間絶縁付のプロセス計装用センサ直入力形リモートI/Oです。

特長
●ADユニットと信号変換器及び特性変換器の機能が一体化

●チャネル間絶縁耐電圧AC2000V，1分間

●温度フリーレンジ(入力点別に個別設定)

●4点警報，アナログ演算等の計装用演算機能を内蔵、警報設定値はCC-Linkマス
タ局出力レジスタで設定

●容積式流量計などのパルス信号の積算と瞬時値変換

●パソコン用ツールソフト(無償提供)による機能設定

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W200×H60×D126mm

質量 約750g

標準価格 160,000円(税別)

問合せ先

タケモトデンキ株式会社	計測営業課
TEL：06-6300-2112	FAX：06-6308-7766
<URL>	http://www.takemotodenki.co.jp
<E-mail>	eigyo11@takemotodenki.co.jp

ハカルプラス株式会社� アナログI/O

C2シリーズ CC-Link用信号変換器
1点出力型の信号変換器です。

特長
●測定値出力,リモート出力が選択可能

●アナログ信号のCC-Linkの直結が可能

●アナログ入出力も同時に対応可能

●省スペース・プラグイン型の実現

●入力－出力－CC-Link－電源－大地間AC2000V，1分間

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W50×H80×D132mm

質量 約400g

標準価格 35,000円

問合せ先

タケモトデンキ株式会社	計測営業課
TEL：06-6300-2112	FAX：06-6308-7766
<URL>	http://www.takemotodenki.co.jp
<E-mail>	eigyo11@takemotodenki.co.jp
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ハカルプラス株式会社� アナログI/O

C3シリーズ アナログI/Oユニット
入出力相互間非絶縁の8点,16点型リモートI ／ O機器群

特長
●4～ 20mAの電流入力時の外付け抵抗は不要

●標準スキャン周期は100ms

●入出力―通信―電源間	絶縁

●分離型・固定型のコネクタ選択が可能

●移動平均フィルタ・スケーリング機能を内蔵

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W150×H90×D42

質量 約200g

標準価格 8点ユニット：60,000円，
16点ユニット：100,000円

問合せ先

タケモトデンキ株式会社	計測営業課
TEL：06-6300-2112	FAX：06-6308-7766
<URL>	http://www.takemotodenki.co.jp
<E-mail>	eigyo11@takemotodenki.co.jp

昌栄電機�株式会社� アナログI/O

VIC-CL20 汎用8ch入力変換器
特長

●入力信号コネクタは着脱が容易なBNC型、信号部・電源部はツーピース型端子台
を採用し、現場設置のユニット交換が容易に行えます。

●遠隔操作により各チャンネルのゼロスパン校正が可能です。

●ユニット取付用の取付脚がパネル側または背面側に取り付け可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン

外形寸法 200(H)×49(W)×150(D)

質量 1.25kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒154-0023
東京都世田谷区若林1-29-2
昌栄電機株式会社	設計部
TEL：03-3419-1351	FAX：03-3414-5813
<URL>	http://www.shoei-electric.co.jp
<E-mail>	tech@shoei-electric.co.jp
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三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ−デジタル変換ユニット コネクタタイプ AJ65VBTCU-68ADVN AJ65VBTCU-68ADIN
チャンネルごとに入力レンジの切換えが可能

特長
●Ver.2対応
従来3局占有で8チャンネルであったのが1局占有で8チャンネル使用することができ
ます。また、ロータリスイッチの設定により従来のVer.1としても使用できます。

●高い精度
使用周囲温度が0～ 55℃のときデジタル出力値の最大値に対して±0.3％、使用
周囲温度が25±5℃のときデジタル出力値の最大値に対して±0.2％の精度でA/D
変換を行います。

●チャンネルごとにアナログ入力レンジを切り換えることができ、入出力変換特性を変
更することができます。

●1/±4000の高分解能が可能
入力レンジ切換えにより、デジタル値の分解能を1/4000、1/±4000	
(AJ65VBTCU-68ADVNのみ)のいずれかに選択設定でき、高分解能のデジタル
値を得ることができます。

●サンプリング処理／平均処理の指定
変換方法としてサンプリング処理と平均処理の選択が、チャンネルごとに指定できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver.1モード	3局、
Ver.2モード	1局

CC-Linkバージョン Ver.1,	Ver.2

外形寸法 115(H)×41(W)×67(D)[mm]

質量 0.17kg

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ−デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64AD
1ユニットで4チャンネルのA/D変換が可能

特長
●アナログ入力	4チャンネル(電圧入力／電流入力)

●－10V～＋10V/－20mA～＋20mAのアナログ値を0～＋4000/－2000～＋
2000のデジタル値に変換

●チャンネルごとに電圧入力，電流入力の選択が行えます。

●変換許可・禁止の設定がチャンネルごとに可能

●ボリュームレスでオフセット／ゲイン調整がチャンネルごとに可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]

質量 0.35kg

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ−デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64AD
省工数を実現した高精度、高分解能、高速変換 CC-Link 4CHアナログ入力ユニット

特長
●アナログ入力4チャンネル

●総合精度(0～ 55℃ )±0.2%以内の高精度

●最大変換速度	200μs/CHの高速変換

●高分解能	電圧入力時	0.25mV	電流入力時	1μA

●伝送速度自動追従機能の内蔵による伝送速度設定の省略

●外部接続端子台にも2ピース構造を採用、終端抵抗をユニット内部に内蔵し省配
線、省工数を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法 50(H)×122(W)×54(D)[mm]

質量 0.25kg

標準価格 78,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	 http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plceng/
download/library/index.html

三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ−デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT-64AD
チャンネルごとにレンジ切り替え可能

特長
●アナログ入力	4チャンネル(電圧入力／電流入力)

●従来のA/D変換ユニットと比べ小型化

●－10V ～＋10V/0mA ～＋20mAのアナログ値を－4000 ～＋4000/0 ～＋
4000のデジタル値に変換

●変換速度を変化させずに平均処理を行うことができます。

●サンプリング処理／移動平均処理の指定

●マスタ局1台に対して最大42台のAJ65SBT-64ADを接続することができます｡

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×118(W)×40(D)[mm]

質量 0.20kg

標準価格 56,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

測温抵抗体入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64RD3
省工数、省スペースを実現した測温抵抗体入力ユニット

特長
●省スペース	SBTサイズの4チャンネル測温抵抗体入力ユニット

●JIS規格準拠の2種類の白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、DIN規格準拠のニッ
ケル測温抵抗体(Ni100)が使用可能

●チャンネルごとに断線検出可能

●チャンネルごとにサンプリング処理または平均処理(回数平均/時間平均/移動平均)
の指定が可能

●伝送速度自動追従機能の内蔵による伝送速度設定の省略

●外部接続端子台にも2ピース構造を採用、終端抵抗をユニット内部に内蔵し省配
線、省工数を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1

外形寸法 50(H)×122(W)×54(D)[mm]

質量 0.25kg

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

熱電対入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-68TD
1ユニットで8チャンネルの温度-デジタル変換が行えます。

特長
●JIS規格に準拠した7種類の熱電対(K、E、J、T、B、R、S)が使用できます。

●チャンネルごとに任意の熱電対を選択できます。

●チャンネルごとに変換許可／禁止指定ができます。

●未使用チャンネルを変換禁止することにより、不要な断線検出フラグの発生を防止
するとともにサンプリング時間を短縮できます。

●チャンネルごとに熱電対または補償導線の断線が検出できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]

質量 0.40kg

標準価格 200,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

測温抵抗体入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64RD3, AJ65BT-64RD4
1ユニットで4チャンネルの温度-デジタル変換がおこなえます。

特長
●Pt100・DIN(JIS	C1604-1997、IEC	751	1983対応)、JPt100(JIS	C1604-
1981対応)が使用できます。

●チャンネルごとに変換許可／禁止指定ができます。

●未使用チャンネルを変換禁止することにより、不要な断線検出プラグの発生を防止
するとともにサンプリング時間を短縮できます。

●移動平均処理許可時、チャンネルごとに白金測温抵抗体入力から得た過去4回分
の温度変換値を平均し、リモートレジスタへ格納します。

●平均値を格納することでノイズの影響による誤差を少なくできます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]

質量 0.38kg

標準価格 140,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

デジタル−アナログ変換ユニット コネクタタイプ AJ65VBTCU-68DAVN
チャンネルごとに出力レンジの切換えが可能

特長
●Ver.2対応
従来3局占有で8チャンネルであったのが1局占有で8チャンネル使用することができ
ます。また、ロータリスイッチの設定により従来のVer.1としても使用できます。

●高い精度
使用周囲温度が0～ 55℃のときアナログ出力値の最大値に対して±0.3％、使用
周囲温度が25±5℃のときアナログ出力値の最大値に対して±0.2％の精度でD/
A変換を行います。

●チャンネルごとにアナログ出力レンジを切り換えることができ、入出力変換特性を変
更することができます。

●1/±4000の高分解能が可能
出力レンジ切換えにより、分解能を1/4000、1/±4000(－10～＋10Vレンジ、ユー
ザレンジ設定1選択時)のいずれかに選択設定でき、高分解能のアナログ値を得る
ことができます。

●シーケンサCPUがSTOP時のアナログ出力保持／クリア設定が可能
シーケンサCPUがSTOPになったとき、またはエラー発生によりD/A変換を停止した
とき、直前にユニットの各チャンネルから出力されていたアナログ値を保持するかクリ
アするかを指定できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver.1モード	3局、
Ver.2モード	1局

CC-Linkバージョン Ver.1,	Ver.2

外形寸法 115(H)×41(W)×63(D)[mm]

質量 0.16kg

標準価格 120,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64DAI
1ユニットで4チャンネルのD/A変換が可能

特長
●アナログ出力4チャンネル(電流出力)

●0～＋4000のデジタル値を4mA～＋20mAのアナログ値に変換

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]

質量 0.2kg

標準価格 120,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-64DAV
1ユニットで4チャンネルのD/A変換が可能

特長
●アナログ出力4チャンネル(電圧出力)

●－2000～＋2000のデジタル値を
－10V～＋10Vのアナログ値に変換

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]

質量 0.2kg

標準価格 120,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64DA
省工数、省スペースを実現した高精度、高分解能 CC-Link 4CHアナログ出力ユニット

特長
●アナログ出力4チャンネル

●総合精度(0～ 55℃ )±0.3%以内の高精度

●最大変換速度	200μs/CHの高速変換

●高分解能	電圧出力時	0.333mV	電流出力時	0.95μA

●伝送速度自動追従機能の内蔵による伝送速度設定の省略

●外部接続端子台にも2ピース構造を採用、終端抵抗をユニット内部に内蔵し省配
線、省工数を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1

外形寸法 50(H)×122(W)×54(D)[mm]

質量 0.25kg

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT-62DA
チャンネルごとにレンジ切り替え可能。

特長
●アナログ出力2チャンネル

●－4000～＋4000/0～＋4000のデジタル値を
－10V～ +10V/0mA～＋20mAのアナログ値に変換

●従来のD/A変換ユニットと比べ小型化

●最大42台まで接続可能

●チャンネルごとにアナログ出力レンジを切り換えることができ，入出力変換特性を変
更することができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×118(W)×40(D)[mm]

質量 0.2kg

標準価格 60,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

熱電対入力ユニット ネジ端子台タイプ AJ65SBT2B-64TD
熱電対入力ユニットに4チャンネルタイプがラインナップ

特長
●必要なチャンネル数に応じて、ユニットタイプをお選びいただけます。

●ユニットサイズの小型化で省スペース化を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×122(W)×54(D)[mm]

質量 0.3kg

標準価格 130,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

ヨシオ電子�株式会社� アナログI/O

CCL-A4D4 4CHアナログ入出力ユニット
アナログ装置用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長
●アナログユニット等の自動制御装置等に最適なユニットです。

●内部処理時間	=	2msと高速です。

●外部電源部と内部回路はアイソレートしております。

●NRTL取得	(UL61010-01A)

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 24×130(155)×95

質量 0.4kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL:	042-471-2587		FAX:	042-471-2588
<URL>	http://www.yosio.co.jp
<URL>	http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc06.php
<E-mail>	info@yosio.co.jp
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METIS�CO.,�LTD.� アナログI/O

MT99DK3-08AD
This product is a PLC product based on CC-Link communication, it is an analog-digital converter.
It converts the voltage / current analog value into a digital signal and inputs it to the PLC.

特長
●8	channel	analog	converter	-	DC	voltage	input	&	DC	ampere	input

●0V～ 5V	input	mode

●0V～ 10V	input	mode

●4mA～ 20mA	input	mode

●Each	channel	can	be	set	individually

局種 Remote	Device	station

占有局数 2	station

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W=41,	D=55,	H=115

質量 200g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr

METIS�CO.,�LTD.� アナログI/O

MT99DK3-08ADV2
8 channel analog-to-digital converter

特長
●8	channel	analog	input.

●Operate	mode	:		0V～ 5V	input	mode	or	0～ 10V	input	mode.	(Select	use)

●8	channel	sensor	power	output.	(24VDC)

●Digital	signal	range	:	0 ～ 4905		

局種 Remote	device	station

占有局数 1	station

CC-Linkバージョン Ver.2.00

外形寸法 47.5	x	117	x	47.5	[mm]

質量 100g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr
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ワゴジャパン�株式会社� アナログI/O

750-325 CC-Link フィールドバスカプラ 
CC-Link V1.1およびV2.0に対応する750シリーズのフィールドバスカプラです。アナログ、デジタル特殊モジュール
を柔軟に組み合わせてCC-Linkのスレーブとして動作させるための
CC-Link通信ユニットです。

特長
●デジタル及びアナログの入出力モジュールの混在が可能です。
CC-Linkバスカプラ(750-325)と各種モジュールを柔軟に組み合わせることが可能
です。

局種 リモートデバイス局

占有局数
V1.1：	1～ 4局占有、	
V2.0：	1～ 4局占有
(各1,2,4,8倍設定)

CC-Linkバージョン V1.1、V2.0の両方に対応

外形寸法 61.5mm(高さ)	x	71.9(幅)	x	
100mm(奥行)

質量 149g

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	ワゴジャパン株式会社
電話番号	:	03-5627-2050
e-mail	:	motohiro.nishibori@wago.com
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シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社� 表示器

GP3000シリーズ用CC-Linkユニット CA7-CCLALL/EX-01
インテリジェントデバイス局 CC-Link Ver2.0に対応しました

特長
●GP3000シリーズでCC-Link機能のサイクリック伝送およびトランジェント伝送が使
用できます。

●サイクリック伝送機能の使用により、マスタ局に割付けられたすべてのリモート入出
力およびリモートレジスタに対してモニタが可能です。

●トランジェット伝送機能の使用により、マスタ局および複数のローカル局PLCのデバ
イスアクセスが可能です。

●メモリ設計なしにプログラムレス通信を手軽に実現できます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/2.0

外形寸法 88.4(W)×91.0(H)×35.1(D)
mm

質量 約300g

標準価格 58,000円

問合せ先

以下のサイトでご確認ください。
<URL>	http://www.proface.com/ja/contact
<URL>	http://www.proface.co.jp/

アイレス電子工業�株式会社� 表示器

メッセージランド3 CC-Link ML6408C(10C・12C) ML9608C(10C・12C)
三菱PLCネットワーク・CC-Link直結対応16dot LED表示器

特長
●CC-Linkに直接接続できる16ドット文字表示器

●リモートデバイスに属性(色、表示方法等)を書き込めば表示可能

●CC-Linkを通信媒体として文字情報を受信し表示が可能

●CC-Link	マスタ(1台)に、生産指示表示盤は、最大42台接続可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法 800×140×100(文字高96mm)、
600×150×100(文字高64mm)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒642-0015
和歌山県海南市且来840
アイレス電子工業株式会社
FAシステム事業本部	営業部	今西	啓夫
<URL>	http://www.ailes.co.jp
<E-mail>	imanishi@ailes.co.jp

表
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三菱電機株式会社� 表示器

GOT1000用CC-Link通信ユニット GT15-J61BT13
インテリジェントデバイス局ユニット CC-Link Version2に対応しました。

特長
●GOTをCC-Link	Ver.2フィールドネットワークシステムに組み込むことが可能

●CC-Link	Ver.2ユニットは、CC-Link	Ver.1ユニットの上位互換品であり、容易に
移行が可能

●ユーティリティ・作画ソフトの接続機器設定により、煩わしいスイッチ設定が不要

●GOTマルチチャンネルに対応

●QCPU(Qモード)のマルチCPUシステム・Q二重化システムに対応

●GOTユーティリティ，作画ソフトとの組み合わせによるネットワーク構築のしやすさを
向上

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1局/4局で選択可能

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量 0.18kg

標準価格 60,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� 表示器

三菱グラフィックオペレーションターミナル ハンディ用CC-Linkインタフェースユニット：GT11HS-CCL, GT11H-CCL
CC-Linkを経由してハンディGOTとQシリーズシーケンサを接続できます。
ハンディGOTは脱着可能ですので、GT11H(S)-CCLから取り外し、別のGT11HS-CCLへ接続したり、同時に接続
し機械を操作することができます。

特長
●シーケンサに対してCC-Link経由による遠隔操作が可能になります

●ハンディGOTからCC-Link上のQシーケンサのマスタ局CPUに対してモニタ/データ
変更等のオンライン操作を行なうことができます

●ハンディGOTの操作スイッチ入力情報をCC-Link経由でQシーケンサのマスタ局
CPUに送信できるため省配線が可能です

●ハンディGOTの着脱用スイッチ=リリーススイッチを装備しており、通電中のハンディ
GOTの脱着が可能です

●ハンディGOT非常停止スイッチ接点中継機能：GT11H-CCLの場合,この中継接
点はハンディGOTを未接続時でもオープンとなりません

●GT11HS-CCLの場合はオープンとなります

局種 インテリジェント局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法 126×72×80	[mm]

質量 約0.5	[kg]

標準価格 GT11HS-CCL：85,000円	
GT11H-CCL：85,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
三菱電機FA機器電話技術相談：052-712-2417
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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発紘電機�株式会社� 表示器

CU-02 モニタッチ V8/V7シリーズ用 CC-Link通信I/Fユニット
CC-Linkとプログラムレスで接続可能!!
高速かつ分散型のシステム構築を実現し、生産性の向上に威力を発揮します。

特長
●モニタッチV8/V7シリーズにCU-02(CC-Link通信I/F)を装着することで、CC-Link
接続が可能です。

●V8/V7シリーズはインテリジェントデバイス局として動作します。

●V8/V7シリーズはPLCとプログラムレスで通信でき、データレジスタ(D)などの各種
デバイスにアクセス可能です。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1局または4局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 98.0(H)×150.5(W)×32.0(D)mm

質量 約0.23kg

標準価格 CU-02:60,000円
その他はお問合せ下さい。

問合せ先

〒924-0035
石川県白山市上柏野町890番地1
発紘電機株式会社	開発センター	営業窓口
TEL:076-274-5210			FAX:076-274-5200
<URL>	http://www.hakko-elec.co.jp
<E-mail>	gyoumu1@hakko-elec.co.jp

表
示
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株式会社�エー・アンド・デイ� ロードセル・指示計

AD-4430C
The AD-4430C is a weighing indicator that amplifies signals from a load cell, converts it to digital data 
and displays it as a mass value.

特長
●The	CC-Link	communication

●Remote	I/O	function

●The	digital	linearization	function	/	The	digital	span	mode

●Weighing	sequence

●Dual	digital	filter

●Flow	rate	(change	volume)

局種 Remote	device	station

占有局数 1	station,	2	stations,	
4	stations	(1	to	64)

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W	35	x	H	110	x	D	101(mm)

質量 0.18kg

標準価格 Please	contact	us

問合せ先

<URL>	http://www.aandd.co.jp/

株式会社�エー・アンド・デイ� ロードセル・指示計

DIN Rail Weighing Module (AD-4430C)
特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

ロ
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株式会社�エー・アンド・デイ� ロードセル・指示計

多機能ウェイング・インジケータ AD-4402
多機能タイプのウェイングインジケータです。小型のボディーでありながら、大型の表示部と充実した計量機能を備え
ています。プラントの様々な機器に対応するためCC-Link及びその他の入出力を用意しています。

特長
●100回/秒の高速サンプリングで重量変化に敏感に対応

●メモリ機能	原料・配合コード別に100種類の登録が可能

●配合機能搭載。本機1台で複数の原料の配合が可能

●投入・排出計量シーケンス内蔵投入時間、排出時間の監視や補投入機能を搭載

●充填、混合等に対応するシーケンス機能搭載

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 192×96×177

質量 約1.8kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
株式会社	エー・アンド・デイ	販売促進部企画課
TEL.03-5391-6126(直)	FAX.03-5391-6129
<URL>	http://www.aandd.co.jp
<E-mail>	andgzb@163.com

株式会社�エー・アンド・デイ� ロードセル・指示計

CC-Link専用ウェイング・インジケータ AD-4408C
特長

●CC-Linkとダイレクトに接続可能
(CC-Linkインターフェイス標準装備)

●シーケンサとの接続に徹したシンプル設計

●高速(100回／秒)・高精度

●軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適

●表示部	防塵・防水(パネルマウント時)

●1マスターで最大64台接続可能(AD-4408Cのみの構成時)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W144×H72×D135mm
(突起部含む)

質量 約0.8kg

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

〒170-0013	東京都豊島区東池袋3丁目23番14号	
株式会社	エー・アンド・デイ	販売促進部企画課	
TEL.03-5391-6126(直)	FAX.03-5391-6129
<URL>	http://www.aandd.co.jp
<E-mail>	andgzb@163.com
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株式会社�共和電業� ロードセル・指示計

計装用コンディショナ WGA-680A
機器組み込み用
ひずみゲージ式変換器と組み合わせて、高速サンプリングで荷重などの物理量を直読値で表示できる計装用コン
ディショナです。比較機能、ホールド機能、アナログ(D-A)出力が標準装備されています。高速サンプリングのため、
圧入やプレスなどの速い現象の測定・制御に威力を発揮します。

特長
●サンプリング4000回/秒、分解能24ビットの高性能処理

●充実した比較機能(上上限、上限、OK、下限、下下限)

●4000回/秒のアナログ(D-A)出力を標準装備

●多彩なインタフェースを準備(CC-Link,RS-485/TEDS,RS-232C/TEDS,BCD出
力/TEDS)

●比較機能はLED3色で表示(通常時は緑、上限を超えると赤、下限を超えると橙)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1，2，4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96(W)	×96(H)	×126(D)mm	
(突起部含まず)

質量 約750g	(オプション含まず)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	共和電業
〒182-8520
東京都調布市調布ヶ丘3-5-1
TEL	:	042-488-1111	(大代)
FAX	:	042-481-3258
<URL>	http://www.kyowa-ei.com/

株式会社�共和電業� ロードセル・指示計

波形表示型計装用コンディショナ WGA-910A
WGA-910Aはタッチパネルを採用した計装用コンディショナです。圧入やプレスの加圧変化等を波形でモニタでき、
数値だけではとらえ難い荷重や圧力などの物理量変化を視覚的に確認できます。

特長
●TFT液晶採用で視野角を従来より拡大

●SDカードスロット(SDHC対応)を標準装備

●数値登録校正、	絶対圧測定に対応

●サンプリング4000回/秒、分解能24ビットの高性能処理

●充実した比較機能(上上限、上限、OK、下限、下下限)

●多彩なインタフェースを準備(CC-Link,RS-485,BCD出力,D-A出力,BCD/D-A出
力)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1，2，4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法
100(W)	×96(H)	×135(D)mm	
(突起部含まず	)

質量 約950g	(オプション含まず	)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	共和電業
〒182-8520
東京都調布市調布ヶ丘3-5-1
TEL:	042-488-1111	(大代)
FAX:	042-481-3258	
<URL>	http://www.kyowa-ei.com/
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大和製衡�株式会社� ロードセル・指示計

ロードセル用デジタル指示制御器 EDI-2000
ホッパースケール(配合秤)をはじめとした、適用範囲の広い、汎用重量指示制御器です。

特長
●日本語以外に英語、韓国語、中国語の表示が可能

●CC-Linkを使うことで複数のはかりの集中操作が省配線でおこなえ、簡単に、設定
や計量結果の取り込みができます。

●安全・安心な計量を実現する豊富な自己診断機能を備えています。

●多彩なグラフ表示機能で正確な計量管理ができます。

●AD変換周辺回路はもとより、励磁電圧・ロードセルの配線等のチェック機能が内
蔵されており
運転中の故障等をいち早く検知する事ができます。

●ケース前面はIP65相当の防塵・防滴性能に対応しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 128(W)×157(H)×185(D)

質量 約2kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒673-8688
兵庫県明石市茶園場町5番22号
大和製衡株式会社	産機事業部	産機営業課
TEL：078-918-5555
FAX：078-918-5552

大和製衡�株式会社� ロードセル・指示計

EDI-800/910 ロードセル用指示制御器
ホッパースケール(配合秤)をはじめとした、適用範囲の広い汎用指示制御器です。

特長
●A/D変換100回/秒、分解能300,000カウントを誇る高速・高精度・高分解能

●最大100銘柄の設定を記憶し、銘柄番号の選択で簡単に変更可能

●CC-Linkを使うことで複数のはかりの集中操作が省配線でおこなえます。

●省配線・高速・簡単に、設定や計量結果の取り込みができます。

●CC-Linkとの通信は、オプションスロットにCC-Linkカード(オプションD)を装着するだ
けで可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン

外形寸法 96(W)×144(H)×178(D)

質量 約1.1kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒673-8688
兵庫県明石市茶園場町5番22号
大和製衡株式会社	産機事業部	産機営業課
TEL：078-918-5555
FAX：078-918-5552
<URL>	http://www.yamato-scale.co.jp
<E-mail>	tei-s@yamato-scale.co.jp
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株式会社バルコム� ロードセル・指示計

CC-Link専用ウェイング・インジケータ VWM8C
・CC-Linkとダイレクトに接続
・高性能デジタルフィルター搭載！
・振動の多い環境下で実力を発揮します。

特長
●CC-Linkとダイレクトに接続可能。
・シーケンサとの接続に徹したシンプル設計。
・軽量かつコンパクトなボディで制御板などへの組み込みに最適。
・表示部	防塵・防水(パネルマウント時)。
・1マスターで最大42台接続可能。(リモートデバイス局として使用)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W144×H72×(D134.7)、
パネルカット寸法	W138×H68

質量 約800	g

標準価格

問合せ先

株式会社バルコム	営業部	企画課
〒560-0035	
大阪府豊中市箕輪3-7-25
TEL	:	06-6857-1811		FAX	:	06-6857-1003
<URL>	http://www.valcom.co.jp/
<URL>	http://www.valcom.co.jp/product/sd/vwm8c/index.html
<E-mail>	info.valcom@valcom.co.jp

株式会社バルコム� ロードセル・指示計

高速ストレンゲージパネルメータ VGM4
小型・高機能かつ優れたパフォーマンス
・4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現

特長
●高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示
・ユーザー視点を考慮したワーニング表示
・16bitアナログ出力(電圧0±1～ 10V、電流4～ 20mA)
・プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極
性ホールド機能付
・比較設定出力4点

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W96×H52.5×(D140.2)、
パネルカット寸法	W92×H45

質量 約300g

標準価格

問合せ先

株式会社バルコム	営業部企画課
TEL	:	06-6857-1811		FAX	:	06-6857-1003
<E-mail>	info.valcom@valcom.co.jp
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株式会社�ティアンドティ� ロードセル・指示計

MX-22-D24-CC
ローコスト小型CC-Link対応のロードセル用指示計です。

特長
●重量表示・リミッター動作に機能を限定し、低価格を実現しております。

●小型、寸法69mm×98mm×99mmのパネル埋め込み型です。

●リミッターを4点装備しています。

●ロードセルの出力値を設定するだけで容易に接続することが可能です。

●2局占有タイプの指示計です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 H69×W99×D92
(突起物を含まず)

質量 約0.5kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒229-1113	神奈川県相模原市すすきの町3-9
TEL	:	042-752-4481	FAX	:	042-752-4972
<URL>	http://www.techtry.co.jp/
<URL>	http://www.techtry.co.jp/products/amp-hyoujiki/amp-mx-22.htm
<E-mail>	info@techtry.co.jp

ミネベアミツミ株式会社� ロードセル・指示計

ロードセル用デジタルインジケータ CSD-815B-73
低価格、軽量、小型のロードセル用デジタルインジケータです。

特長
●寸法96mm×96mm×129.5mmと小型

●質量約0.5kgと軽量

●3段のコンパレータを装備、その他各種制御入出力装備

●ピークホールド機能付

●電源ワイドレンジ対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96(W)×96(H)×129.5(D)	[mm]

質量 約0.5	kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社	センシングデバイス事業部
〒251-8531	神奈川県藤沢市片瀬1-1－1
TEL	:	0466-22-7151		FAX	:	0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL>	http://www.minebea-mcd.com
<URL>	http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd815.html
<E-mail>	keisokukiki@minebeamitsumi.com
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ミネベアミツミ株式会社� ロードセル・指示計

CSD-891B-73 ロードセル用デジタルインジケータ
盤内収納型のロードセル用デジタルインジケータです。

特長
●寸法67mm×208mm×143mmの、盤内収納タイプ

●200回/秒の高速A/Dサンプリング

●5段のコンパレータを装備。その他各種制御入出力装備

●フルデジタルキャリブレーション機能を搭載

●電源ワイドレンジ対応

●表示部，操作部を備え、単独での動作も可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社	センシングデバイス事業部
〒251-8531	神奈川県藤沢市片瀬1-1－1
TEL	:	0466-22-7151		FAX	:	0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL>	http://www.minebea-mcd.com
<URL>	http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd891b.html
<E-mail>	keisokukiki@minebeamitsumi.com

ミネベアミツミ株式会社� ロードセル・指示計

CSD-892-73 デジタル変換モジュール
高機能で手のひらサイズ!! 
FAシステムに適したスマートモデル

特長
●500回/秒の高速A/Dサンプリング及び外部出力制御で自動はかり、充填器などの
高速計量システムに適しています。

●DC24V電源仕様

●35mm幅DINレール取付・CEマーク適合品

●軽量化、小型化を実現！
重量	約260g、サイズ	72mm×96mm×67.4mm(W×H×D)

●CC-Link、USBインターフェイス(USB	2.0/1.1に準拠)を標準装備

●CC-Link経由での校正が可能

●ショートカットキー搭載でカンタン校正

●PCアプリで設定データの書込、読込、保存、印刷が容易

●CEマーク適合品

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 72mm×96mm×67.4mm
(W×H×D)

質量 約260g

標準価格 お問合わせ下さい

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社	センシングデバイス事業部
〒251-8531	神奈川県藤沢市片瀬1-1－1
TEL	:	0466-22-7151		FAX	:	0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL>	http://www.minebea-mcd.com
<URL>	http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd892.html
<E-mail>	keisokukiki@minebeamitsumi.com
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ミネベアミツミ株式会社� ロードセル・指示計

デジタルインジケータ CSD-903-73
ミネベアの計量ノウハウを惜しみなく継承した新たなスタンダードモデル。
計量システムに最適なロードセル用デジタルインジケータです。

特長
●メイン表示は視認性の良い文字高11.55mmの前面発光型蛍光表示管(FLVFD)
を採用

●総数18桁の多彩なサブ表示と16個の状態表示で計測状況をアクティブに表現

●投入/排出制御以外に、補正投入、自動落差補正、自動累積機能などを制御可
能

●2線式シリアルインターフェイスを標準装備

●パソコンと接続してパラメーターの設定を保存/書込みできるコミュニケーションツール
を用意

●CC-Linkインターフェイス搭載時においてもCEマーク適合品、RoHS対応、保護
等級：IP65

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 144(W)×72(H)×146.7(D)
[mm]

質量 約1.0kg

標準価格 お問合せ下さい

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社	センシングデバイス事業部
〒251-8531	神奈川県藤沢市片瀬1-1－1
TEL	:	0466-22-7151		FAX	:	0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL>	http://www.minebea-mcd.com
<URL>	http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd903.html
<E-mail>	keisokukiki@minebeamitsumi.com

ミネベアミツミ株式会社� ロードセル・指示計

CSD-912B-73  ロードセル用グラフィックデジタルインジケータ
ホッパースケール、パッカースケールの高度なシーケンス制御から台ひょうの単純計量まで、オールラウンドに対応
可能なロードセル用グラフィックデジタルインジケータです。

特長
●タッチパネル付き広視野角6.2インチTFTカラー液晶表示器を採用し、各種設定の
メニューを確認できるので簡単に操作することができます。

●グラフ表示では大投入・中投入・小投入の計量状態などが視覚的に確認できます。

●銘柄コードと配合コードは100種類まで登録が可能です。

●1000回/秒の高速A/D変換(内部分解能24ビット)

●コンパクトなDINサイズ(192	mm×96	mm)で従来品との置き換えがスムーズにでき
ます。

●各種計量システムに適合する充実した計量シーケンスを装備しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 192(W)×96(H)×170(D)	[mm]

質量 約1.6	kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社	センシングデバイス事業部
〒251-8531	神奈川県藤沢市片瀬1-1－1
TEL	:	0466-22-7151		FAX	:	0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL>	http://www.minebea-mcd.com
<URL>	http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd912b.html
<E-mail>	keisokukiki@minebeamitsumi.com
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ミネベアミツミ株式会社� ロードセル・指示計

デジタルピークホルダー CSD-709-73
高速サンプリング4000回/秒のデジタルピークホルダーです。

特長
●4	000回/sの高速サンプリング

●様々なアプリケーションに対応可能

●用途に応じたホールド機能

●多彩なインターフェイス

●メモリー増設(オプション)によりPCで波形表示と条件設定が可能

●CEマーク適合品

●保護等級：IP64

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96mm×48mm×110mm(W×H
×D)

質量 約500g(別売品含まず)

標準価格 お問合わせ下さい	

問合せ先

ミネベアミツミ株式会社	センシングデバイス事業部
〒251-8531	神奈川県藤沢市片瀬1-1－1
TEL	:	0466-22-7151		FAX	:	0466-22-1701
技術問い合わせ専用フリーダイヤル：0120-950008
<URL>	http://www.minebea-mcd.com
<URL>	http://www.minebea-mcd.com/product/i-amp/csd709.html
<E-mail>	keisokukiki@minebeamitsumi.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

F735
F735は、ロードセルからの信号をデジタル値に変換して表示するインジケータです。
CC-Link Ver.2.00を標準装備しており、Ver.2 リモートデバイス局として通信することができます。
 高速(300回/秒)・中速(100回/秒)・低速(30回/秒)に動作モードを切換可能で、高速応答が必要な用途から高い
安定性が必要な用途まで幅広く対応することができます。
 振動に強く、面倒なフィルタ設定もワンボタンの簡単操作でOK。フロントパネル部は付属のパッキンを取り付けるこ
とでIP65の防塵・防水対応になります。
5点較正、目盛自動切換、高分解能＆比較機能、計量法対応など、「はかる」にこだわりの充実機能を搭載したコス
トパフォーマンスに優れた実用機です。

特長
●CC-Link	Ver.2.00を標準装備

●IP65の防塵・防水対応

●フィルタ切換可能(高速300回/秒・中速100回/秒・低速30回/秒から設定)

●振動を除去する高機能フィルタ(指示値を確認しながらフィルタの設定が可能)

●高分解能＆比較機能により精密はかりから簡易的な重量検品まで対応	

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00

外形寸法 144(W)	×	72(H)	×	99(D)	mm	
(突起部含まず)	

質量 約800g

標準価格 オープン価格

問合せ先

ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL	:	03-3639-6121/6120
FAX:		03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F735.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

FC1000
FC1000は、白色液晶とサブディスプレイ、IP65相当の防塵・防滴仕様、銘柄メモリ機能、累積機能、SDカードによる
ログ機能、秒1200回の高速A/D変換で高速デジタル処理能力など充実した機能を盛り込んだウェイングインジケータです。

特長
●トータル計量機能
●高速サンプリング＆高分解能
●ノイズに強い高機能フィルタ搭載
●自動フィルタ調整機能
●IP65相当の防塵・防滴仕様
●プリンタ不要のSDカードログ
●鮮やかな白色液晶と便利な20桁サブディスプレイ
●標準計量シーケンス装備
●等価入力較正機能
●リニアライズ較正機能
●入力換算値表示機能
●DIN144×72サイズ、小型、軽量で奥行きもコンパクト
●32種類の銘柄メモリ機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 144(W)	×	72(H)	×	109(D)	mm	
(突起部含まず)

質量 約850g

標準価格 オープン価格

問合せ先

ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL	:	03-3639-6121/6120
FAX:		03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/FC1000.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

CC-Link用ウェイングコントローラ F156
CC-Linkインターフェイスを標準装備し、制御盤等の組込み使用に最適なウェイングコントローラ。

特長
●設定・動作指示を与えるだけで、ゲートを直接制御する計量シーケンス機能を搭載
しています。

●設定はCC-Linkの他、リモートコンソールユニット(別売)やRS-232Cからも行なえま
す。
また、当社製プリンタや表示器に簡単に接続できるシリアル出力も搭載しています。

●ゼロドリフト0.1μV/℃のロードセル用高精度ヘッドアンプ、秒500回の高速A/D変
換・デジタル処理能力を有し、1/10000(内部1/40000)の高分解能を実現して
います。

●機器組込みの他、DINレール取付(別売)用のアタッチメントを用意。コンパクトなサ
イズ(67W×185H×130D)で設置場所を選びません。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 67(W)×185(H)×130(D)mm

質量 約1.7kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F156.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

CC-Link用ウェイングコントローラ F160
制御盤組込み小型サイズに表示部を搭載。CC-Link対応のウェイングコントローラ。

特長
●制御盤内組込みを省スペースで実現できるコンパクトサイズ(67(W)×185(H)×
120(D)mm)

●秒1000回の高速A/D変換、高速デジタル処理能力。全入力範囲において表示
分解能1/10000を保証(内部分解能は1/40000)

●ロードセル用高精度ヘッドアンプによりゼロドリフト0.1μV/℃の超低ドリフトを実現
(代表値(typ)は0.08μV/℃ )

●上下・左右に装着可能な取付金具を付属しており、設置場所を選びません。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

●RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10対応

外形寸法 67(W)×185(H)×120(D)mm

質量 約1.2kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F160.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F372A
圧力・荷重・トルクなどを計測するストレインゲージ式センサ用デジタル指示計
グラフ表示と強力なホールド機能・良否判定機能で生産ラインの品質管理に最適

特長
●3.5インチカラー液晶&タッチパネルによる簡単操作。波形表示を使えば数値だけで
は判りにくい現象も視覚的に捕らえられます。

●26通りの豊富なホールドモード	(2点ホールド使用時)

●ホールドモード,比較,グラフなどの設定はCC-Linkより任意に切り替えながら制御が
可能です。

●CEマーキング取得／RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96.0(W)×96.0(H)×138(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F372A.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F377A
電圧・電流出力センサ用デジタル指示計
グラフ表示と強力なホールド機能・良否判定機能で生産ラインの品質管理に最適

特長
●3.5インチカラー液晶&タッチパネルによる簡単操作。波形表示を使えば数値だけで
は判りにくい現象も視覚的に捕らえられます。

●26通りの豊富なホールドモード	(2点ホールド使用時)

●ホールドモード,比較,グラフなどの設定はCC-Linkより任意に切り替えながら制御が
可能です。

●RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96(W)×96(H)×138(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F377A.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

ダイナミック・フォース・プロセッサ F381A
「力」の変化を見ながら、その場で問題解析＆設定
圧力・荷重・トルクなどの｢力」管理が思いのままに！！

特長
●3.5インチカラー液晶＆タッチパネルによる簡単操作

●豊富な比較制御機能(設定値を16種類まで選択可)

●時間や変位で変化する指示値に対して比較を行なう波形比較モード

●指示値の中の必要な点を検出して比較を行なうマルチホールドモード

●測定データをSDカードに保存(全波形記録可)

●ロードセル・変位センサを接続可能

●CEマーキング取得／RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96(W)×96(H)×117.3(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F381A.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ F600AT
計量に必要かつ充分な機能を厳選して搭載したベーシックタイプのウェイングコントローラ

特長
●見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。

●重量の変化をリアルタイムに波形表示し、大投入・中投入・小投入のタイミングを
マーキングします。指示値表示には視認性の高い大フォントを採用しています。

●チェッカースケール、ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに
対応したシーケンス機能を搭載しています。

●パネルサイズは国際規格のDINサイズ(92×92mm)です。

●8銘柄記憶できる定量値などの設定値をタッチパネル、またはCC-Linkをはじめとす
るインターフェイスにより設定することができます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96(W)×96(H)×138(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F600AT.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

累積値表示付ウェイングコントローラ F720A
高精度な計量制御に対応し、シーケンス機能を備えた汎用型ウェイングコントローラ

特長
●高精度な充填・排出計量制御が可能な定量切出機能、ホッパー・パッカースケー
ルに不可欠な計量シーケンス機能を備えています。

●秒200回の高速処理で重量値の変化に対応し、全入力範囲において表示分解能
1/10000を保証しています。(設定により1/40000に拡張可能)

●計測結果をリアルタイムで画面確認できるほか、集計機能により様々な演算表示が
可能です。

●累積値などの計量データおよび各種設定値を18桁サブディスプレイに表示できま
す。

●144W×72Hの小型DINサイズで、ロードセル接続部にはスペースをとらないねじ端
子台を採用しています。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 144(W)×72(H)×160(D)mm	
(突起部含まず)

質量 約1.0kg

標準価格 オープン価格

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F720A.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

オールインワンタイプウェイングコントローラ F800
高度なノウハウが必要とされるあらゆる計量システムに対応できる適用範囲の広いウェイングコントローラ

特長
●チェッカースケール、ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに
対応したシーケンス機能を搭載しています。

●目的優先方式のキー入力と高輝度蛍光表示管により設定操作は非常に簡単です。

●ゼロドリフト0.1μV/℃のロードセル用高精度ヘッドアンプ、秒100回の高速A/D変
換・デジタル処理能力を有し、全入力範囲において1/10000の高分解能を実現し
ています。

●100銘柄記憶できる定量値などの設定値をフロントキー、またはCC-Linkなどのイン
ターフェイスにより設定・選択して計量することができます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 130(W)×207(H)×150(D)mm

質量 約3.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F800.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

オールインワンタイプウェイングコントローラ F805A
計量システム専用に開発された豊富な機能と抜群の使い勝手を併せ持つウェイングコントローラ

特長
●見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。

●秒1000回の高速処理でロードセルからの入力を瞬時に波形表示。大投入や小投
入の切出しスピードの調整を直接波形を見ながら設定でき、大変便利です。

●ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに対応したシーケンス機
能を搭載しています。

●チェッカースケール、配合計量、ベルトスケール、コンスタントフィードウェア、総量
計量などのアプリケーションに特化したシーケンス機能を搭載した姉妹機もあります。

●100銘柄記憶できる定量値などの設定値をタッチパネル、またはCC-Linkをはじめと
するインターフェイスにより設定することができます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

●CEマーキング取得／RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 174(W)×135(H)×159(D)mm

質量 約2.3kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F805A.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

コンスタントフィードウェア用ウェイングコントローラ F805A-CF
定量供給/ロスインウェイト用に開発されたウェイングコントローラ

特長
●材料の定量供給と材料の補給を自動管理することができます。

●マスター/スレーブ運転が最大8台まで可能です。

●6種類のシーケンスモードにより柔軟な対応が可能です。(連続運転・バッチ運転・
固定運転・固定積算運転・自動調整運転・容量式運転)

●フィーダからの排出量(瞬時流量)に対する目標値を設定することができます。
目標値と瞬時流量のずれ(制御偏差)を比較して操作出力(制御量)を調整するフィー
ドバック制御(PID制御)を行うことで瞬時流量を管理することができます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

●CEマーキング取得／RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 174(W)×135(H)×159(D)mm

質量 約2.3kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F805A-CF.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

F805A-CK チェッカースケール用ウェイングコントローラ
チェッカースケール用に開発されたウェイングコントローラ

特長
●アプリケーションに合わせて計量モードを選べます。

●ベルト速度や計量物の寸法が一定ではない場合に便利な「走行モード」、計量物の
重量にバラツキがある場合に便利な「静止」モード

●計測結果をリアルタイムで画面確認できるほか、集計機能により様々な演算表示が
可能です。

●100種類の銘柄登録ができ、銘柄No.を呼び出すだけで設定値を切換えることがで
きます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

●CEマーキング取得/RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 174(W)×135(H)×159(D)mm

質量 約2.3kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F805A-CK.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

グラフィックディスプレイ型ウェイングコントローラ F600
計量に必要かつ充分な機能を厳選して搭載したベーシックタイプのウェイングコントローラ

特長
●見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。

●重量の変化をリアルタイムに波形表示し、大投入・中投入・小投入のタイミングを
マーキングします。指示値表示には視認性の高い大フォントを採用しています。

●チェッカースケール、ホッパースケール、パッカースケールなど各種計量システムに
対応したシーケンス機能を搭載しています。

●パネルサイズは国際規格のDINサイズ(92×92mm)です。

●8銘柄記憶できる定量値などの設定値をタッチパネル、またはCC-Linkをはじめとす
るインターフェイスにより設定することができます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 100(W)×96(H)×138(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

グラフィックディスプレイ型デジタル指示計 F370/F371
圧入・荷重・トルクなどを計測し制御するストレンゲージ式センサ用デジタル指示計
高速・高精度を要求される自動加工の結果の良否判定を行なう選別機や試験機に最適

特長
●見やすいガイダンスとタッチパネルにより取扱説明書なしで、簡単に操作ができます。

●高速デジタル回路と独自のプログラミング技術により、センサ信号入力から制御信
号出力までを秒2000回で処理できます。

●サンプル、極大値、変曲点など、16種類のホールド機能により、アナログ波形の
必要なポイントを逃しません。

●ホールドモード、比較、グラフなどの設定値はCC-Linkにより任意に切換ながら制
御することができます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

●CEマーキング取得

局種 リモートデバイス局

占有局数 1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 100(W)×96(H)×138(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F370-26-F371.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

F650-CK
チェッカースケール用に開発されたウェイングコントローラ。 振動系のノイズを除去する高機能フィルタにより安定、
正確な計量を実現。過不足比較、ランク分け、多彩な計量モード、コンベア制御など、必要な機能を凝縮したチェッ
カースケールの決定版です！

特長
●計測結果をリアルタイムで画面確認できるほか、集計機能により様々な演算表示が
可能

●8種類の銘柄登録機能。基準設定・過量・不足などの設定値をあらかじめ登録で
きる

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10・Ver.2.00

外形寸法 96(W)×96(H)×138(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F650-CK.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

Global standard model High performance design Weighing indicator F701-S
High grade unit that pursues high specifications and functions

特長
●F701-S	 is	a	weighing	 indicator	with	high	 specifications	and	various	
functions	such	as	super-low-drift	high-precision	amplifier,	 fast-sampling,	
weighing	 sequence	 functions	 that	 are	useful	 for	 automatic	weighing	
machines	and	control	I/O.

局種 Remote	device	station

占有局数 4	stations

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 192(W)×96(H)×140(D)	mm	
(Projections	excluded)

質量 Approx.	2kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.unipulse.com/en/
<URL>	http://www.unipulse.com/en/products/F701-S.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

ダイナミックフォースプロセッサ F395
圧力・荷重などのアナログセンサからの入力を秒4000回の高速処理でグラフィック表示し、解析・制御ができる。
自動加工の結果の良否判定を行なう選別機や試験機に最適

特長
●豊富な比較制御機能
・時間や変位とともに変化する指示値に対して常に上下限比較を行なう波形比較
モード
・変位の増減とともに変化する指示値に対して上下限比較を行なうヒステリシスモー
ド
・指示値の中の必要な点を検出して、上下限比較を行なうマルチホールドモード

●2CHのセンサ入力(ストレンゲージ・電圧・電流)をX･Y軸入力として使用できます。

●ロータリーエンコーダなどからのパルスを直接入力できます。

●CC-Linkとの通信は拡張スロットにCC-Linkボードを装着するだけで可能です。

●CEマーキング取得

局種 リモートデバイス局

占有局数 2、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 174(W)×135(H)×156(D)mm

質量 約2.3kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL：03-3639-6121 ／ 6120
FAX：03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/F395.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

CC-Link搭載 組込型 ウェイングインジケータ FC400
CC-Linkインターフェイスを標準搭載
ホッパースケール、パッカースケール、ウェイトモニタなど
あらゆる計量シーンにマッチするウェイングインジケータです。
ネットワークにより複数chでのシステム構築が簡単に行えます。

特長
●高速サンプリング＆高分解能

●ノイズに強い高機能フィルタ搭載

●等価入力較正機能

●リニアライズ較正機能

●標準計量シーケンス装備

●省スペースで組込に最適

●軽量コンパクトなDINレールタイプ

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W33(mm)×H88(mm)×
D91(mm)

質量 Approx.0.17kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL	:	03-3639-6121/6120
FAX:		03-3639-6130
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/FC400.html
<E-mail>	sales@unipulse.com
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ユニパルス株式会社� ロードセル・指示計

デジタル指示計 FS2000
圧入・加締め時の合否判定に最適！
スーパーセルの性能をフルに引き出す5kHzの高速応答！
波形表示で力の変化が一目瞭然！

特長
●2入力での合否判定!!

●波形表示による比較判定&ホールド機能

●ユーザーインターフェイスが大幅向上

●トレンド表示による予防保全

●変更された設定箇所が一目瞭然

●後からでも波形が見られて安心

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 132(W)×98(H)×110(D)mm

質量 約1.0kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ユニパルス株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町9-11
TEL	:	03-3639-6121/6120
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/
<URL>	http://www.unipulse.com/jp/products/FS2000.html
<E-mail>	sales@unipulse.com

ティアック株式会社� ロードセル・指示計

デジタル指示計 TD-700T(CCL)
優れたコストパフォーマンスで、カラー液晶搭載4000回/秒の高速処理を実現したデジタル指示計です。

特長
●•4000回/秒(ホールド時	20000回/秒)の高速処理により急峻な立ち上がりの現象
にも追従
•カラーLCD表示にて表示値のみならず、設定条件等必要な情報が一読できます
•物理量を直読できる±99999の	5桁デジタル表示
•日英表示切替対応
•TEDS	対応により感度校正が容易

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局、2局、4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 約	96	mm	×	53	mm	×	132	mm	
(突起部を含まず)

質量 約	300	g

標準価格

問合せ先

ティアック株式会社
TEL	:	042-356-9161
<URL>	http://loadcell.jp/products/amp/td-700t.html
<E-mail>	tic_cs@teac.co.jp
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ハカルプラス株式会社� ロードセル・指示計

M4SC ロードセル用計量コントローラ
ロードセルに接続し、複雑な重量制御をM4SCで可能、PLCの負荷を大幅に軽減出来ます。

特長
●高精度ロードセルアンプとA/D変換器を搭載し、計量値指示の高分解能を実現し
ています。

●機能設定は対話式入力方式で初期設定の操作性向上させています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W144×H192×D200

質量

標準価格 150,000円(税別)

問合せ先

〒532-0027
大阪市淀川区田川3丁目5番11号
タケモトデンキ株式会社	システム営業課
TEL	06-6300-2130	FAX	06-6308-7766
<URL>	http://www.takemotodenki.co.jp
<E-mail>	eigyo31@takemotodenki.co.jp

METTLER�TOLEDO� ロードセル・指示計

IND131/331 Industrial Scale Terminals
化工、製薬、冶金及び他のプロセス工業のために開発した高品質の計量器です。

特長
●OLED格子表示パネル、4つの操作ボタン

●マウント方式はデスクトップまたはウォールを選択可能

●環境保護レベルIP66

●マスタボードとオプションボードはモジュール化設計

●SDカードによるパラメータのバックアップとリフレッシュが可能

●CC-Linkとダイレクトに接続可能、アナログ出力

●Interfaces:CC-LINK，Analog	 output,	Allen-Bradley	RIO,	DeviceNet™,	
EtherNet/IP™,	Modbus	TCP,	PROFIBUS®	DP,	ControlNet™

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 220×131×177[mm]

質量 2.26[kg]

標準価格

問合せ先

Mettler-Toledo	Industry/Retail
111	West	Taihu	Road,	Xinbei	District,Changzhou,Jiangsu	Zip:	213125
TEL	:	0519-86642040
FAX	:	0519-86641991
<URL>	http://www.mt.com
<URL>	http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/
terminals_indicators/Process_Weighing_Terminals_CN/IND331_harsh.html
<E-mail>	ad@mt.com
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Autonics�Corporation� センサ・エンコーダ

BWM Series(V1)
半導体ウェハー検出センサーです。

特長
●メインとサーブで構成され、ダブルスキャン方式

●自動感度設定機能

●検出レベル設定機能

●検出エラー診断及び表示

●CC-Link通信モジュール内蔵

局種 リモートI/O

占有局数 1局32点

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 32	X	32	X	*

質量

標準価格

問合せ先

*海外販売先なし
<URL>	http://www.autonics.com/
<URL>	http://www.takex-elec.co.jp/product/specific/body_ASW_e.html
<URL>	http://www.osebong.com/autome/menu03_01.php?ptype=view&pr
dcode=0707140020&catcode2=121611&page=&

Autonics�Corporation� センサ・エンコーダ

BWM Series(V2)
Station Type : Device Station
Number of Station occupied : 1 or 2 Station
CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version
Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

特長
●Through-Beam	Type	Mapping	Sensor.

●It	used	double-Scan	method,	 it	can	stably	detect	glass	and	 it	doesn't	
matter	glass	type	or	status(such	as	glass	thickness,	curved	glass,	kind	of	
glass).

●It	composed	well-collimated	Lens	despite	scattered.

●It	can	easily	set	up	beacuse	It	has	user-friendly	funtion	are	auto	teaching,	
set	up	navigation,	alarm	for	missing	sensor	position.

●Self-diagnosis,	monitoring	light	power,	alarm	for	emitter	damage.

●It	can	change	sensing	level.

局種 remote	device	station

占有局数 1station,	2station

CC-Linkバージョン Ver.1.0	/	Ver.2.0

外形寸法 32	x	32	x	600～ 2,000

質量 2.7kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://jp.autonics.com/	
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Autonics�Corporation� センサ・エンコーダ

BWM Series[V1,V2(x1)]
Station Type : Device Station
Number of Station occupied : 1 or 2 Station
CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version
Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

特長
●Through-Beam	Type	Mapping	Sensor.

●It	used	double-Scan	method,	 it	can	stably	detect	glass	and	 it	doesn't	
matter	glass	type	or	status(such	as	glass	thickness,	curved	glass,	kind	of	
glass).

●It	composed	well-collimated	Lens	despite	scattered.

●It	can	easily	set	up	beacuse	It	has	user-friendly	funtion	are	auto	teaching,	
set	up	navigation,	alarm	for	missing	sensor	position.

●Self-diagnosis,	monitoring	light	power,	alarm	for	emitter	damage.

●It	can	change	sensing	level.

局種 remote	device	station

占有局数 1station,	2station

CC-Linkバージョン Ver.1.0	/	Ver.2.0

外形寸法 32	x	32	x	600～ 2,000

質量 2.7kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://jp.autonics.com/

Autonics�Corporation� センサ・エンコーダ

BWML Series
Station Type : Device Station
Number of Station occupied : 1 or 2 Station
CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version
Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

特長
●Through-Beam	Type	Mapping	Sensor

●It	used	double-Scan	method,	 it	can	stably	detect	glass	and	 it	doesn't	
matter	glass	type	or	status(such	as	glass	thickness,	curved	glass,	kind	of	
glass).

●It	composed	well-collimated	Lens	despite	scattered.

●It	can	easily	set	up	beacuse	It	has	user-friendly	funtion	are	auto	teaching,	
set	up	navigation,	alarm	for	missing	sensor	position.

●Self-diagnosis,	monitoring	light	power,	alarm	for	emitter	damage

●It	can	change	sensing	level.

局種 remote	device	station

占有局数 1	station,	2	station

CC-Linkバージョン Ver.1.0	/	Ver.2.0

外形寸法 32	x	32	x	600～ 2,000

質量 2.7kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://jp.autonics.com/	
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Autonics�Corporation� センサ・エンコーダ

BWML32-28CCL
Station Type : Device Station
Number of Station occupied : 1 or 2 Station
CC-Link Version : 1.10 or 2.00 Version
Communication Speed : 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

特長
●Through-Beam	Type	Mapping	Sensor

●It	used	double-Scan	method,	 it	can	stably	detect	glass	and	 it	doesn't	
matter	glass	type	or	status(such	as	glass	thickness,	curved	glass,	kind	of	
glass).

●It	composed	well-collimated	Lens	despite	scattered.

●It	can	easily	set	up	beacuse	It	has	user-friendly	funtion	are	auto	teaching,	
set	up	navigation,	alarm	for	missing	sensor	position.

●Self-diagnosis,	monitoring	light	power,	alarm	for	emitter	damage.

●It	can	change	sensing	level.

局種 remote	device	station

占有局数 1	station,	2	station

CC-Linkバージョン Ver.1.0	/	Ver.2.0

外形寸法 32	x	32	x	600～ 2,000

質量 2.7kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://jp.autonics.com/	

エヌエスディ�株式会社� センサ・エンコーダ

アブソコーダ変換器 VE-2CC ／ VM-2CC
アブソコーダにCC-Link対応モデル登場 信頼性の高い位置検出はおまかせください。

特長
●アブソリュート位置検出により原点復帰が不要

●非接触構造のため、抜群の耐久性、耐環境性

●電源断や偶発的ノイズに強い

●任意の位置で現在値設定が可能

●防爆環境に対応したモデルもあります

●自己診断機能内蔵

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 45(W)×160(H)×115(D)

質量 0.7kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	エヌエスディ株式会社
電話番号	:	052-261-2331
e-mail	:	s-info@nsdcorp.co.jp
<URL>	http://www.nsdcorp.co.jp
<E-mail>		s-info@nsdcorp.co.jp
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株式会社�キーエンス� センサ・エンコーダ

超高速・マルチカメラ画像センサ  CV-5000シリーズ
圧倒的な課題解決力と現場での運用を考え抜いたユーザビリティー

特長
●超高精細検査を実現する500万画素カメラ

●超高速処理「3+1」プロセッサテクノロジー

●照明制御ユニットで画像処理と照明制御を融合

●業界最速、最高精度・輪郭形状サーチ「Shape	TraxⅡ」

●難題を解決する新外観検査アルゴリズムを多数追加搭載

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 92.4(W)×159(H)×132.5(D)	mm

質量 約1,250g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	画像システム事業部
TEL:03-3570-0511		FAX:03-3570-0510
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/gazo/cv5000_special/index.jsp
<E-mail>	info@keyence.co.jp

株式会社�キーエンス� センサ・エンコーダ

超高速・高精度レーザ変位計 LK-G5000シリーズ
世界最速サンプリングを誇る、12ヘッド接続可能な高精度レーザ変位計

特長
●世界最速、392kHzの超高速サンプリングを実現。

●業界最高、±0.02％の超高精度測定を実現。

●クラス最高、繰返し精度0.01μm。

●最大、12ヘッド同時サンプリング可能。

●PLC/PC制御装置との、高い親和性。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver1.10	/	Ver2.00

外形寸法 91.3(W)×130(H)×128(D)mm

質量 約900g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

株式会社キーエンス	精密測定事業部
TEL：06-6379-1131
http://www.keyence.co.jp/henni/
<URL>	http://www.keyence.co.jp/
<URL>	http://www.keyence.co.jp/henni/laser_henni/lk_g5000
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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株式会社�キーエンス� センサ・エンコーダ

超高速・フレキシブル画像処理システム XG-7000
思い通りに、高度な処理を、簡単に構築。カスタム画像処理の新基準

特長
●プログラムレスで、思い通りの画像処理フローを構築

●豊富な処理ツールによる柔軟な、高いカスタマイズ性

●PLC/PC制御装置との高い親和性

●「3+1」プロセッサシステムを擁する超高速ハードウェア

●業界最高速のメガピクセルカメラを最大4台接続可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 92.4(W)×159(H)×132.5(D)	mm

質量 約1,250g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	画像システム事業部
TEL：03-3570-3511	FAX：03-3570-0510
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/gazo/gazosystem/xg_7000
<E-mail>	info@keyence.co.jp

株式会社�キーエンス� センサ・エンコーダ

超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム XG-8000
あらゆる画像処理案件を解決する標準機のあるべき姿がここに。

特長
●マルチコアDSPによる超高速処理を実現

●世界初	高画素ラインスキャンカメラに対応した筐体型コントローラ

●エリアカメラ＋ラインスキャンカメラ	19種類の豊富なカメラバリエーション

●プログラムレスで、思い通りの画像処理フローを構築

●豊富な処理ツールによる柔軟な、高いカスタマイズ性

●PLC/PC制御装置との高い親和性

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 134.6(W)×159(H)×132.5(D)	mm

質量 約1,600g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	画像システム事業部
TEL：03-3570-3511	FAX：03-3570-0510
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/gazo/gazosystem/xg_8000
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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株式会社�キーエンス� センサ・エンコーダ

超高速・高容量マルチカメラ画像処理システム XG-8800
あらゆる画像処理案件を解決する標準機のあるべき姿がここに。

特長
●マルチコアDSPによる超高速処理を実現

●世界初	高画素ラインスキャンカメラに対応した筐体型コントローラ

●エリアカメラ＋ラインスキャンカメラ	17種類の豊富なカメラバリエーション

●プログラムレスで、思い通りの画像処理フローを構築

●豊富な処理ツールによる柔軟な、高いカスタマイズ性

●PLC/PC制御装置との高い親和性

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 206.5(W)×159(H)×132.5(D)	mm

質量 約2,400g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	画像システム事業部
TEL：03-3570-3511	FAX：03-3570-0510
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/gazo/gazosystem/xg_8000
<E-mail>	info@keyence.co.jp

株式会社�キーエンス� センサ・エンコーダ

高速・高容量フレキシブル画像処理システム XG-X2000シリーズ
業界最多14コアが実現する 業界最高性能

特長
●業界最多14コアが実現するNo.1の解決力

●業界初の「応用力を持つ」サーチ

●追求した扱いやすさ

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 122(W)×168(H)×141.6(D)	mm

質量 約1,600g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	画像システム事業部
TEL：03-3570-3511	FAX：03-3570-0510
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/gazo/req/visionsystem/cp/
c1/1036drfg/show.jsp?motive=TOP
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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フォーティブICGジャパン株式会社� センサ・エンコーダ

CC-Link変換器内蔵型 アブソリュートエンコーダ AC58シリーズ
CC-Link変換器内蔵による省配線・省スペースに加え、機器コストと管理工数の削減に貢献致します。

特長
●CC-Link変換器をエンコーダに内蔵・一体化することでPLCに直結可能(繋ぎこみ
工数削減へ)

●バッテリーレスマルチターン(ギヤ式)採用で長期無通電時や停電時に軸移動しても
安心

●高分解能・高精度位置決めが簡単に実現(最大17bit分解能＋4096回転位置)

●堅牢設計(耐振動/衝撃	10G/100G)・防塵防水構造(IP67)

●現在位置設定機能・自己診断機能(アラーム出力)搭載

●UL・CE対応で海外でも使用可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10,	Ver2.00

外形寸法 φ58mm

質量 約450g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ダナハーICGジャパン株式会社より、フォーティブICGジャパン株式会社に社名変更し
ました。
（住所と電話番号に変更はありません。URLとメールアドレスは変更になります。）
カスタマーサービス
〒564-0044	大阪府吹田市南金田2-12-23
TEL	:	06-6386-8001
FAX	:	06-6386-5022
<URL>	https://www.fortive-icg.jp/
<URL>	https://www.fortive-icg.jp/products/HENGSTLER/fieldbus_
encorder/#AC58CC-Link
<E-mail>	contact@fortive-icg.jp

株式会社�マグネスケール� センサ・エンコーダ

ネットワーク計測システム MG40シリーズ
高速通信・多軸測定・データ管理。これら全てを可能にするネットワーク計測システムです。MG40シリーズはデジ
タルゲージ(リニアゲージ)とのフルデジタル通信により直接位置情報を取得します。

特長
●CC-Link対応、Ethernetインターフェースも標準装備。既存のCC-LinkやLANを
そのまま利用し、遠隔データ処理・保存が可能です。

●各種インターフェースを装備したメインユニットMG41は、PLC・カウンタ間のBCD
配線が不要、トータルコストの低減を実現します。

●通信エラー検出。すべての通信ラインでエラー検出処理を実施しており高い信頼性
を確保しています。

●簡単ラクラク省配線。大規模製造設備における計測システムには省配線分散設置
が可能なMG40シリーズが最適です。

●ゲージ個体情報の取得。モデル・分解能・測定長に応じて自動設定を行いますの
で、煩わしい初期設定から開放されます。

●品質革新へ。重要度を増す生産管理では合否判定だけでなく、実測値の蓄積と
分析に貢献し、生産効率を高めます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局	固定

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 W43	×	H155	×	D69	[mm]

質量 MG41:300g	MG42:250g

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

特販課	 TEL	0463-92-7973	 FAX	0463-92-7978
東京営業所	 TEL	0463-92-7972	 FAX	0463-92-7978
名古屋営業所	 TEL	052-587-1823	 FAX	052-587-1848
大阪営業所	 TEL	06-6305-3101	 FAX	06-6304-6586
<URL>	http://www.mgscale.com/
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オムロン株式会社� センサ・エンコーダ

CC-Linkデジタルセンサ通信ユニット 形E3NW-CCL
導入から立上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世代センサネットワークユニット

特長
●センサ通信ユニット＋分散ユニットにより
分散配置でも低イニシャルコストを実現(PAT.P)

●ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信

●しきい値や各機能の設定内容を読み出し、
書き込みおよびチューニングなどの操作を行うことが可能

●通信ケーブル、電源を接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局、3局

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	Ver.2.00

外形寸法 41(W)x105.1(H)x32.5(D)

質量 約80g

標準価格 24,800円

問合せ先

会社名	:	オムロン株式会社	汎用センサ事業部
電話番号	:	075-344-7022
<URL>	http://www.fa.omron.co.jp/index.html

オプテックス･エフエー株式会社� センサ・エンコーダ

CC-Link通信ユニット UC1-CL11
三菱電機iQSS対応のセンサネットワークユニット

特長
●三菱電機のiQSSに対応。接続されているセンサの機種情報や接続台数を自動で
検出します。

●センサ設定値の読出しや書込みができるので、トレーサビリティやメンテナンス性が
向上。
SDカードでバックアップ/リストアすることも可能です。

●センサの測定値や受光量がモニタできるので、装置の遠隔監視が可能。現場に入
ることなく状況を手早く確認できます。

●必要な配線は電源ケーブルとCC-Linkケーブルのみですので、省スペースを実現。
個々のセンサのケーブルが不要となるため、作業時間も大幅に短縮可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2/3/4局自動切替式

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 39(W)x92(H)x33.2(D)

質量 約90g

標準価格 38,000円

問合せ先

オプテックス・エフエー株式会社
TEL	:	075-325-2920
<URL>	http://www.optex-fa.jp/
<URL>	http://www.optex-fa.jp/products/photo_sensor/fiber_amp/uc1/
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サンテスト�株式会社� センサ・エンコーダ

GYcRP / GYCL-201 磁歪式リニア変位センサ
デジタル位置データを高速伝送

特長
●高精度(±0.05%FS以下)

●非接触計測のため、長寿命

●優れた耐環境性

●センサに応じて設定変更が可能

●上／下限検出機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 3局

CC-Linkバージョン

外形寸法 180×100×39.5

質量 約0.6kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒554-8691
大阪市此花区常吉1-1-60
サンテスト株式会社	営業部
TEL	06-6465-5561	FAX	06-6465-5921
<URL>	http://www.santest.co.jp
<E-mail>	info@santest.co.jp

エヌエスディ�株式会社� センサ・エンコーダ

電磁誘導式ロータリエンコーダ 【ezABSOⓇ イージ−アブソⓇ】 EZA-MACCL-01F 多回転型
ezABSOは電磁誘導方式を使用した新しいロータリエンコーダです。
センサ単体でアブソリュート位置検出します。

特長
●センサ検出部は非接触で長寿命。

●発光素子・受光素子、電解コンデンサ、バッテリなど寿命部品は不使用。
可変抵抗器(接触部品)不使用。

●高い耐久性を実現(耐振動	200m/s²，耐衝撃2000m/s²，保護構造	IP66,
センサ基板は防湿コーティング)。

●分割数は最大2,301,100,032分割(8,778回転x262,144)。	※262,144は1回
転の分割数です。

●CEマーキング対応品。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver		1.10

外形寸法 Φ59.5mm

質量 約0.55kg

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	エヌエスディ株式会社
電話番号	:	052-261-2331
e-mail	:s-info@nsdcorp.co.jp
<URL>	http://www.nsdcorp.co.jp/
<E-mail>	s-info@nsdcorp.co.jp
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Cognex�Corporation� 画像処理

CIO-MICRO-CC
In-Sight EZのI/OモジュールがCC-Linkに対応。高速かつ高信頼なCC-Linkを利用して、ビジョンシステムが持つ
検査結果や検査に必要なパラメータの送受信を簡単に行うことができます。

特長
●プログラムレス開発環境EasyBuilderで、ビジョンの開発はもちろん、CC-Linkの
設定も簡単

●ビジョンシステムが持つ検査結果や検査に必要なパラメータなど、あらゆる情報の送
受信に対応

●CC-Linkの他に、ディスクリートI/O(入力:8点、出力10点)とRS-232Cも利用可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4

CC-Linkバージョン Ver.1.00,	1.10,	2.00

外形寸法 139.5	X	125.4	X	51.3

質量 295	[g]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

コグネックス株式会社
〒113-6591	東京都文京区本駒込2-28-8	文京グリーンコート23F
TEL:	0120-005409
<URL>	http://www.cognex.co.jp/
<URL>	http://www.cognex.com/ProductsServices/InsightEZ/
Default.aspx?id=4350&langtype=1041
<E-mail>	support@cognex-china.com

画
像
処
理



112

アズビル株式会社� プロセス機器

CMC10A CC-Link/温調計変換器
CC-Linkとデジタル指示調節計と簡単通信

特長
●CC-Linkとプログラムレス通信
1台のCMC10Aで最大16台の調節計と通信可能

●プログラム作成負荷を軽減
CMC10Aに接続されている調節計データを自動的に収集

●汎用ソフトで簡単に設定
CMC10Aの設定は汎用ソフトで簡単に設定可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 H100×W30×D105mm

質量 約300g

標準価格 60,000円

問合せ先

〒251-8522
藤沢市川名1-12-2
株式会社	山武	制御機器事業部
TEL:0466-20-2278	FAX:0466-20-2193
<URL>	http://www.compoclub.com/

株式会社�エム・システム技研� プロセス機器

入力カード選択形チャートレス記録計 73VR3100
PLCとの親和性が良く、多種多様な入力信号に対応します。CC-Link 通信カード／ゲートウェイカードを追加するこ
とで、PLC用リモートI/Oとしても機能し、PLCからの操作・設定が可能になります。

特長
●ゲートウェイカード(R3-GC1)を装着して、上位からの指令で記録開始・停止、コメン
ト文挿入、表示画面の変更などの操作や設定が行えます。

●通信カード(R3-NC□)を装着して、表示・記録機能付リモートI/Oとして利用できま
す。

●入出力の種類が豊富です。

●最速20ミリ秒の高速サンプリングが可能です。

●73VR用支援パッケージソフトウェア(形式：73VRPAC2)が付属します。

局種 リモートデバイス局

占有局数 R3-GC1：4局、R3-NC□：4局、
8局(Ver.1.11のみ)

CC-Linkバージョン R3-GC1：Ver.1.10、Ver.2.00、
R3-NC□：Ver.1.11、Ver.2.00

外形寸法 W144×H144×D245.1mm

質量 約2.3kg(入出力カード除く)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�エー・アンド・デイ� プロセス機器

計量ライン用拡張コントローラ(CC-Linkインターフェイス付き) AD-8923-CC
計量センサー AD-4212Cと接続して、計量ライン用のシステムを簡単に構築できます。また、A＆D製計量機器(電
子天びん・台はかり)と接続して、計量データの通信をCC-Linkで行うことが可能です。

特長
●計量センサーAD-4212Cと接続して、計量ライン用のシステムを簡単に構築できま
す。(CC-Link接続)

●A＆D製計量機器(電子天びん・台はかり)と接続することで、計量データの通信を
CC-Linkで行うことが可能です。

●緑色LEDで見やすい表示。

●ライン組込みを省スペースで実現できるコンパクトサイズ。

●電源は専用アダプタを利用したAC入力とDC入力(DC24V)に対応可能。

●1つのマスタで最大42台の計量器を接続可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W144×H72×D110	[mm]

質量 約0.6kg

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

〒170-0013	東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
株式会社	エー・アンド・デイ	販売促進部企画課
TEL.03-5391-6126(直)	FAX.03-5391-6129
<URL>	http://www.aandd.co.jp/
<URL>	http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/ad4212c.html
<URL>	http://www.aandd.jp/products/weighing/balance/ad4212/
ad4212c.html

キヤノンアネルバ�株式会社� プロセス機器

電離真空計 M-722HG-CC、M-822HG-CC、M-832HG-CC、M-922HG-CC
B-A型電離真空計シリーズ がCC-Linkで制御可能

特長
●大きな液晶表示

●圧力レンジ自動切換

●あら引きゲージオプション	
・あら引きゲージの圧力測定はもちろん、データ送信も可能
・あら引きゲージからB-Aゲージへ自動切換
	(M-822HG-CC、M-832HG-CCのみ)

●B-A型電離真空計シリーズは、半導体・電子デバイス製造用真空装置、電子顕
微鏡などの分析装置、また様々な真空装置の圧力測定、圧力制御にご使用頂け
ます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局または2局

CC-Linkバージョン

外形寸法 H99mm×W209mm×D330mm

質量 約5.4kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒183-0033
東京都府中市分梅町3-51-4
キヤノンアネルバテクニクス株式会社		東日本営業
TEL:042-334-0221	FAX:042-368-1877
<URL>	http://www.anelvatx.jp
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株式会社�シマデン� プロセス機器

SR83シリーズ デジタル調節計
温度調節計にCC-Linkを搭載

特長
●CC-Linkにてほぼすべてのパラメータを設定可能

●前面操作部は防塵・防滴構造(IP66相当)

●大型で明るい指示表示

●豊富なオプション機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10対応

外形寸法 H96×W96×D111mm

質量 420g

標準価格 49,000円より(税別)

問合せ先

〒179-0081
東京都練馬区北町2-30-10
株式会社シマデン	営業技術課
TEL：03-3931-9891	FAX：03-3937-1240
<URL>	http://www.shimaden.co.jp
<E-mail>	info@shimaden.co.jp

神港テクノス�株式会社� プロセス機器

多点温度制御システム(Cシリーズ)
最大320点の多点制御を実現

特長
●1ブロック20点、最大16ブロック320点の多点制御が可能

●タッチパネル(CMT-200)で簡単操作

●CC-Link対応機器へ簡単接続

●各ユニットは個別に着脱可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 ユニットの組合せで異なります

質量 ユニットの組合せで異なります

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

部署：大阪営業所
電話番号：(072)727-3991
FAX番号：(072)727-2991
<URL>	http://www.shinko-technos.co.jp
<URL>	http://www.shinko-technos.co.jp/products/multi_point_control_system_
c_series.html
<E-mail>	sales@shinko-technos.co.jp
<E-mail>	luhong@jd-shinko.com
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ヨシオ電子�株式会社� プロセス機器

CCL-CM 2CHキャパシタンスマノメーター用ユニット
キャパシタンスマノメーター用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長
●CM(バラトロン@R)の自動制御装置などに最適な電源ユニットです。

●弊社CCL-MFCとI/O完全互換で出力電源のパワーアップ版です。

●内部処理時間＝2msと高速です。

●外部電源部－通信、D/A&A/Dとは、絶縁されております。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 36×130(155)×95

質量 0.49kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL:	042-471-2587		FAX:	042-471-2588
<URL>	http://www.yosio.co.jp
<URL>	http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc04.php
<E-mail>	info@yosio.co.jp

ヨシオ電子�株式会社� プロセス機器

CCL-MFC 2CHマスフローコントローラー制御装置
MFC用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長
●MFCの自動制御装置等に最適なユニットです。

●外部電源入力部と内部回路はアイソレートしております。

●NRTL取得	(UL61010-01A)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 24×130(155)×95

質量 0.41kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL:	042-471-2587		FAX:	042-471-2588
<URL>	http://www.yosio.co.jp
<URL>	http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc02.php
<E-mail>	info@yosio.co.jp
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ヨシオ電子�株式会社� プロセス機器

CCL-PS PS用マイコンボード，アナログI ／ O
電源用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長
●電源等の自動制御装置等に最適なユニットです。

●電源部－通信部－PI部－PO部－D/A&A/Dは各系統アイソレート、アナログ系モ
ニタ用コネクタは、外部入力設定可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 113×30.5×112

質量 0.285kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

<URL>	http://www.yosio.co.jp
<E-mail>	okubo@yosio.co.jp

ヨシオ電子�株式会社� プロセス機器

CCL-PS2 リモートユニット制御装置
計測器用、低価格、高性能インターフェイスユニットです。

特長
●計測器等の自動制御装置等に最適なユニットです。

●外部電源部と内部回路はアイソレートしております。

●NRTL取得	(UL61010-01A)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 24×95×130(155)

質量 0.39kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL:	042-471-2587		FAX:	042-471-2588
<URL>	http://www.yosio.co.jp
<URL>	http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc01.php
<E-mail>	info@yosio.co.jp
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理化工業�株式会社� プロセス機器

デジタル温度調節計 FB400/FB900
短い奥行き(60mm)で取付スペースを削減。優れた拡張性を凝縮した温度調節計。
CC-Link通信変換器 COM-JCと組み合わせて多点の温度制御がCC-Link上で可能。

特長
●サンプリング周期0.1秒、精度0.1％

●デジタル入力7点、デジタル出力4点を付加可能

●ヒータ断線警報・アナログ伝送出力を付加可能

●プログラム制御が可能

●ローダ通信で簡単にパラメータの設定が可能

●通信で調節計間の連携運転が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00/1.10

外形寸法 FB400:48(W)×96(H)×110(D)mm
FB900:96(W)×96(H)×60(D)mm

質量 FB400:230g、	
FB900:290g

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

理化工業株式会社	営業部
TEL	03-3751-8111	FAX	03-3754-3316
<URL>	http://www.rkcinst.co.jp
<E-mail>	cs@rkcinst.co.jp

理化工業�株式会社� プロセス機器

モジュール型多点温度調節計 SR Mini HG System
CC-Link上に多点の温度制御・モニタリングシステムを構築可能

特長
●2チャネルの温度制御用モジュールを8モジュールまで連結可能

●加熱制御、冷却制御、加熱／冷却制御の3種類のモジュールを用意

●精度0.1％、サンプリング周期0.1秒の高性能タイプを用意

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.00

外形寸法

質量

標準価格
電源/CPUモジュール	 ¥46,000
CC-Link接続モジュール	¥49,000
温度制御モジュール	 ¥34,000～

問合せ先

理化工業株式会社	営業部
TEL	03-3751-8111	FAX	03-3754-3318
<URL>	http://www.rkcinst.co.jp
<E-mail>	cs@rkcinst.co.jp
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理化工業�株式会社� プロセス機器

モジュール型多点温度調節計 SRV (V-TIO-L)
1モジュールで2チャネルの温度制御が可能。
基本モジュールに増設モジュールを最大30台連結可能。
制御ゾーンごとのマルチドロップ接続で分散設置も可能となり多点分散制御システムを省スペースで構築できます。

特長
●1モジュールで2チャネルの温度制御が可能

●基本モジュールに増設モジュールを最大30台まで連結でき最大62チャネルの温度
制御が可能

●加熱制御、冷却制御、加熱冷却制御が可能

●精度0.3％、サンプリング周期0.5秒

●デジタル入力1点、デジタル出力2点を付加可能

●ヒータ断線警報を付加可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00/1.10

外形寸法 40.5(W)×125(H)×110(D)mm

質量 270g

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

理化工業株式会社	営業部
TEL	03-3751-8111	FAX	03-3754-3316
<URL>	http://www.rkcinst.co.jp
<E-mail>	cs@rkcinst.co.jp

理化工業�株式会社� プロセス機器

モジュール型多点温度調節計 SRZ
幅30mm,高さ100mm,奥行き85mmの小型モジュールで4チャネルの温度制御が可能。
CC-Link通信変換器 COM-JCと組み合わせて多点の温度制御がCC-Link上で可能。

特長
●ヒータ断線警報機能を内蔵可能。

●加熱制御、冷却制御、加熱冷却制御が可能。

●温度制御モジュールを16台まで接続でき64チャネルの温度制御が可能。

●精度0.2％、サンプリング周期0.25秒

●RUN/STOP切換や警報出力が可能なデジタル入出力モジュールを用意。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00/1.10

外形寸法 30(W)×100(H)×85(D)mm

質量 160g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

理化工業株式会社	営業部
TEL	03-3751-8111	FAX	03-3754-3318
<URL>	http://www.rkcinst.co.jp
<E-mail>	cs@rkcinst.co.jp
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理化工業�株式会社� プロセス機器

モジュール型多点調節計 SRX (X-TIO-L)
1秒間に40回のフィードバック制御を実現したモジュール型温度調節計。
高速に変化するプロセス量を緻密・的確に測定し制御します。
高速昇降温の温度制御などに対応可能です。

特長
●サンプリング周期0.025秒、精度0.1%の高速・高精度調節計

●1モジュールで2チャネルの温度制御が可能

●基本モジュールに増設モジュールを最大29台まで連結でき最大60チャネルの制御
が可能

●プログラム制御が可能

●デジタル入力／出力モジュールを用意

●ヒータ断線警報を付加可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00/1.10

外形寸法 40.5(W)×125(H)×110(D)mm

質量 300g

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

理化工業株式会社	営業部
TEL	03-3751-8111	FAX	03-3754-3316
<URL>	http://www.rkcinst.co.jp
<E-mail>	cs@rkcinst.co.jp

理化工業�株式会社� プロセス機器

高速デジタル調節計 HA400/900
1秒間に40回のフィードバック制御を実現したデジタル調節計。
高速に変化するプロセス量を緻密・的確に測定し制御します。
高速昇降温の温度制御などに対応可能です。

特長
●サンプリング周期0.025秒、精度0.1％の高速・高精度調節計

●1台で2チャネルの温度制御が可能

●プログラム制御が可能

●デジタル入力7点、デジタル出力4点を付加可能

●ヒータ断線警報・アナログ伝送出力を付加可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00/1.10

外形寸法 HA400:48(W)×96(H)×110(D)mm
HA900:96(W)×96(H)×110(D)mm

質量 HA400:360g、	HA900:460g

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

理化工業株式会社	営業部
TEL	03-3751-8111	FAX	03-3754-3316
<URL>	http://www.rkcinst.co.jp
<E-mail>	cs@rkcinst.co.jp
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横河電機�株式会社� プロセス機器

UTAdvancedシリーズ DINレール取り付け形調節計 UT55A/MDL, UT52A/MDL, UT35A/MDL, UT32A/MDL
UTAdvancedシリーズ DINレール取り付け形調節計は、盤内に取り付けることができる調節計です。調節計を盤内
に取り付けることにより、盤面をシンプルにすることができます。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。また、
CC-Link通信を始めとした各種ネットワークにも対応します。

特長
●ユニバーサル入出力、接点入出力、通信機能、電源を一体化し、省スペースと
豊富な機能を両立します。充実のPID制御－8種類の制御演算モードと制御出力
モード、ラダーシーケンス制御標準搭載、信頼と実績の制御アルゴリズム。

●多彩なネットワーク：RS-485通信(Modbus/RTU，機器間通信，協調運転，パソ
コンリンク，ラダー通信)はもちろんCCーLink通信、イーサネット通信(Modbus/
TCP)、PROFIBUS-DP通信を本体に内蔵可能

●信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00,	Ver.1.10

外形寸法

外形寸法(単位mm)：
UT55A/MDL,	UT35A/MDL：
96(W)×	114(H)×100(D)
UT52A/MDL,	UT32A/MDL：
48.2(W)×	114(H)×100(D)
・	適合DIN	レール：TH35-
7.5Fe、TH35-7.5Aℓ、JIS	C	
2812	に準拠

質量 1kg以下

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社
IAプラットフォーム事業本部	カスタマーサポートセンター
TEL：0120-518182
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.utadvanced.com/ja/index.html
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm

横河電機�株式会社� プロセス機器

UTAdvancedシリーズ ディジタル指示調節計 UT75A/UT55A/UT52A/UT35A/UT32A 
ディジタル指示調節計は、見やすい14 セグメントカラー大型LCD 表示とナビゲーションキー採用により、監視・操
作性を大幅に向上させた調節計です。標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズの
ため、計装盤の省スペース化に貢献できます。CC-Linkを始めとした各種ネットワークに対応します。

特長
●先進の制御機能：充実のPID制御－8種類の制御演算モードと制御出力モード、ラ
ダーシーケンス制御標準搭載、信頼と実績の制御アルゴリズム

●簡単明瞭：明るく見やすい液晶表示、パラメータ名称のスクロール表示、ユーザ定
義可能なファンクションキー、ユーザ向けパラメータ初期値設定が可能、多言語表
示機能(ドイツ語，フランス語，スペイン語)、奥行き65mmのコンパクトサイズ

●多彩なネットワーク：RS-485通信(Modbus/RTU，機器間通信，協調運転，パソ
コンリンク，ラダー通信)はもちろんCCーLink通信、イーサネット通信(Modbus/
TCP)、PROFIBUS-DP通信を本体に内蔵可能

●信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応、IP66のパネル
前面の防塵防水性能を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00,	Ver.1.10

外形寸法

外形寸法(単位mm)：
UT75A,	UT55A,	UT35A：
96(幅)×	96(高さ)×	65(パネル面
からの奥行き)
UT52A,	UT32A：48(幅)×	
96(高さ)×	65(パネル面からの奥
行き)

質量 0.5kg以下

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社
IAプラットフォーム事業本部	カスタマーサポートセンター
TEL：0120-518182
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.utadvanced.com/ja/index.html
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm
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横河電機�株式会社� プロセス機器

UTAdvancedシリーズ プログラム調節計 UP55A/UP35A/UP32A
プログラム調節計は、目標設定値を時間経過に連動したプログラムパターンに沿って上昇/ 降下させます。
UTAdvancedシリーズ プログラム調節計は、複数のプログラムパターンを持ち、運転状況に応じて切替できます。
見やすい14 セグメントカラー大型LCD 表示とナビゲーションキー採用により、監視・操作性を大幅に向上させました。
標準でラダーシーケンス機能を搭載しています。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献で
きます。また、CC-Link通信を始めとした各種ネットワークにも対応します。

特長
●UP55Aは最大で99	プログラムパターン、600	セグメントの大容量のプログラム設
定機能を持ち、幅広い用途の熱処理制御に適用できます。UP35A/UP32Aは最
大4パターン、40セグメント。(ともに/APオプションの場合)

●簡単明瞭：明るく見やすい液晶表示、パラメータ名称のスクロール表示、ユーザ定
義可能なファンクションキー、ユーザ向けパラメータ初期値設定が可能、多言語表
示機能(ドイツ語，フランス語，スペイン語)、奥行き65mmのコンパクトサイズ

●多彩なネットワーク：RS-485通信(Modbus/RTU，機器間通信，協調運転，パソ
コンリンク，ラダー通信)はもちろんCCーLink通信、イーサネット通信(Modbus/
TCP)、PROFIBUS-DP通信を本体に内蔵可能

●信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応、IP66のパネル
前面の防塵防水性能を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00,	Ver.1.10

外形寸法

外形寸法：
UP55A,	UP35A：
96(幅)×	96(高さ)×	
65(パネル面からの奥行き)
UP32A：
48(幅)×	96(高さ)×	
65(パネル面からの奥行き)
(単位：mm)(奥行きは突起物除く)

質量 0.5kg以下

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社
IAプラットフォーム事業本部	カスタマーサポートセンター
TEL：0120-518182
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.utadvanced.com/ja/index.html
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm

横河電機�株式会社� プロセス機器

UTAdvancedシリーズ 指示警報計 UM33A
ディジタル指示警報計UM33A は、見やすい14 セグメントカラー大型LCD 表示とナビゲーションキー採用により、
監視・操作性を大幅に向上させた警報計です。コンパクトな奥行きサイズのため、計装盤の省スペース化に貢献で
きます。また、CC-Link 通信にも対応します。

特長
●ユニバーサル入力で現場の各種センサの信号を直接入力できます。CC-Link通信
機能を本体に内蔵できます。伝送出力標準装備。

●簡単明瞭：明るく見やすい液晶表示、パラメータ名称のスクロール表示、ユーザ定
義可能なファンクションキー、ユーザ向けパラメータ初期値設定が可能、多言語表
示機能(ドイツ語，フランス語，スペイン語)、奥行き65mmのコンパクトサイズ

●信頼性と堅牢性：安心の3年保証を実現、RoHS/WEEEに対応、IP66のパネル
前面の防塵防水性能を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00,	Ver.1.10

外形寸法 96×48×65	mm

質量 0.5kg以下

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

横河電機株式会社
IAプラットフォーム事業本部	カスタマーサポートセンター
TEL：0120-518182
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.utadvanced.com/ja/index.html
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ns-index-utseries-ja.htm
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Kistler�Lorch�GmbH� プロセス機器

maXYmos BL 5867B
The maXYmos BL monitors and evaluates XY curves of two measurands that have to stand in a certain 
relation to each other. The quality of an individual manufacturing step, as assembly or the entire product 
can be determined on this relation.

特長
●Measurement	function:	Y(X),	Y(X,	t),	Y(t)	and	X(t)	

●Short	evaluation	time	of	up	to	10	parts/second

●Ethernet	TCP/IP	for	measurement	data	and	remote	maintenance

●Dig.	IO	(24	V)	for	control	and	results	

●2	switch	signals	in	real	time	for	X-	and	Y-threshold

●Sensor	for	X	channel:	Potentiometer	and	±10	V	

●Sensor	for	Y	channel:	strain	gage	or	piezoelectric

●Information	pages	for	NOK	cause	diagnosis	

●3,5"	color	touch	screen	display

局種 Remote	device	station

占有局数 4	stations

CC-Linkバージョン V.	2.00

外形寸法 -

質量 max.	840g

標準価格 Offers	on	request

問合せ先

<URL>	http://www.kistler.com

Kistler�Lorch�GmbH� プロセス機器

maXYmos TL 5877A
The maXYmos TL captures, analyzes and evaluates the XY curves of two measurands that are required 
to maintain a precisely pre-determined relationship to each other. XY measurements of this kind can be 
used to monitor the quality of an individual manufacturing step, a series of steps in component assembly 
or an entire product.

特長
●Y=f(X),	Y=f(X,t),	Y=f(t),	X=f(t)	measurement	functions
●High-speed	evaluation,	measuring	up	to	20	parts	per	second
●Ethernet	TCP/IP	for	measurement	data,	remote	maintenance	and	channel	
cascading

●Digital	I/O	(24	V)	for	control	and	results
●2	switch	signals	for	X	and	Y	threshold
●Sensor	for	X	channel:	Potientometer,	±10	V,	LVDT,	incremental,	SSI
●Sensor	for	Y	channel:	strain	gage,	±10	V	or	piezoelectric
●Multiple	data	export	formats,	e.g.	Q-DAS,	XML,	CSV,	PDF
●Powerful	NOK	diagnostics,	process-value	trend	analysis	etc.
●optional:	Display	module	(DIM)	with	10.4“	color	touch	screen	and	front-
facing	USB	port

局種 Remote	device	station

占有局数 4	stations

CC-Linkバージョン V.	2.00

外形寸法 -

質量 -

標準価格 Offers	on	request

問合せ先

<URL>	http://www.kistler.com
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株式会社�堀場エステック� プロセス機器

マスフローコントローラ SEC-N105 シリーズ
■CC-Link通信対応 デジタルマスフローコントローラ
お客様のニーズに合う通信方式、面間寸法、流量制御範囲をラインアップしています。

特長
●■高精度
	精度：±1.0%	S.P.	:	30–100%	F.S.
					±0.3%	F.S.	:	≤30%	F.S.
■高速応答
	新開発のVariable	PIDアルゴリズムを搭載：フルレンジ1秒以内
■マルチレンジ・マルチガス機能を搭載
	専用ソフトウェアを用い、簡単操作で仕様変更が可能
	

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局占有		(接続台数		最大42台)

CC-Linkバージョン ver	1.10

外形寸法

W	81.8(mm)					
H	132±1(mm)							
D	30.5±0.5(mm)						
(N115,	N125)

質量 -

標準価格 お問合せください

問合せ先

会社名	:	株式会社	堀場エステック	
電話番号	:	075-693-2311
<URL>	http://www.horiba.com/jp/horiba-stec/home/
<URL>	 http://www.horiba.com/jp/horiba-stec/products/mass-flow-
controller/product-lines/digital-mass-flow-controller/details/digital-mass-
flow-controller-sec-n100-series-6003/

富士電機エフテック株式会社� プロセス機器

交流電力調整器 PWMAPR-Mシリーズ
PWMAPRがデジタル制御のPWMAPR-Mとなって新登場です。
今までの電力調整器では不可能だった用途にも適用範囲を拡大しました。

特長
●●	当社独自のPWM制御方式を採用し高調波電流対策が不要
		負荷力率を悪化させることがないため省エネ
		正弦波出力のため試験用電源装置としても使用可能
●	ランプ負荷などに有効なVLR機能(電圧制限)を標準装備
●	設定表示器を標準搭載し機能アップ
		定電流、定電圧、定電力等のフィードバック方式や勾配設定なども設定可能
●	従来品に比べ体積：36％減、質量：40％減、設置面積：25％減
●	CC-Link通信ユニット他やアナログ／デジタルIOボード用スロットを用意
●	RoHS指令対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

20A：本体
	 155(W)×328(H)×235(D)mm
	 フィルターユニット
	 105(W)×207(H)×104(D)mm
80A：本体
	 220(W)×450(H)×235(D)mm
	 フィルターユニット
	 162(W)×222(H)×150(D)mm

質量

20A：本体7.8kg,	
	 フィルターユニット1.5kg																			
80A：本体15kg,	
	 フィルターユニット3.5kg

標準価格 お問合せください。

問合せ先

会社名	:	富士電機テクニカ株式会社
電話番号	:	03-5847-8070
e-mail	:	info-technica@fujielectric.com
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/technica/index.html
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/technica/products/ac-power-
regulators/index.html
<E-mail>	info-technica@fujielectric.com
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株式会社�コガネイ� プロセス機器

電動ハンドフラットタイプ CC-Linkタイプコントローラ
KOG 電動ハンドフラットタイプ用コントローラ EW2C-H-CC
電動ハンドフラットタイプ「EW2シリーズ」用のコントローラ

特長
●設定をRS485通信、制御をCC-Linkと分けることで、I/Oによる制御のようにラダー
回路簡素化を実現。
最薄・軽量によりロボットのダウンサイジングに貢献。
CEマーキング取得済。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.1

外形寸法 180(mm)x30(mm)x55(mm)

質量 0.2kg

標準価格 33,000円

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ	技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL>	http://www.koganei.co.jp/
<URL>	https://official.koganei.co.jp/
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東洋電機�株式会社� 伝送装置

SOT-CP801/CP803, SOT-CP1601/CP1603 パラレルリモ−ト空間光伝送装置(8bit/16bit)
省配線化によるコストの削減を実現！

特長
●ケーブル不要で、移動機器間のデータ伝送に最適です。

●光媒体でノイズや磁気の影響はいっさいありません。

●伝送容量は入力8点/出力8点タイプと入力16点/出力16点タイプがあります。

●伝送距離は1mタイプと3mタイプがあります。

●軽量コンパクト設計で着脱が可能なコネクタ式端子台を採用しています。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W	90×D	95×H	20mm

質量 250g

標準価格

SOT-CP801:48,000円/
SOT-CP803:51,000円/
SOT-CP1601:58,000円/
SOT-CP1603:61,000円

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1181
愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_
web/cc_link.html
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp

東洋電機�株式会社� 伝送装置

SOT-GS8014V/SOT-GS15014V シリアルリモート空間伝送装置
多量のデータを長距離で送受信する伝送機器です。

特長
●ケーブル不要で、移動機器間のデータ伝送に最適です。

●光媒体でノイズや磁気の影響はいっさいありません。

●CC-Link接続によりI/Fユニットは必要ありません。

●通信距離は0～ 80mタイプと0～ 150mタイプがあります。

●SOT-GS8014V	(Transmission	range:	0	to	80m)

●SOT-GS15014V	(Transmission	range:	0	to	150m)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1,2,3,4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10対応

外形寸法 W80×D166×H40mm
(本体のみ)

質量 350g(本体のみ)

標準価格 SOT-GS8014V:90,000円/
SOT-GS15014V:100,000円

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1181
愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_
web/cc_link.html
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp
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東洋電機�株式会社� 伝送装置

SOT-MQ82，SOT-MQ162 空間光リピータユニット
CC-Linkの通信速度を最高2．5Mbpsまで空間光通信にすることが出来ます。

特長
●CC-Linkのデータを光(赤外線)で伝送しますので、電気ノイズや磁気の影響を一切
受けません。

●CC-Linkのケーブルを、空間を利用した光通信に置き換えることが出来ますので移
動体通信に最適です。

●光受信状態をマスター局に伝送することができますので、光軸調整やメンテナンス
等にご利用いただけます。

●着脱可能なコネクタ式端子台を採用していますので、配線工事やユニット交換等の
作業が簡単です。

●通信速度は、156k、625k、2.5Mbpsに対応します。

●通信距離は0.2～ 80mタイプと0.2～ 160mタイプがあります。

局種 リモートI ／ O局

占有局数 モニタ機能使用時:1局	
モニタ機能未使用時:0局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/2.00

外形寸法 W80×D110×H55mm
(本体のみ)

質量 0.35kg(本体のみ)

標準価格 SOT-MQ82:100,000円/
SOT-MQ162:110,000円

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1181
愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_
web/cc_link.html
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp

東洋電機�株式会社� 伝送装置

SOT-MS102，SOT-MS202 空間光リピータユニット
CC-Linkの通信速度をそのまま空間光通信にすることが出来ます。

特長
●CC-Linkのデータを光(赤外線)で伝送しますので、電気ノイズや磁気の影響を一切
受けません。

●CC-Linkのケーブルを、空間を利用した光通信に置き換えることが出来ますので移
動体通信に最適です。

●光受信状態をマスター局に伝送することができますので、光軸調整やメンテナンス
等にご利用いただけます。

●着脱可能なコネクタ式端子台を採用していますので、配線工事やユニット交換等の
作業が簡単です。

●通信速度は、625k、2.5M、5M、10Mbpsに対応します。

●通信距離は0.2～ 100mタイプと0.2～ 200mタイプがあります。

局種 リモートI ／ O局

占有局数 モニタ機能使用時:1局	
モニタ機能未使用時:0局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/2.00

外形寸法 W80×D110×H55mm
(本体のみ)

質量 0.35kg(本体のみ)

標準価格 SOT-MS102:150,000円/
SOT-MS202:180,000円

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1181
愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/kuukanhikari/CC-Link_
web/cc_link.html
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp
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東洋電機�株式会社� 伝送装置

インテリジェント多機能リレー IPR2-A□0□、IPR2-A□1□ 
インテリジェント多機能リレー (IPR)は、コントロールセンタに使用される制御機器です。
事故を未然に防止し、早期処置・設備の変更などをより効率的・経済的に提供し、保守管理の合理化に貢献します。

特長
●・	充実の監視・保護機能
・	簡易ラダープログラム機能による省配線化
・	CC-Link2重化通信による高信頼性
・	薄型設計により省スペース化
・	自由度の高いパラメータ設定をパソコンから転送可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法 210×100×35mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1700
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp

ナダ電子�株式会社� 伝送装置

RS-232インターフェースユニット  CCL-U
低価格RS-232シリアル通信ユニット。プリンタをはじめとするRS-232機器との接続が可能。
オプションでDINレールでの取付も可能。

特長
●低価格RS-232シリアル通信ユニット

●プリンタをはじめとするRS-232機器との接続が可能。市販のケーブルが使用可能。

●DC24V駆動

●外形寸法がW121×H100×D41[mm]とコンパクトサイズ

●オプションでDINレールでの取付が可能

●RoHS指令対応製品

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W121	×	H100	×	D41	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

TEL：078-413-1111
FAX：078-412-2222
<URL>	http://www.nada.co.jp/
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北陽電機�株式会社� 伝送装置

BWF-17A･17B/BWF-27A･27B 空間光データ伝送装置(シリアルタイプ)
空間を伝送路とするため、移動体での使用に最適

特長
●手のひらサイズの小型、軽量設計です。

●距離余裕度が高く信頼性の高いデータ伝送が可能です。

●伝送距離は100m、200mの2種類をラインナップ。

●1台のマスタユニットに最大42台まで接続できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン

外形寸法 84(W)×44(H)×128(D)mm

質量 0.5kg

標準価格

BWF-17A:100,000円
BWF-17B:100,000円
BWF-27A:115,000円
BWF-27B:115,000円

問合せ先

〒540-0028	大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUビル
TEL	06-6947-6331		FAX	06-6947-6350
<URL>	http://www.hokuyo-aut.co.jp
<E-mail>	larrylzx@vip.sina.com

北陽電機�株式会社� 伝送装置

BWF-2CA・2CB 空間光リピータユニット
長距離、高速伝送でありながら、信頼性の高いデータ伝送を実現

特長
●小型軽量でありながら、赤外線により0～200mの長距離空間伝送を実現されます。

●ケーブルの敷設が難しい場所でも、CC-リンクシステムの使用が可能になり、地上
～移動体間の通信に最適です。

●セグメントは2段接続まで可能です。

●伝送速度は最大5MBPSの高速伝送が可能です。(但し、異周波タイプの光リピー
タユニットとの同時使用の際は伝送速度は最大2.5Mです。)

●光リピータユニットの通信状態、光軸合致状態をLED表示灯でモニタリングでき、
受光量データをマスタ局に取り込めます。また取り込んだ相手側光リピータユニット
の受光状態をマスタ局のシーケンスプログラムによって自分側伝送装置のLEDに表
示出来ますので、光軸の微調整が容易に行えます。

局種 リモートI/O局

占有局数 1(モニタ機能使用時)、	
0(モニタ機能未使用時)

CC-Linkバージョン

外形寸法 161(W)×100(W)×57.5(D)mm

質量 0.5kg

標準価格 お問い合わせ下さい。

問合せ先

〒540-0028	大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUビル
TEL	06-6947-6331		FAX	06-6947-6350
<URL>	http://www.hokuyo-aut.co.jp/
<E-mail>	larrylzx@vip.sina.com
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北陽電機�株式会社� 伝送装置

DMM-GB・HB/DMM-GC・HC 空間光データ伝送装置(8ビット／ 16ビットパラレルタイプ)
ポピュラーなパラレルタイプ。大幅な省配線化を実現

特長
●配線本数は7本、省配線化が図れます。

●1台のマスタユニットに最大64台まで接続できます。

●当社のDMS-GB・HB／ DMH-GC・HCとの光通信ができます。

●ヘッドオンタイプ(横型)、サイドオンタイプ(縦型)をラインアップしています。

●伝送距離は1m、3mの2機種をラインアップ

局種 リモートI ／ O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法 90(W)×20(H)×87(D)mm

質量 0.1kg

標準価格

DMM-GB1：48,000円	
DMM-GB2：57,000円	
DMM-HB1：48,000円	
DMM-HB2：57,000円	
DMM-GC1：83,000円	
DMM-HC1：83,000円

問合せ先

〒540-0028	大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUビル
TEL	06-6947-6331		FAX	06-6947-6350
<URL>	http://www.hokuyo-aut.co.jp
<E-mail>	larrylzx@vip.sina.com

三菱電機株式会社� 伝送装置

空間光リピータユニット AJ65BT-RPI-10A AJ65BT-RPI-10B
赤外線による空間伝送を実現できます。

特長
●0～ 100mの赤外線による空間伝送を行うことができます。
ケーブルの敷設が難しい場所に対しても、CC-Linkシステムの使用が可能になりま
す。伝送速度は最大2.5Mbpsです。

●ユニットの通信状態をモニタできます。
ユニットの光受信状態をモニタ(マスタ局への取込み)できます。
また、取り込んだ相手ユニットの受信状態を、マスタ局のシーケンスプログラムによっ
て自ユニットのLEDに表示できますので、光軸の微調整が簡単に行えます。

●AJ65BT-RPI-10A・AJ65BT-RPI-10Bは、一対で使用する必要があります。

局種 リモートI/O局

占有局数 1（モニタ機能使用時）、	
0（モニタ機能未使用時）

CC-Linkバージョン -

外形寸法 100(H)×161(W)×57.5(D)
[mm]

質量 0.5kg

標準価格 各200,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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株式会社ビー・アンド・プラス� 伝送装置

リモートカプラシステム RCD22E-211-CLC RCD22T-211-CLC ／ 電磁結合仕様
非接触によるCC-Linkデータの伝送と電源供給(24VDC/2A)を実現

特長
●伝送距離	3…5mm(軸ズレ±4mm)

●供給電源	24V	DC/2A

●通信速度	max.	10Mbps
156K・625K・2.5M・5M・10Mが設定可能

●終端抵抗内蔵
スイッチにより有効・無効の切替可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 90(W)×97(H)×45(D)

質量 各1,300g

標準価格
RCD22T-211-CLC・
RCD22E-211-CLC
各150,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス	技術サービス
TEL：0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間：月～金(祝祭日を除く)	9：00～ 12：00	13：00～ 17：00
e-mail:		bp-tech@b-plus-kk.jp
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CKD�株式会社� 電磁弁

OPP2-1G マニホールド電磁弁子局
粉塵等の環境にも対応可能

特長
●IP64相当の保護構造を用意しています。

●子局表示にて動作が識別可能

●伝送速度が5種類に設定可能
(156K ／ 625K／ 2.5M／ 5M／ 10M	bps)

●通信異常時の出力モードが選択可能
(ホールド／クリア)

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W＝54,	H＝40,	L＝112	(mm)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社	営業本部	販売促進部
TEL:	0568-74-1303		FAX:	0568-77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/

CKD�株式会社� 電磁弁

OPP3-1G マニホールド電磁弁子局
フラットケーブル方式で多種の電磁弁に搭載可能

特長
●シリーズ中最も高さを押さえた低背子局(組付け時)

●伝送速度が5種類に設定可能	(156K ／ 625K／ 2.5M／ 5M／ 10M	bps)

●通信異常時の出力モードが選択可能	(ホールド／クリア)

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W＝50,	H＝41,	L＝84	(mm)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社	営業本部	販売促進部
TEL:	0568-74-1303		FAX:	0568-77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/
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CKD�株式会社� 電磁弁

OPP4-1G マニホールド電磁弁子局
人と環境に優しくなった次世代ブロックマニホールド電磁弁 MN4Gシリーズにスロットイン方式で対応

特長
●スロットイン方式により、簡単にバルブとの接続・脱着ができます。

●薄型形状

●伝送速度が5種類に設定可能(156K ／ 625K／ 2.5M／ 5M／ 10Mbps)

●通信異常時の出力モードが選択可能(ホールド／クリア)

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W＝20,	H＝60,	L＝78	(mm)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社	営業本部	販売促進部
TEL:	0568-74-1303		FAX:	0568-77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/

CKD�株式会社� 電磁弁

OPP5-＊G マニホールド電磁弁子局
高い耐環境性と対環境性、設置からメンテナンスまでの際立つ使い易さ、
時代が求める性能を一段と高めた電磁弁です。

特長
●IP65対応の保護構造(耐塵・防噴流形)

●配線方向の自由度がアップ(上方向、横方向)

●入出力ユニットが取り付けられます。

●最大32点まで対応できます。

●伝送速度が5種類に設定可能
(156K ／ 625K／ 2.5M／ 5M／ 10M	bps)

●通信異常時の出力モードが選択可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W=60,	L=130,	H=70

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社	営業本部	販売促進部
TEL:	0568-74-1303		FAX:	0568-77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/
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CKD�株式会社� 電磁弁

OPP6-＊G マニホールド電磁弁子局
高集積・省スペース＆高機能を備えた小形・省配線3・4ポート弁ブロックマニホールド

特長
●小形・低背形で32点出力を実現しました。

●密着構造でフット面積が削減可能です。

●伝送速度が5種類に設定可能です。

●通信異常時の出力モードが選択可能です。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W=46.1	L=77	H=39.5

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社	営業本部	販売促進部
TEL:	0568-74-1303		FAX:	0568-77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/

CKD�株式会社� 電磁弁

EVT-T9GAR 薄型電空レギュレータ用子局
PLC制御・省配線化に応える薄型電空レギュレータ・マニホールドタイプ
半導体・精密分野の各種押圧コントロール、微速シリンダー制御等に最適です。

特長
●入力4ch(圧力モニタ) ／出力4ch(圧力制御)のアナログ入出力ユニットです。

●子局1台で電空レギュレータ4台まで制御できます。

●伝送スピードが5種類に設定可能(156K ／ 625K／ 2.5M／ 5M／ 10Mbps)

●集積度が高く、電空レギュレータ最大12連(子局3台)のマニホールド化が可能です。

●本体正面に配管・配線を集中化し、作業性の向上と省スペース化を実現します。

●DINレールは底面取付けの他、背面取付けも可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 W32×D75×H75

質量 145g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
CKD株式会社	営業本部	販売促進部
TEL:	0568-74-1303		FAX:	0568-77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/
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SMC�株式会社� 電磁弁

EX12※-SMJ1 シリアルインターフェース(SI)ユニット
バルブマニホールドがCC-Linkに直結可能

特長
●大幅に向上されるスペース効率
従来のパラレル配線方式での～数百本にものぼる配線スペースから解放し、更に
SIマニホールド電磁弁の小形化により、飛躍的なスペース効率の向上を実現しまし
た。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 110g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社	お客様相談室窓口	
〒101-0021	東京都千代田区外神田4-14-1	秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838	Fax:03-5298-5364	
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp	
http://www.smcworld.com/index.html
<URL>	http://www.smcworld.com

SMC�株式会社� 電磁弁

EX140-SMJ1 シリアルインターフェース(SI)ユニット
バルブマニホールドがCC-Linkに直結可能

特長
●大幅に向上されるスペース効率
従来のパラレル配線方式での～数百本にものぼる配線スペースから解放し、更に
SIマニホールド電磁弁の小形化により、飛躍的なスペース効率の向上を実現しまし
た。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 80g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社	お客様相談室窓口	
〒101-0021	東京都千代田区外神田4-14-1	秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838	Fax:03-5298-5364	
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp	
http://www.smcworld.com/index.html
<URL>	http://www.smcworld.com
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SMC�株式会社� 電磁弁

EX180-SMJ1 ※  シリアルインターフェース(SI)ユニット
小型、省スペース、省電力のソレノイドバルブであるSJ2000/3000シリーズを、
CC-Linkへ最大32点まで接続可能

特長
●バルブ間の配線にコネクタ接続方式(カードエッジ式)を採用し、連数変更に柔軟に
対応可能

●SJ2000(7.5mm幅Cv値0.08)とSJ3000(10mm幅Cv値0.12)の混載マニホール
ドが可能

●マニュアルの誤操作を防止するマニュアルロックスイッチ機構付

●極細チューブφ2ワンタッチ管継手に対応

●配線部にはコネクタ接続を採用し、バルブ電源と通信電源は分離

●通信コネクタはT分岐コネクタを選択可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量 110g以下

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社	お客様相談室窓口	
〒101-0021	東京都千代田区外神田4-14-1	秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838	Fax:03-5298-5364	
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp	
http://www.smcworld.com/index.html
<URL>	http://www.smcworld.com

SMC�株式会社� 電磁弁

EX250-SMJ2 シリアルインターフェース(SI)ユニット
バルブマニホールド、入力ブロック、シリアルユニットが一体集中型で省スペース

特長
●最大入出力点数：入力32点/出力32点
コネクタ接続の採用により、マニホールドバルブ、入力ブロックの増連が容易

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 250g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社	お客様相談室窓口	
〒101-0021	東京都千代田区外神田4-14-1	秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838	Fax:03-5298-5364	
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp	
http://www.smcworld.com/index.html
<URL>	http://www.smcworld.com
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TPC�Mechatronics�Corp.� 電磁弁

電子弁用通信ユニット SU1A-C
CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

特長
●コンパクトなデザイン

●簡単な設置

●最大16点出力対応

●IP40保護構造

●総8種のバルブ機能搭載

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 34(W)x74(L)x65(H)	mm

質量 0.11kg

標準価格

問合せ先

TPC	Mechatronics	Co.,	Ltd.
TEL：+82-2-1588-5982
<URL>	http://www.tpcpage.com/

TPC�Mechatronics�Corp.� 電磁弁

電子弁用通信ユニット SU1B-C
CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

特長
●コンパクトなデザイン

●簡単な設置

●最大16点出力対応

●IP65保護構造

●総5種のバルブ機能搭載

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 85(W)x155(L)x90.5(H)mm

質量 0.11kg

標準価格

問合せ先

TPC	Mechatronics	Co.,	Ltd.
TEL：+82-2-1588-5982
<URL>	http://www.tpcpage.com/
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TPC�Mechatronics�Corp.� 電磁弁

電子弁用ユニット SU2A-C
CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

特長
●コンパクトなデザイン

●簡単な設置

●最大24点出力対応
	

●IP65保護構造

●総8種のバルブ機能搭載

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 34(W)x74(L)x65(H)	

質量 0.2kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.tpcpage.com

TPC�Mechatronics�Corp.� 電磁弁

電子弁用ユニット SU2B-C
CC-Linkに直結可能なソレノイドバルブマニホールド

特長
●コンパクトなデザイン

●簡単な設置

●最大28点出力対応

●IP65保護構造

●総5種のバルブ機能搭載

局種 Remote	I/O

占有局数 1

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 85(W)	x	155(L)	x	91(H)

質量 1.2ｋｇ

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.tpcpage.co.kr

電
磁
弁



138

Festo�AG�&�Co.�KG� 電磁弁

CTEU-CC
CTEU-CC Fieldbus is usuable with the valve Terminals VTUG, VTOC and MPA-L directly also with the 
CAPC Adapter. The CAPC Adapter plate allows to connect two valve Terminals or a valve Terminal and 
an IO module connected with M12- 5pin cables.

特長
●	Mapping	in	the	bit	area:
1	Station:	max	16	bits
2	Station:	max.	48	bits
3	Station:	max.	80	bits
4	Station:	max.	112	bits

Mapping	in	the	word	area:
1	Station:	max.	8	byte
2	Station:	max.	16	Byte

The	diagnostics	function	can	be	activated	or	deactivated	by	setting	bit	0	
of	the	first	output	byte	in	the	unused	range.	

局種 Remote	Device	Station

占有局数 4	station	selectable

CC-Linkバージョン 1.1

外形寸法 40	mm	x	91	mm	x	50	mm

質量 90gr

標準価格 Price	on	request

問合せ先

Festo�AG�&�Co.�KG� 電磁弁

Version 2.0 Fieldbus for the  CPX System - FB23-24
The CPX fieldbus node CPX-FB23 which is conformed to CC-Link version 1.1 and , is upgraded to  
CC-Link version 2.0. The order code is  FB24.  Both of them FB23 and FB24 are useable on the same 
fieldbus module and is selectable via Dil Switches
CPX is usuable with the valveterminals MPA, MPA-L, VTUG and VTSA

特長
●Version	1.1	and	Version	2.0	on	board	selectable	via	Dil	Switches
Station	and	cycletime	optimized	Version	2.0	enables	512	inputs	and	512	
Outputs
System	diagnostics
Hold/clear	function

局種 Remote	Device	Station

占有局数 4	station	selectable	-	8	cycle	
selectable

CC-Linkバージョン Version	1.1	and	Version	2.0

外形寸法 50	mm	x	107	mm	x	50	mm	
(Interlinking	block	included)

質量

標準価格 Price	on	request

問合せ先

電
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株式会社�コガネイ� 電磁弁

電磁弁Fシリーズ
使い易さの徹底追求で、さらにパワーアップした新しいカタチ

特長
●シングル・ダブル両用バルブ/異径サイズ両用継手を採用/同一のバルブ幅で流量
を2～ 3.3倍アップ/シングルソレノイド専用バルブも用意/充実した配線仕様

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ		技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL>	http://www.koganei.co.jp
<URL>	https://official.koganei.co.jp

株式会社�コガネイ� 電磁弁

電磁弁JAシリーズ
タンデム3ポート弁で省スペースを実現

特長
●「小形化」と「低消費電力化」を実現してタンデム3ポート弁を追加するなど、バルブと
しての高付加価値を装備した新世紀バルブ

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ	技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL>	http://www.koganei.co.jp
<URL>	https://official.koganei.co.jp
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株式会社�コガネイ� 電磁弁

電磁弁PBシリーズ
中形バルブでの「使いやすさ」「省エネ」「対環境性」に加え「省スペース」「大流量」を追求

特長
●バルブとマニホールドの一体形として次世代の「使いやすさ」と「高機能」を搭載

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒184-8533
東京都小金井市緑町3-11-28
株式会社コガネイ	技術サービスセンター
Phone:042-383-7172
Fax:042-383-7206
<URL>	http://www.koganei.co.jp
<URL>	https://official.koganei.co.jp
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オリエンタルモーター株式会社� ゲートウェイ

ネットワークコンバータ NETC01-CC
CC-Link通信プロトコルから当社RS-485通信プロトコルへの変換器です。

特長
●ネットワークコンバータは、CC-Link通信プロトコルから当社RS-485通信プロトコル
への変換器です。
ネットワークコンバータを使用し、CC-Link通信環境下で当社RS-485対応製品を
制御することができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

営業本部	商品企画課		村上	直衛
			電話番号	:	03-6744-0351
			FAX番号	:03-5826-2575
<URL>	http://www.orientalmotor.co.jp/

オリエンタルモーター株式会社� ゲートウェイ

ネットワークコンバータ CC-Link Ver.2対応 NETC02-CC
CC-Link通信プロトコルから当社独自のRS-485通信プロトコルへの変換器です。
CC-Link Ver.2に対応にしました

特長
●CC-Link通信プロトコルから当社独自のRS-485通信プロトコルへの変換器です。
ネットワークコンバータを使用し、CC-Link通信環境下で当社RS-485対応製品を
制御することができます。
CC-Link	Ver.2に対応することで、ラダープログラムの簡素化やデータ送受信にお
ける通信時間の短縮を図ることができます。

局種 リモードデバイス局

占有局数 4曲占有

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 [mm]35×100×70

質量 [kg]0．12

標準価格 お問合せください

問合せ先

会社名	:	オリエンタルモーター株式会社
電話番号	:	0120-914-271
<URL>	https://www.orientalmotor.co.jp/company/profile/
<URL>	https://www.orientalmotor.co.jp/products/detail.action?hinmei=NETC02-CC

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ



142

IDEC�株式会社� ゲートウェイ

SX5A-GM1N AS-Interface/CC-Link ゲートウエイ
CC-LinkとAS-Interfaceプロトコルを変換するゲートウエイ
CC-LinkのスレーブおよびAS-Interfaceのマスタとして機能

特長
●AS-Interface	Ver	2.1に対応

●IP65保護構造

●AS-InterfaceをCC-Linkに接続可能

●AS-Interfaceから電源供給

●LEDと2桁表示のディスプレイによるエラー診断

●CC-Link経由で全てのAS-Interfaceを操作可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 3局

CC-Linkバージョン Ver.	1.0

外形寸法

質量

標準価格 113,300円(税別)

問合せ先

・東京本社テクニカルサポート	 TEL	(03)5782-7692	 FAX	(03)5782-7688
・名古屋営業所テクニカルサポート	 TEL	(052)732-2712	 FAX	(052)732-2722
・大阪営業所テクニカルサポート	 TEL	(06)6398-3070	 FAX	(06)6398-3080
・広島営業所テクニカルサポート	 TEL	(082)242-7110	 FAX	(082)242-7115
・福岡営業所テクニカルサポート	 TEL	(092)474-6331	 FAX	(092)474-6334
<URL>	http://www.idec.com/

AC&T�System�CO.,LTD� ゲートウェイ

産業用通信サーバー ETOS-CCS-V2(with TDK ZCAT3035-1330)
Easy Industrial Networks Organizing, RS232/RS422/RS485/Ethernet/CC-Link networks

特長
●32Bit	RISC	CPUを採用したFieldbus用高性能デバイスサーバー																																																																																																																

●産業用勧業(温度、振動、衝撃、ノイズ)に対応したハードウェアー設計

●CCC-Link(Remote	Device)	V2.0	サーポート

●C-Link	1	ポートとシリアル	2ポートまたはイーサネット1ポートサーポート								

●多様なシリアル通信ドライバー	(Glofa/XGT,	Modbus,	Melsec	Master)とイーサネッ
トドライバー	(Modbus	TCP)	サーポート	

●ユーザー正義プロトコル通信用プーレム編集機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局(選択可能)

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法 41.0*117.0*98.0mm	(W*H*D)

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.acnt.co.kr
<URL>	http://acnt.co.kr/product/product_view.php?idx_no=19&p=1
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Bihl+Wiedemann�GmbH� ゲートウェイ

ステンレス鋼製AS-i、CC-Link接続用ゲートウェイ
CC-LinkとAS-iの間のゲートウェイです。Safety at Workシステムをはじめ、AS-iのすべての接続に適しています。
AS-i 3.0に対応しています。重複アドレス認識など、標準機能を超える高診断機能を備えています。

特長
●AS-i	3.0対応のAS-iマスター

●AS-i診断用の高機能

●AS-i	Safety	at	Workシステムに好適

●CC-Linkリモートデバイス局

●CC-Link経由で診断・構成を完了

●CC-Link上のボーレートは156KBpsから10MBpsまで

局種 リモートデバイス局

占有局数 2-4	
(depending	on	operating	mode)

CC-Linkバージョン Ver.	2.0

外形寸法 85	x	120	x	83	[mm]

質量 0,520	[Kg]

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.bihl-wiedemann.com
<URL>	http://www.bihl-wiedemann.de/en/products/as-interface-
mastergateways/gateways/product-selector-gateways/s/bwu2611.html
<E-mail>	mail@bihl-wiedemann.com

Bihl+Wiedemann�GmbH� ゲートウェイ

AS-i 3.0 CC-Link Gateway with integrated Safety Monitor (BWU2833)
A Gateway between CC-Link and AS-Interface. Suitable for all aplications with AS-Interface including 
Safety at Work. According to the specification 3.0. Includes enhanced diagnostic features above the 
standard, like duplicate address recognition. Offers up to 31 release circuits and safe coupling Safe Link 
over Ethernet. Supports applications up to SIL3/Cat4/PLe. 

特長
●AS-i	Master	according	specification	3.0

●Enhanced	AS-i	Diagnostic	features

●Suitable	for	AS-i	Safety	at	Work

●CC-Link	remote	device	station

●Complete	diagnosis	and	configuration	over	CC-Link

●CC-Link	Baudrate	156KBps	up	to	10MBps

●Up	to	31	release	circuits:	up	to	6	CAT4,	SIL3	safe	output	circuits	on	the	
monitor,	fast	electronic	safe	outputs

●Applications	up	to	SIL3/Cat4/PLe

●Safe	coupling	Safe	Link	over	Ethernet

局種 Remote	device	station

占有局数 2-4	(depending	on	operating	
mode)

CC-Linkバージョン
Ver.	2.0	or	Ver.	1.1	
(depending	on	operating	
mode)

外形寸法 109	x	120	x	106	mm

質量 0.8	kg	

標準価格 0.8	kg	

問合せ先

<URL>	http://www.bihl-wiedemann.com
<URL>	http://www.bihl-wiedemann.de/en/products/safety-components/
safety-monitor/product-selector-safety-monitor/s/bwu2833.html
<E-mail>	mail@bihl-wiedemann.com
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HMS�Industrial�Networks�AB� ゲートウェイ

ABC-CCL AnyBus-コミュニケータ CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウエイ
機器製品のシリアルポートからCC-Linkへの接続を実現

特長
●インターフェース機能を内蔵できない小型機器製品のCC-Link対応をシリアル経由
で実現

●シリアルはRS232C/422/485に対応

●Modbusプロトコルを使用すればシリアル機器はマルチドロップで複数接続可能

●シリアル側の設定ソフトとPC接続用ケーブルをパッケージ

●プログラムレスで機器製品のCC-Link対応を実現

●開発期間の短縮とコスト低減に貢献

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1&2

外形寸法 75(W)×27(H)×100(D)mm

質量 135g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA	BUILDING2	9F
HMS	INDUSTRIAL	NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL>	http://www.hms-networks.com
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=366&ProductType=Anybus%20Communicator
<URL>	http://www.anybus.de/products/abc_cc-link.shtml
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMS�Industrial�Networks�AB� ゲートウェイ

ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/DeviceNet、CIPゲートウエイ
CIPプロトコル(DeviceNet、EtherNet/IP、ControlNet等)とCC-Linkスレーブとのプロトコル変換を実現

特長
●DeviceNetアダプタとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7862)

●DeviceNETスキャナとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7819)

●ControlNetアダプタとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7871)

●プログラムレスでCIPプロトコルとCC-Linkプロトコルの変換、接続を実現

●RoHS対応

●DeviceNetスキャナ用ネットワーク設定ツールを用意

局種

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1&2

外形寸法 110(W)×42(H)×126(D)mm

質量 460g

標準価格 お問合わせ下さい

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA	BUILDING2	9F
HMS	INDUSTRIAL	NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL>	http://www.hms-networks.com
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMS�Industrial�Networks�AB� ゲートウェイ

ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/Profibusゲートウエイ
ProfibusプロトコルとCC-Linkスレーブとのプロトコル変換を実現

特長
●ProfibusマスターとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7810)

●ProfibusスレーブとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7852)

●DINレール取付タイプのハウジングは盤外での使用を考慮されたデザイン	IP20

●プログラムレスでProfibusプロトコルとCC-Linkプロトコルの変換、接続を実現

●RoHS対応

局種

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1&2

外形寸法 110(W)×42(H)×126(D)mm

質量 460g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA	BUILDING2	9F
HMS	INDUSTRIAL	NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL>	http://www.hms-networks.com
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMS�Industrial�Networks�AB� ゲートウェイ

ABX AnyBus-X CC-Linkスレーブ/イーサーネットゲートウエイ
EtherNetプロトコル(EtherNet/IP、Profinet、Modbus-TCP等)とCC-Linkスレーブとのプロトコル変換を実現

特長
●EtherNet/IPアダプタとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式
AB7841)

●ProfinetI/OデバイスとCC-Linkスレーブ間のプロトコル変換を実現(型式AB7661)

●DINレール取付タイプのハウジングは盤外での使用を考慮されたデザイン	IP20

●プログラムレスでイーサーネットプロトコルとCC-Linkプロトコルの変換、接続を実現

●RoHS対応

●Easy	to	setup	-		No	programming	required

局種

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1&2

外形寸法 110(W)×42(H)×126(D)mm

質量 460g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA	BUILDING2	9F
HMS	INDUSTRIAL	NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL>	http://www.hms-networks.com
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway AB7661
CC-LinkをPROFINETネットワークに接続します。
CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またPROFINETネットワーク上のI/Oデバイスとして機能します。

特長
●CC-LinkネットワークとPROFINETネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信
(最大I/O	896点と128ワード)

●CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、PROFINETネットワーク上
ではPROFINET用のI/Oデバイスとしての機能を提供

●DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済

●簡単セットアップ。プログラミング不要

●構成：CSPファイル経由でCC-Link、GSDファイル経由でPROFINETへ
(両ファイルともHMSにより提供)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=313&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway AB7680
CC-LinkをEthernet/IPネットワークに接続します。
CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またEthernet/IPネットワーク上のマスター／スキャナーとして機能します。

特長
●CC-LinkネットワークとEthernet/IPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	896点と128ワード)

●CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、Ethernet/IPネットワーク
上ではEthernet/IP用のマスター／スキャナーとしての機能を提供

●DINレールに搭載可能。堅牢なデザイン。認証済

●基盤上のウェブ構成ブロックからEthernet/IP、スレーブ／アダプタを構成。プログ
ラミング不要

●Ethernet/IP、スレーブ／アダプタ版もご用意(AB7841)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=382&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway AB7694
CC-LinkをEtherCATネットワークに接続します。
CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またEtherCATネットワーク上のスレーブとして機能します。

特長
●CC-LinkネットワークとEtherCATネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	896点と128ワード)

●CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、EtherCATネットワーク上
ではEtherCAT用のスレーブとしての機能を提供

●DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済

●簡単セットアップ。プログラミング不要

●構成：CSPファイル経由でCC-Link、EtherCATマスターおよびXMLファイル経由
でEtherCATへ(両ファイルともHMSにより提供)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=400&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway AB7810
CC-LinkをPROFIBUSネットワークに接続します。
CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またPROFIBUSネットワーク上のDPV1マスターとして機能します。

特長
●CC-LinkネットワークとPROFIBUSネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	896点と128ワード)

●CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、PROFIBUSネットワーク上
ではPROFIBUS用のDPV1マスターとしての機能を提供

●DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済

●付属しているNetToolのPROFIBUS用ソフトウェアによってPROFIBUS上のスレー
ブを構成。プログラミング不要

●PROFIBUSスレーブ版もご用意(AB7852)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=142&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway AB7819
CC-LinkをDeviceNetネットワークに接続します。
CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またDeviceNetネットワーク上のマスター／スキャナーとして機能します。

特長
●CC-LinkネットワークとDeviceNetネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	896点と128ワード)

●CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、DeviceNetネットワーク上
ではDeviceNet用のマスター／スキャナーとしての機能を提供

●DINレールに搭載可能。堅牢な工業デザイン。認証済

●付属しているNetToolのDeviceNet用ソフトウェアによってDeviceNet上のスレーブ
／アダプタを構成。プログラミング不要

●DeviceNet、スレーブ／アダプタ版もご用意(AB7862)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=152&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link - Modbus TCP Master (AB9009)
CC-LinkをModbus TCPネットワークに接続します。CC-Linkネットワーク上のスレーブとして、またModbus TCPネッ
トワーク上のマスター／クライアントとして機能します。

特長
●CC-LinkネットワークとModbus	TCPネットワークを相互接続する単体型のゲートウェイ

●ふたつの工業用ネットワークの間で、512バイトのI/Oデータを送信
(最大128個のI/Oポイント、CC-Link上の16ワード)

●CC-Linkネットワーク上のCC-Linkスレーブとして動作し、Modbus	TCPネットワーク
上ではModbus	TCP用のマスター／クライアントとしての機能を提供

●DINレールに搭載可能。新規の堅牢な工業デザイン。認証済

●Modbus	TCP上の統合2ポートスイッチにより、「デイジーチェーン」が可能

●構成：CSPファイル経由でCC-Link、付属しているWebブラウザーでModbus	TCP
を構成

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 110	x	35	x	101	[mm]

質量 0.15	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=489&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus Communicator CC-Linkスレーブ/シリアルゲートウエイ (AB7008)
機器製品のシリアルポートからCC-Linkへの接続を実現

特長
●インターフェース機能を内蔵できない小型機器製品のCC-Link対応をシリアル経由
で実現
シリアルはRS232C/422/485に対応
Modbusプロトコルを使用すればシリアル機器はマルチドロップで複数接続可能
シリアル側の設定ソフトとPC接続用ケーブルをパッケージ
プログラムレスで機器製品のCC-Link対応を実現
開発期間の短縮とコスト低減に貢献

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1&2

外形寸法 75(W)×27(H)×120(D)mm

質量 0.15	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3	新横浜KSビル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://anybus.jp
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=366&ProductType=Anybus%20Communicator
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

NKE�株式会社� ゲートウェイ

CC-LinkユニラインVXゲートウェイ VX-GWCC1
1024点まで対応できるユニラインVXシリーズ用ゲートウェイ。

特長
●VXシリーズは、ユーザの満足をとことん追いかけた結果、従来シリーズに比べて、
Full	Duplex方式による高速応答と新方式による優れた耐ノイズ性の両方を実現し
ています。さらに、高速通信・多点制御・多分岐といった基本性能のスペックアッ
プだけではなく、1点毎のデータチェックを行える「相補ビット照合方式」の採用によっ
て、エラーデータの補足率を格段に高めました。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4極

CC-Linkバージョン Ver.1.10	Ver.2.0

外形寸法 40(W)×110(H)×94(D)mm

質量 210g

標準価格

問合せ先

会社名	:	NKE株式会社
電話番号	:	075-931-2731
<URL>	http://www.nke.co.jp
<URL>	http://www.nke.co.jp/product/new/newvx.html
<E-mail>	promotion@nke.co.jp
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NKE�株式会社� ゲートウェイ

SDD-CC1A ユニラインゲートウェイ
ノイズの心配必要なし！ユニラインで省配線！

特長
●耐ノイズ性能に優れる省配線機器ユニライン。配線方法に制限が少なく、専用ケー
ブルが必要ない。T型分岐、マルチドロップなどレイアウトフリーで、伝送距離は最
大1kmまで延長可能。ゲートウェイを使うことでCC-Linkをメインとするシステムに、
ユニラインの豊富な入出力ユニットが使用でき、柔軟で使い勝手の良いI/Oネットワー
クが構築できる。

●入出力点数を選択できるMODEスイッチを追加しました。
SDD-CC1互換の入力112点／出力112点に加え、合計256点を32点単位で入
出力に分けることができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 40(W)×110(H)×94(D)mm

質量 210g

標準価格 52,800円

問合せ先

〒612-8487
京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL	0120-77-2018
<URL>	http://www.nke.co.jp/
<URL>	http://www.nke.co.jp/product/catalog/uniwire/1_6.html
<E-mail>	promotion@nke.co.jp

NKE�株式会社� ゲートウェイ

UNG-CC1A ユニラインゲートウェイ
ノイズの心配必要なし！512点対応のユニラインゲートウェイ

特長
●512点まで対応できるUNシリーズ用ゲートウェイ。使い勝手の良さを損なうことなく、
従来シリーズに比べてさらに耐ノイズ性能を強化している。

●伝送距離を選択できるMODEスイッチを追加しました。
200m、500m、1kmから選択することができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 40(W)×110(H)×94(D)mm

質量 210g

標準価格 52,800円

問合せ先

〒612-8487
京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL	0120-77-2018
<URL>	http://www.nke.co.jp/
<URL>	http://www.nke.co.jp/product/catalog/uniwire/1_6.html
<E-mail>	promotion@nke.co.jp
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SMC�株式会社� ゲートウェイ

EX500-GMJ1 ゲートウエイユニット
ゲートウェイ方式を採用。(CC-Link通信プロトコルをSMC専用に変換)
4分岐配線によりマニホールドバルブ／入力機器を分散制御可能

特長
●最大入出力点数128点(入力64点／出力64点)

●接続するI ／ O機器にコネクタ接続方式を採用し、増減が自由自在

●各I ／ Oユニットへの電源配線が不要

局種 リモートデバイス局

占有局数 3局

CC-Linkバージョン

外形寸法 160W×88H×46D

質量 470g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社	お客様相談室窓口	
〒101-0021	東京都千代田区外神田4-14-1	秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838	Fax:03-5298-5364	
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp	
http://www.smcworld.com/index.html
<URL>	http://www.smcworld.com

SMC�株式会社� ゲートウェイ

EX510-GMJ1 ゲートウエイユニット
マニホールドバルブ／入力機器を分散制御可能

特長
●最大入出力点数128点(入力64点／出力64点)

●各I ／ Oユニットの電源配線、アドレス設定が不要

局種 リモートデバイス局

占有局数 3局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 64W×80H×60D

質量 170g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

SMC株式会社	お客様相談室窓口	
〒101-0021	東京都千代田区外神田4-14-1	秋葉原UDX15F
Tel:0120-837-838	Fax:03-5298-5364	
E-mail:soudanshitsu@smcjpn.co.jp	
http://www.smcworld.com/index.html
<URL>	http://www.smcworld.com
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株式会社�エム・システム技研� ゲートウェイ

CC-Link-HLS ゲートウェイユニット R7G
R7GはCC-Linkの入力32点をHLS(Hi-speed Link System)の出力32点へ、HLSの入力32点をCC-Linkの出力32
点へデータの受け渡しを行います。

特長
●コンパクト設計です。

●CC-Link、HLS	ともにスレーブ局になります。

局種 リモートI/O局

占有局数 2局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W115×H50×D54mm

質量 約150g

標準価格 80,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エニイワイヤ� ゲートウェイ

AG42-C1 CC-Link対応AnyWire DBシリーズゲートウェイ
オープンネットワークCC-LinkシステムをAnyWire省配線システムで柔軟に補完

特長
●CC-Linkを使用したシステムをAnyWire省配線システムが補完します。制御システ
ム内での下位ネットワークに当たるセンサ・アクチュエータレベルのI/O部分を省配
線化し、システムを柔軟に拡張します。

●AnyWire	DBシリーズの基本構造である全4重Dual-Busシステムは、Bit-Busでの
ビットON/OFF制御とWord-Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異な
る目的のデータ伝送を、ひとつの伝送ラインで可能にしました。

●AnyWire省配線システムの導入により、省配線・省工数・省スペース化が可能で
す。T分岐やマルチドロップ、ツリーなど自由な分岐が出来、配線ゴミを出さない圧
接コネクタによる簡単ワンタッチ接続、汎用電線で配線できる柔軟性など、施工性、
メンテナンス性に優れています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 57(W)×54.5(H)×140(D)mm

質量

標準価格 60,000円(税別)

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp/
<E-mail>	info@anywire.jp
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株式会社�エニイワイヤ� ゲートウェイ

AG42-C2 CC-Link Ver. 2.00対応AnyWire DBシリーズゲートウェイ
CC-Link-Anywire DBシリーズのゲートウェイにCC-Link Ver. 2.00対応版が登場

特長
●AnyWire	DBシリーズゲートウェイにCC-Link	Ver.	2.00対応版(4倍速固定)が追加
されました。最大2560点のI/Oを接続可能になり、より拡張性が高くなりました。

●AnyWire	DBシリーズの基本構造である全4重Dual-Busシステムは、Bit-Busでの
ビットON/OFF制御とWord-Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異な
る目的のデータ伝送を、ひとつの伝送ラインで可能にしました。

●AnyWire省配線システムの導入により、省配線・省工数・省スペース化が可能で
す。T分岐やマルチドロップ、ツリーなど自由な分岐が出来、配線ゴミを出さない圧
接コネクタによる簡単ワンタッチ接続、汎用電線で配線できる柔軟性など、施工性、
メンテナンス性に優れています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10/Ver.	2.00

外形寸法 57(W)×54.5(H)×140(D)mm

質量

標準価格 60,000円(税別)

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-8550	京都府長岡京市馬場図所1番地
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp/
<E-mail>	info@anywire.jp

オムロン株式会社� ゲートウェイ

CC-Link対応CompoNetゲートウェイ 形GQ-CRM21
CC-LinkとCompoNet がリンクし、「簡単」に「柔軟」にシステムを拡大します。

特長
●CompoNet接続で簡単分岐。配線部材費も低減。

●小点数分散対応で設備内をさらに省配線。

●多彩なCompoNetスレーブが使用でき、装置の小型化に貢献。

●本体7セグメント表示により現場での異常の特定も容易。

●加入・通信異常フラグを使えば、上位コントローラからも異常個所を特定。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 95(W)×50(H)×37.9(D)

質量 0.11kg

標準価格 60,000円

問合せ先

オムロン株式会社	インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
カスタマサポートセンタ
TEL：0120-919-066,	055-982-5015
FAX：055-982-5051
<URL>	http://www.fa.omron.co.jp/index.html
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株式会社�シマデン� ゲートウェイ

プロトコル変換器  GAT10-CCシリーズ
シマデン標準プロトコル搭載の調節計とCC-Linkとの通信をプログラムレスで行なえます。

特長
●最大8台までのRS-485通信付シマデン製品の温度測定値や温度設定値、各種
パラメータの読み書きをCC-Link上から可能にします。

●設備機器に各システムを分散して設置する事により、システム全体の省配線化を実
現できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10対応

外形寸法 H80×W50×D130mm	(ベース
含む)

質量 約260g

標準価格 42,000円より(税別)

問合せ先

〒179-0081
東京都練馬区北町2-30-10
株式会社シマデン	営業技術課
TEL：03-3931-9891	FAX：03-3937-1240
<URL>	http://www.shimaden.co.jp
<E-mail>	info@shimaden.co.jp

ハカルプラス株式会社� ゲートウェイ

C1-GW CC-Link用プロトコル変換器
タケモトデンキ製電力用リモートI/OのRS-485通信ラインをCC-Linkに接続するプロトコル変換器です。

特長
●5素子形マルチ変換器等の電力諸量の伝送をCC-Linkで統一できます。

●子局側のコマンド／レスポンス手順にしたがって、マスタ局のリモート入出力／レジ
スタを操作します。1回の送受信で16ワードまでのデータを子局から読み出すことが
できます。

●機能設定を行うツールソフトは不要です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン

外形寸法 W200×H60×D126mm

質量 750g

標準価格 75,000円(税別)

問合せ先

〒532-0027
大阪市淀川区田川3丁目5番11号
タケモトデンキ株式会社	計測グループ
TEL	0120-30-2111			FAX	06-6308-7766
<URL>	http://www.takemotodenki.co.jp
<E-mail>	eigyo11@takemotodenki.co.jp
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株式会社�佐々木設計� ゲートウェイ

武蔵
MFC(マスフローコントローラー )もCC-Linkで使いたいとのご要望にお応えし、ゲートウェイで形にしました。
リリース時に予定している対応MFCメーカーは2社を予定しております。
MFC以外の機器にも順次対応予定。

特長
●マスフローコントローラー(MFC)がCC-Linkで使えます。
・通信プログラム不要。
・アナログ入出力ユニット不要。
・直ぐにMFCがつながります。
・最大16台まで接続可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver1.1

外形寸法 128(H)×38(W)×93(D)[mm]

質量

標準価格

問合せ先

会社名	:	株式会社	佐々木設計
電話番号	:	042-513-0675
e-mail	:	info@ssk-dsn.com
その他	:
<URL>	http://www.ssk-dsn.com/
<E-mail>	info@ssk-dsn.com

東洋電機�株式会社� ゲートウェイ

MAGIC BEE マジック・ビー (無線式モニタリングシステム)
電池駆動のZigBee無線端末(子局)に各種センサが接続でき、センサ・ネットワーク環境を簡単に構築することが出来ます。
各子局が収集した情報は、子局同士がベストな経路を判断し、親局(CC-Link)を経由して、上位システムに送ることが出
来ます。

特長
●・超低消費電力により、電池駆動を実現した長寿命な無線式モニタリングシステム
・既存システムの先に無線式モニタリングシステムを容易に構築可能
・メッシュ型トポロジーでのネットワーク形成が可能
・マルチホップ機能(多段に渡るリレー接続が可能)
・端末が自動的にネットに入るアドホック機能(追加設置が容易)
・通信経路の自己修復機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver．2．00／ 1．10対応

外形寸法

親局：W160×D90×H42
(アンテナなど突起部含まず)
子局：W60×D120×H29
(コネクタなど突起部含まず)

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1181
その他	:	愛知県春日井市神屋町字引沢1-39
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/seihin/electric/magicbee/
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp
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東洋電機�株式会社� ゲートウェイ

CC-Link Ver2.0対応 MRC用ゲートウェイ コントローラー
本製品(MGW2-1616-CP1)は、当社製品のDCブラシレスモータ用搬送コントローラ(MRC-412-P1)をCC-Linkに接
続するためのゲートウェイ コントローラーです。
他の目的に使用できるものではありません。

特長
●MGW2-1616-CP1を使用することで、CC-Linkを利用したMRC-412-P1による
DCブラシレスモータの制御と監視が可能になります。

●MRCシリーズは、4つのDCブラシレスモータを同時に制御することが可能で、搬送
システムの省スペース化・低価格化・高機能化を実現致します。

●MRCシリーズは、多彩な運転モードを標準搭載していますが、CC-Linkで接続され
たPLCからのユーザー独自制御も可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver2．0

外形寸法 160x80x25mm

質量 320g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1700
e-mail	:	info@toyo-elec.co.jp
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/

東洋電機�株式会社� ゲートウェイ

MRC用ゲートウェイ コントローラー
本製品(MGW-1616-CP1)は、当社製品のDCブラシレスモータ用搬送コントローラ(MRC-411)をCC-Linkに接続す
るためのゲートウェイ コントローラーです。
他の目的に使用できるものではありません。

特長
●MGW-1616-CP1を使用することで、CC-Linkを利用したMRC-411によるDCブラ
シレスモータの制御と監視が可能になります。

●MRCシリーズは、4つのモーターを同時に制御することが可能で、搬送システムの
省スペース化・低価格化・高機能化を実現致します。

●MRCシリーズは、多彩な運転モードを標準搭載していますが、フィールドネットワーク
で接続されたPLCからのユーザー独自制御も可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver1．10

外形寸法 160x80x25mm

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

会社名	:	東洋電機株式会社
電話番号	:	0568-88-1700
e-mail	:	info@toyo-elec.co.jp
<URL>	http://www.toyo-elec.co.jp/
<E-mail>	info@toyo-elec.co.jp
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パナソニック�デバイスSUNX株式会社� ゲートウェイ

SL-GU1-C CC-Link対応S-LINKゲートウェイコントローラ
世界各国で普及しているCC-Linkに対応した、S-LINKゲートウェイコントローラを用意
CC-Link上でのさらなる省配線化を実現します。

特長
●長距離伝送のCC-Linkと、多点伝送のS-LINKがリンクすることにより、長距離・
多点伝送のネットワークを構築できます。

●接続機器の大多数を占める、センサ、スイッチなどの分散化したビット単位のI/Oを
S-LINKで配線することにより、効果的な省配線を実現できます。また、S-LINK圧
接コネクタによる、高度な省施工性も活用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.00

外形寸法 W35×H170×D72

質量 約210g

標準価格 SL-GU1-C	60,000円(税別)

問合せ先

〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック	デバイスSUNX株式会社
技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html

パナソニック�デバイスSUNX株式会社� ゲートウェイ

SL-VGU1-C CC-Link対応S-LINK Vゲートウェイコントローラ
世界各国で普及しているCC-Linkに対応した、S-LINK V ゲートウェイコントローラを用意
CC-Link上でのさらなる省配線化を実現します。

特長
●長距離伝送のCC-Linkと、多点伝送のS-LINK	V	がリンクすることにより、長距離・
多点伝送のネットワークを構築できます。

●接続機器の大多数を占める、センサ、スイッチなどの分散化したビット単位のI/Oを
S-LINK	Vで配線することにより、効果的な省配線を実現できます。また、S-LINK
圧接コネクタによる、高度な省施工性も活用できます。

●占有局数の少ないS-LINK	V	に、ビット単位の機器を大量に接続することで、CC-
Linkの局数を効率良く活用できます。節約できた局数を、インテリジェントデバイス
などに使用して、より高度なシステムを構築することができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W48×H100×D66

質量 約200g

標準価格 SL-VGU1-C	98,000円(税別)

問合せ先

〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック	デバイスSUNX株式会社
技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ



158

三菱電機株式会社� ゲートウェイ

CC-Link-AnyWire Bittyブリッジユニット NZ2AW1C1BY
DC電源重畳方式のAnyWire BittyとCC-Linkの接続用ブリッジユニットです。

特長
●分岐配線をしても断線検知が可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 100(H)×40(W)×66(D)[mm]

質量 0.16kg

標準価格 43,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� ゲートウェイ

CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット NZ2AW1C2D2
全2重伝送方式のAnyWire DB A20とCC-Link Ver 2.00の接続用ブリッジユニットです。

特長
●分岐配線をしても断線検知が可能です。

●CC-Link	Ver	2.00対応のマスタユニットが使用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00

外形寸法 57(H)×140(W)×44(D)[mm]

質量 0.18kg

標準価格 54,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� ゲートウェイ

CC-Link-Anywire ASLINKブリッジユニット NZ2AW1C2AL
Anywire ASLINKとCC-Linkの接続用ブリッジユニットです。

特長
●CC-LinkとAnyWireASLINKを，シームレスに接続

●CC-Link伝送速度自動追従

●終端抵抗内蔵による工数削減

●iQ	Sensor	Solution対応機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局／ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10 ／ Ver.2.00

外形寸法 96(H)×43(W)×102(D)[mm]

質量 0.2kg

標準価格 43,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機エンジニアリング�株式会社� ゲートウェイ

ECL2-NV1G形ゲートウェイユニット
CC-LinkシステムとONVIFネットワークの相互接続を可能にするCC-Linkシステム インテリジェントデバイス局対応
ゲートウェイユニットです。

特長
●CC-Linkシステム	マスタ局から、ONVIFネットワークのカメラの制御、確認ができます。
ONVIFネットワークとCC-Linkシステムとの間でイベントハンドリング(イベント送信/イ
ベント受信)ができます。
ONVIFネットワークに接続されたソケット通信機能を有する機器(パソコンなど)との
データ送受信(ソケット通信)ができます。

●ゲートウェイユニット1台につき、ONVIF規格に準拠したカメラを最大16台制御でき
ます。
カメラ1台あたり	100ポイントまでのカメラ位置を登録できます。

●三菱電機(株)製エンジニアリングツール	GX	Works3	および	GX	Works2で使用で
きるファンクション・ブロック(FB)を用意しています。
ファンクション・フロック(FB)を使用することにより、プログラムを簡単に作成でき、
プログラムの可読性の向上を図ることができます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10，Ver.2.00

外形寸法 180×50×70	[mm](突起部含まず)

質量 0.33kg(ユニット電源・FG用端子
台を含む)

標準価格

問合せ先

会社名	:	三菱電機エンジニアリング株式会社
	 名古屋事業所	営業部
電話番号	:	0568-36-2096
FAX番号	:	0568-36-2376	
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ヨシオ電子�株式会社� ゲートウェイ

CCL-GW CC-Link<->シリアル通信ゲートウェイモジュール
CC-Link<->RS-232C/TTL通信機器と接続するためのゲートウェイモジュールです。

特長
●CC-Linkと通信するために、ユーザー側のシリアル通信内蔵ユニットと接続するボー
ドです。

●TTL/RS-232Cを標準で実装してあるので、マイコン、USB、RS-422/485など
に接続できます。
注1)	RS-422/485オプションボードは別売りになります。

●市販のレベル変換ユニット/ケーブル使用で、USB、RS-422/485、EtherNetと
通信可能です。

●外部より5V供給可能。
●CC-Link側設定は1局～4局設定可能。
●外部電源入力部と内部回路はアイソレートしております。
●ファームウェアのカスタマイズ対応(有償)
●内部処理速度
約2ms	(CC-Linkのリンクスキャンタイムに依存)

●I/Oポート
8ポートTTLレベル入力出力ビット毎に選択可能

●DC24V±10%	(I=50mA	max)
●I/Fコネクタ
RS-232コネクタ	D-sub9S(メス)×1個
TTL,I/O用コネクタ	IL-G-12P×1個

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 W116	×	D56	×	H18

質量 85g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒203-0032
東京都東久留米市前沢3-13-1
ヨシオ電子株式会社
TEL:	042-471-2587		FAX:	042-471-2588
<URL>	http://www.yosio.co.jp
<URL>	http://www.yosio.co.jp/product/cc/cc07.php
<E-mail>	info@yosio.co.jp

クロダニューマティクス株式会社� ゲートウェイ

AG22-C1 CC-Link対応ユニワイヤゲートウェイ
省配線ユニワイヤHXシリーズとCC-Linkを接続する為のゲートウェイです。

特長
●オープンネットワークCC-Linkを使用したシステムに対しユニークな省配線を提案して
いるユニワイヤHXをセンサバスとして接続することが出来るゲートウェイです。ゲート
ウェイ内部ではアドレス変換を行うだけで、シームレスにセンサとコントローラを接続す
ることが出来ます。

●センサバスとなるユニワイヤHXは配線接続がT分岐、マルチドロップ等柔軟性有る
接続方法が選択可能です。また伝送ケーブルに関して専用のデータ通信用電線等
の制約は無く、汎用電線、一般信号伝送用電線、等が使用可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 140W×58H×57D(mm)

質量 180g

標準価格 67,200円

問合せ先

クロダニューマティクス株式会社	営業部
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町626番地	パーカー戸塚テクニカルセンター内
TEL	:	045-870-1510		FAX	:	045-870-1516
<URL>	http://www.kuroda-precision.co.jp/kpl/
<URL>	http://www.kuroda-precision.co.jp/kpl/japan/product/network_kiki.html
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Pepperl�+�Fuchs�GmbH� ゲートウェイ

VBG-CCL-K20-D-BV
AS-i/CC-Link gateway

特長
●Network	working	status	could	be	clearly	displayed	via	LED	display.
4	button	operation	enables	clear	graphic	display.
Bus	parameter	on	the	gateway	can	be	set	easily	by	the	button.
AS-i	network	can	be	set	and	diagnosed	via	the	button
The	AS-i	gateway	supports	AS-i	V	3.0	protocol	specification,	can	connect	
up	to	62	slave	modules,	and	248	input	/248	output	signals.
By	connecting	to	Pepperl	+	Fuchs’	safety	monitor	(VAS-2A8L-KE4-8SE),	
a	safety	network	can	be	set	up.
VAS-2A8L-KE4-8SE	can	be	directly	connected	with	the	safety	IO,	without	
additional	other	module	needed.
The	mobile	 terminal	with	spring	clamp	 is	differentiated	by	color,	easy	 to	
identify.
Back	buckle	can	be	used	for	DIN	rail	mounting.
Stainless	housing.
Protection	degree	IP20.

局種 Remote	Station

占有局数 4	station	(Ver.	1.10),	
3	station	(Ver.	2.0)

CC-Linkバージョン Ver	1.10,	Ver.	2.0

外形寸法 85	×	83	×	120	mm

質量 0.52	kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.pepperl-fuchs.com/
<E-mail>	info@de.pepperl-fuchs.com

SR�Technology�CO.,Ltd.� ゲートウェイ

CC-LINK互換形 Rectifier
- CC-Linkとネットワークを構成し、CC-Link通信カードを装備している全てのシーケンサーで制御可能

特長
●DSP-Control

●EXT'	 INTERFACE	(CC-link	 ,	Device-Net	 ,	Modbus	 ,	Ethenet	 ,	Profibus	 ,	
CDMA	,	RS-232C	&	485)

●SLIM	SIZE	,	COMPACT	DESIGN

●独立冷却方式による密閉性、耐久性向上

●エラーコード分類で迅速な対応

●オーダーメイドによる完璧な互換性

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン

外形寸法

W:430mm,	D:430mm,	
H:80mm	(1.0kW	or	less)	
W:430mm,	D:430mm,	
H:155mm	(2.0kW	or	less)	
W:430mm,	D:430mm,	
H:180mm	(3.0kW	or	less)	
W:430mm,	D:435mm,	H:	
250mm	(5.0kW	or	less)

質量

10kg	(Rating	capacity:1.0kW	or	less),
20kg	(Rating	capacity:3.0kW	or	less),	
30kg	(Rating	capacity:5.0kW	or	less),	
40kg	(Rating	capacity:10.0kW	or	less)

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.msof.co.kr
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METIS�CO.,�LTD.� ゲートウェイ

MT99DK2–GATEWAY
CC-Link to Serial GATEWAY (RS232,USB inferface)   

特長
●Input	Voltage	:	DC	24V	 	 	

●Serial	interface	convert	to	CC-Link	or	CC-Link	convert	to	serial	interface	
RS232	and	mini	USB	port	supported		 	

●CC-Link	-	Serial(RS232/USB)	Data	Communication	 	
	

局種 リモートデバイス局

占有局数 1	station	occupied

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 150	x	85	x	30

質量 0.5	Kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr

METIS�CO.,�LTD.� ゲートウェイ

MT99DK5-GATEWAY mini
This product is a CC-Link communication based PLC product, CC-Link to Serial gateway
Convert CC-Link data to RS232 and execute communication function.

特長
●CC-Link	data	Rx,	Ry,	RWr,	RWw	value	 is	converted	to	RS232	data	and	
communication	function	is	executed.

局種 Remote	Device	station

占有局数 1	station

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 W=43,	D=101,	H=105

質量 200g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr
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株式会社�ピーアンドエフ� ゲートウェイ

VAG-CCL-G4F CC-Link/ASi ゲートウェイ
ON/OFF信号用最下層バスのASiネットワークを簡単にCC-Linkに接続するゲートウェイ

特長
●AS-interface	Ver2.1対応

●CC-Link3局占有のリモートデバイス局として248/IN,186/OUT迄のON/OFF信
号を接続できます。

●セーフティ回路もON/OFF信号同配線で構築でき	省配線化が可能

●ボタン操作で簡単にAS-iラインの構成子局番号をティーチ可能

●自己診断機能及びステータス表示のLED付き

●保護等級	IP65のハウジングに収納

局種 リモートデバイス局

占有局数 3局

CC-Linkバージョン

外形寸法 90(L)×80(W)×70(H)mm

質量 約360g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒226-0006
横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク	303
株式会社ピーアンドエフ
TEL：045-939-7802
<URL>	http://www.pepperl-fuchs.com
<E-mail>	sales@jp.pepperl-fuchs.com

FASTECH�Co.,�Ltd.� ゲートウェイ

Ezi-MOTIONGATE CC-Link
Ezi-MOTIONGATE is a motion gateway device that enables to control various motion control, product 
monitoring and parameter access of FASTECH's Ezi-MOTION Plus-R product line in CC-Link network.

特長
●Control	 various	motion	commands,	monitoring,	and	parameter	access	
commands	through	Motion	Gateway.

●Remote	control	of	up	 to	13	Ezi-SERVO	Plus-R	and	Ezi-STEP	Plus-R	
RS485	communication	products	of	FASTECH	via	CC-Link	network.

局種 Remote	device	station

占有局数 4	station

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 134	×	85	×	26.5	[mm]

質量 0.304kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://fastech.co.kr/bbs/eng
<URL>	http://fastech.co.kr/bbs/eng/product.php?category=6
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TPC�Mechatronics�Corp.� ゲートウェイ

EPR2-C
Gateway(CC-Link to RS-232) to use EPR2

特長
●CC-Link	to	RS-232

●RS-232	transmission	speed	:	115200bps

●Board	Operation	Power	:	DC	24V	Input

●Sation	number	:	Binary	LED	Display

●RS-232	telecommunication	Level	:	TTL

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.tpcpage.com/

DAINCUBE�Corp.� ゲートウェイ

DGW-CE
This product is applied to the CC-Link to EtherCAT communication gateway. It is also easy to diagnose 
error conditions and install in control panel.

特長
●CC-Link(slave)	to	EtherCAT(slave)	gateway

●Robot	Motion	Controller	 can	be	connected	 to	 upper	PLC	 (PLC	ex	 :	
Mitsubishi	MELSEC-Q)

●Minimize	cable	connections	by	sending	and	receiving	 I/O	data	between	
two	networks	with	on	communication	line

●Reduced	wiring,	work	and	space	saving

●Error	diagnosis	function	by	LED

●DIN	Rail	type	for	eash	installation

局種 Remote	device	station

占有局数 1station

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 W:25	H:110	D:119(mm)

質量 300g

標準価格 Please	contact	us

問合せ先

<URL>	http://www.daincube.com
<URL>	http://www.daincube.com/field-bus-gateway/
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FASTECH�Co.,�Ltd.� インバータ・サーボ類

Ezi-SERVOII CC-Link 86 (EzS2-CL86)
Ezi-SERVOⅡ CC-Link 86 is a combination system  between FASTECH's Closed Loop Stepping Motor 
Drive/Controller system and  high-speed fieldbus CC-Link network.

特長
●Intergrated	Controller

●Position	Table

●Closed	Loop	Stepping	System

●No	Gain	Tuning	/	No	Hunting

●Torque	Improvement	by	Boost	Current	Control

局種 Remote	device	station

占有局数 1～ 4station

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法 157	×	100.5	×	38.3	[mm]

質量 0.650kg

標準価格 Please	contact	us

問合せ先

<URL>	http://fastech.co.kr/new/eng/main.php

FASTECH�Co.,�Ltd.� インバータ・サーボ類

Ezi-STEPⅡ CC-Link (EzT2-CL)
Ezi-STEPⅡ CC-Link is a combination system  between FASTECH's High performance Micro Stepping 
Motor Drive/Controller system and  high-speed fieldbus CC-Link network.

特長
●Embedded	Controller

●Position	Table

●Micro	Stepping

●Software	Damping

●Run/Stop	Signal	Output

局種 Remote	device	station

占有局数 1～ 4station

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法 134	×	85	×	26.5	[mm]

質量 0.310kg

標準価格 Please	contact	us

問合せ先

<URL>	http://fastech.co.kr/new/eng/main.php
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FASTECH�Co.,�Ltd.� インバータ・サーボ類

Ezi-SERVOII CC-Link (EzS2-CL)
Ezi-SERVOII CC-Link is a combination system  between FASTECH's Closed Loop Stepping Motor 
Drive/Controller system and  high-speed fieldbus CC-Link network.

特長
●Intergrated	Controller

●Position	Table

●Closed	Loop	Stepping	System

●No	Gain	Tuning	/	No	Hunting

●Torque	Improvement	by	Boost	Current	Control

局種 Remote	device	station

占有局数 1～ 4station

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法 134	×	85	×	26.5	[mm]

質量 0.310kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://fastech.co.kr/bbs/eng
<URL>	http://fastech.co.kr/bbs/eng/product.php?category=10

CKD�株式会社� インバータ・サーボ類

アブソデックスドライバ AX9000TS/TH
“瞬間位置決め 高応答アブソデックスドライバ”
360°割出し自由自在、高精度なアブソリュート式DDアクチュエータ

特長
●インデックスユニットに最適(ダイレクトドライブ採用により省エネ、省スペース)

●装置のタクトタイムを短縮

●高精度な位置決め(割出し精度±15秒)

●セットアップが簡単(調整用のPCソフトを準備)

●豊富なラインナップ(回転トルク6～ 1000N･mの16機種)

●位置情報、アラーム状態のモニタができる(リモートデバイス局)

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 75×220×160[mm]

質量 約1.6	[kg]

標準価格 お問合せ下さい

問合せ先

〒485-8551	愛知県小牧市応時二丁目250番地
CKD株式会社
営業本部	FAソリューション営業部
TEL	(0568)	74-1302
FAX	(0568)	77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/
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CKD�株式会社� インバータ・サーボ類

アブソデックスドライバ AX9000XS
”すぐに使える高性能 アブソデックスXSタイプドライバ”
高精密×高応答な位置決めを実現 アブソリュート式DDアクチュエータ

特長
●インデックスユニットに最適(ダイレクトドライブ採用により省エネ、省スペース)

●高精密な位置決め(繰り返し位置決め精度±2秒)

●フレキシブルな位置決めが可能(柔軟なプログラミング機能)

●ネットワーク経由で自在にパラメータ変更

●セットアップが簡単(調整用のPCソフトを準備)

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 75×220×160[mm]

質量 約1.6[kg]

標準価格 お問合わせ下さい

問合せ先

〒485-8551	愛知県小牧市応時二丁目250番地
CKD株式会社
営業本部	FAソリューション営業部
TEL	(0568)	74-1302
FAX	(0568)	77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/

日本精工�株式会社� インバータ・サーボ類

EDC型ドライブユニット メガトルクモータPSシリーズ
最高回転速度10[s-1]、検出器分解能262万分割/回転を実現。かつてない高性能で応えるメガトルクモータPSシリーズ。

特長
●位置決め時間の短縮。新方式のサーボアルゴリズムの採用により、当社従来比
1/5以下の整定時間を実現。

●モータの小型化を実現。最適磁界設計により従来比2倍の推力密度を達成。

●互換高精度の絶対位置検出器を搭載。互換性のある検出器精度90秒の絶対位
置検出器を内蔵し原点復帰操作が不要。

●ドライブユニットの小型化を実現。専用モジュールの採用により、従来比65％(容積)
の小型化を実現。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 85×160×140[mm]

質量 1.3[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒141-8560
東京都品川区大崎1-6-3	日精ビル
NSK販売株式会社
コールセンター	TEL：0120-502-260
またはもよりの支社、営業所
<URL>	http://www.nsk.com
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オリエンタルモーター株式会社� インバータ・サーボ類

DGシリーズ CC-Link対応
中空ロータリーアクチュエータ DGシリーズがCC-Linkに対応しました。
位置決め機能内蔵タイプで、CC-Linkから直接位置決め制御が行なえます。

特長
●急激な負荷変動、急加速でも脱調しないステッピングモータを採用。

●負荷を出力テーブルにダイレクト締結できます。

●クロスローラベアリング採用による高出力・高剛性

●大口径中空出力テーブルで省配線・配管

●ノンバックラッシの高精度位置決め

●CC-Link経由で位置・速度データの送信、運転指令、運転時の動作モニタができ
ます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

営業本部	商品企画部	村上	直衛
TEL：03-6744-0351	FAX：03-5826-2575
<URL>	http://www.orientalmotor.co.jp/

オリエンタルモーター株式会社� インバータ・サーボ類

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link
CC-Linkに対応したブラシレスモーターユニットです。
ワイドな速度制御範囲と省エネルギーを実現します。

特長
●ブラシレスモーターはインバータ制御のモーターに比べて損失が小さく高効率のため、
装置の省エネルギー化が図れます。

●薄型・ハイパワーで、装置のダウンサイジングに貢献します。

●80～ 4000r/min(速度比1:50)のワイドな速度制御範囲を実現しました。

●負荷状況が変化するような場合でも、低速から高速まで安定した速度で駆動するこ
とができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

営業本部	商品企画部	村上	直衛
TEL：03-6744-0351	FAX：03-5826-2575
<URL>	http://www.orientalmotor.co.jp/
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オリエンタルモーター株式会社� インバータ・サーボ類

高効率ステッピングモーターユニット αSTEP ARLシリーズ CC-Link対応
高効率ステッピングモーターユニットαSTEP ARLシリーズのCC-Link対応品です。
位置決め機能内蔵タイプで、CC-Linkから直接位置決め制御が行なえます。

特長
●急激な負荷変動、急加速でも脱調しないステッピングモータです。

●低剛性機構での駆動時でもゲイン調整なしで短時間位置決めが可能です。

●高効率モーターを採用し、従来品より大幅に消費電力を抑えています。

●CC-Link経由で位置決めデータ、速度データの送信、運転指令、運転時の動作
モニタができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 2局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

営業本部	商品企画部		村上	直衛
			電話番号	:	03-6744-0351
			FAX番号	:	03-5826-2575
<URL>	http://www.orientalmotor.co.jp/

オリエンタルモーター株式会社� インバータ・サーボ類

脱調レス ステッピングモーターユニット αSTEP AS□□-□CC
脱調レス ステッピングモーターユニットαSTEPがCC-Linkに対応しました。
位置決め機能内蔵タイプで、CC-Linkから直接位置決め制御が行なえます。

特長
●急激な負荷変動、急加速でも脱調しないステッピングモータです。

●マイクロステップ技術の採用により低速時に低振動運転が可能

●低剛性機構での駆動時でもゲイン調整なしで短時間位置決めが可能

●標準品で海外安全規格に対応しており、RoHS指令にも適合

●各種ギヤードタイプ、電動スライダ等のアクチュエータにも対応

●CC-Link経由で位置決めデータ、速度データの送信、運転指令、運転時の動作
モニタができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 2局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

営業本部	商品企画部	村上	直衛
TEL：03-6744-0351	FAX：03-5826-2575
<URL>	http://www.orientalmotor.co.jp/
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ヴィッテンシュタイン・ターナリー株式会社� インバータ・サーボ類

電動アクチュエータ、ターナリー・サーボ・ファンクション・ユニット
モータ、コントローラアンプを一体化した電動サーボアクチュエータ。CC-Linkインタフェース部も本体に内蔵し上位
コントローラと直結可。高精度メカも一体化。究極のオールインワンシステムを装置に即組込可能です。

特長
●振動・放熱を考慮した密閉構造ハウジング内にモータ、エンコーダ、コントローラ・
アンプを内蔵。電気制御盤内にアンプ設置不要です。

●サーボモータ単体に加え、世界最高峰のWITTENSTEIN	alphaの遊星ギアや、
高性能ロッドシリンダ、スライダ一体型をラインアップ。

●モータは、STP(クローズドループ制御ステッピングモータ)と、BLM(ブラシレスACサー
ボモータ)をラインアップ。用途に応じ選択可能。

●保護等級IP40からIP65をラインアップ。水のかかる環境でも使用可能です。

●インクリメンタルエンコーダに加え、バッテリーバックアップ不要のアブソリュートセン
サもラインアップ。メンテナンスフリーです。

●エアシリンダからの置き換えに最適。現場環境の改善、メンテナンス工数、ランニ
ングコストを大幅に低減、省エネルギー化を実現します。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局	又は	2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

ヴィッテンシュタイン・ターナリー株式会社
営業部	長野県上田市材木町	1-10-18
TEL：0268-29-4620			FAX：0268-29-4621
<URL>	http://www.wittenstein-ternary.jp/
<E-mail>	info-ternary@wittenstein-alpha.co.jp

サーボランド�株式会社� インバータ・サーボ類

汎用サーボ  MOVO SVFシリーズNWKモデルCCLオプション
洗練された汎用サーボ”MOVO”は世界中のモータおよびエンコーダに広く適応します。

特長
●CC-Linkーサイクリックデータの中に、文字列でMOVOコマンドを使うことができま
すから、動的かつ多様なモーション制御をすることができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver1.1・Ver2.0

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	サーボランド株式会社
電話番号	:	042-756-8500
fax番号	:	042-756-9236
<URL>	http://www.servoland.co.jp/
<URL>	http://www.servoland.co.jp/products/lineup.html
<URL>	http://www.servoland.co.jp/download.html
<E-mail>	info@servoland.co.jp
<E-mail>	sales@servoland.co.jp
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多摩川精機�株式会社� インバータ・サーボ類

SVCCシリーズ CC-Link対応モーションコントローラ
CC-Link対応モーションコントローラ。位置決めテーブルを1軸辺り1000ポイント準備、簡単位置決め可能。
弊社のSV-NETドライバとの組合せでコンパクトなサーボシステム構築が可能です。

特長
●位置／速度のテーブルデータを1軸辺り1000ポイント準備。

●最大8軸同期制御可能。

●直線補間：8軸、円弧補間：2軸、ヘリカル補間：3軸が可能。

●細分化された動作命令により動作パターンを自由にカスタマイズ可能。

●悪環境で使用可能なレゾルバ搭載ACサーボモータを準備。

●モータ現在位置、モータトルク等のモニター値により条件分岐が可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

開発営業本部	0265-56-5421
東京営業所	 03-3731-2131　　北関東営業所	048-581-4560
八王子営業所	042-581-9961　　神奈川営業所	0466-41-1830
名古屋営業所	0568-35-3533　　中部営業所	 0564-71-2550
北陸営業所	 076-263-3731　　大阪営業所	 06-6307-5570
福岡営業所	 092-437-5566　　海外営業本部	0265-56-5423
<URL>	http://www.tamagawa-seiki.co.jp/
<URL>	http://sv-net.tamagawa-seiki.com/

多摩川精機�株式会社� インバータ・サーボ類

TA4681N100 スマートカム
ブラシレスレゾルバをセンサとした、完全アブソリュート回転位置検出ユニット

特長
●耐環境性に優れ、長寿命のブラシレスレゾルバをセンサとする位置検出システムで
す。

●CC-Linkからのパラメータ設定にて回転方向、スケール変換、現在値プリセットが
可能です。

●RS-232CポートよりPCからのデータ設定も可能です。

●耐ノイズ性	±1500V以上
(電源ライン，センサライン：ノイズシミュレータによる)

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 W45×H160×D100

質量 0.6kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒395-0063
長野県飯田市羽場町1-595-1
多摩川精機販売株式会社
TEL：0265-56-5421
FAX：0265-56-5426
<URL>	http://www.tamagawa-seiki.co.jp
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多摩川精機�株式会社� インバータ・サーボ類

TA4681N200 スマートカム
ブラシレスレゾルバをセンサとした、位置決め制御用電子カムユニット

特長
●耐環境性に優れ、長寿命のブラシレスレゾルバをセンサとする位置検出システムで
す

●CC-Linkからの目標停止位置を設定することにより、インバータへの一方向位置決
め制御信号を出力します。

●RS-232CポートよりPCからのデータ設定も可能です。

●耐ノイズ性	±1500V以上
(電源ライン，センサライン：ノイズシミュレータによる)

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 W65×H160×D100

質量 0.7kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒395-0063
長野県飯田市羽場町1-595-1
多摩川精機販売株式会社
TEL：0265-56-5421
FAX：0265-56-5426
<URL>	http://www.tamagawa-seiki.co.jp

東洋電機製造株式会社� インバータ・サーボ類

VF64インテリジェントインバータ VF64-□□□□□
TOYO VF64インバータは、あなたのアイデアを100%実現します

特長
●3種類の制御方式を内蔵
(1)速度センサレスベクトル制御方式
(2)速度センサ付きベクトル制御方式
(3)V/f制御

●TOYO独自のハイブリッドベクトル制御方式

●TOYO独自のオートチューニング

●高度なトルク応答・速度応答力が実現可能(ベクトル制御時)

●専用オプションカードを装着することによりCC-Link通信可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東洋電機製造株式会社	
産業事業部
TEL	:	03-3535-0652		FAX	:	03-3535-0660
<URL>	http://www.toyodenki.co.jp/
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東洋電機製造株式会社� インバータ・サーボ類

ED64spインテリジェントインバータ ED64sp-□□□□□
ED64spインバータとEDモータで超高効率と小型化を実現します。
また、経済的で環境にやさしいドライブシステムです。 
ED64spは永久磁石内蔵のEDモータと組み合わせ高効率で最適な性能を提供します。

特長
●TOYO独自の高効率運転方式

●速度のロバスト制御で調整が簡素化

●トルク制御が可能

●ゼロ速度制御が可能

●専用オプションカードを装着することによりCC-Link通信可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東洋電機製造株式会社	
産業事業部
TEL	:	03-3535-0652		FAX	:	03-3535-0660
<URL>	http://www.toyodenki.co.jp/

東洋電機製造株式会社� インバータ・サーボ類

インテリジェントインバータ VF66シリーズ VF66*-#####-%%
VF66は東洋電機のモータ駆動技術を結集したインバータです。
VF66とCC-Linkネットワークとのコラボレーションで生産ラインのあらゆるモーションコントロールに対応します。

特長
●多彩なアプリケーションに対応(1台に5モードを搭載するインバータ)

●システムにあわせたインバータのカスタマイズ機能(インバータ内蔵PLC機能)

●パソコンツール「VF66	PCTool」により、設置後の調整からメンテナンスまでを協力
にサポート

●ランニングコスト低減(EDモータ適用時)

●メンテナンスコスト低減

●専用オプションカードを装着することによりCC-Link通信可能(Ver.1.10/2.00対応、
RoHS指令準拠)

局種 リモートデバイス局

占有局数 Ver1.10:1 ～ 4局,
Ver2.00:1局(2,4,8倍設定)

CC-Linkバージョン Ver.1.10/2.00

外形寸法

質量

標準価格 お問合せ下さい

問合せ先

東洋電機製造株式会社
産業事業部
第一営業グループ
TEL	:	03-3535-0652
<URL>	http://www.toyodenki.co.jp/
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伊東電機�株式会社� インバータ・サーボ類

IB-C01 モータドライバ
CC-Link対応 搬送用モータ内蔵ローラ(パワーモーラ)用モータドライバ。

特長
●リモートI/O局とモータドライバが一体

●2モータドライバ内蔵

●2モータは個別に制御可能

●省配線でのシステム構築が可能

●ワンタッチ式コネクタ(住友スリーエム社製)採用でケーブル結線作業性が容易

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法 76(H)×210(W)×35(D)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒679-0180
兵庫県加西市朝妻町1146-2
営業グループ	FA営業部	本社営業
TEL：0790-47-1115	FAX：0790-47-1325
<URL>	http://www.powermoller.com
<E-mail>	info@itohdenki.co.jp

伊東電機�株式会社� インバータ・サーボ類

モータドライバ基板 IB-C02
CC-Link対応 搬送用モータ内蔵ローラ(パワーモーラ)用モータドライバ。

特長
●リモートデバイス局とモータドライバが一体

●2モータドライバ内蔵

●2モータは個別に制御可能

●省配線でのシステム構築が可能

●ワンタッチ式コネクタ(住友スリーエム社製)採用でケーブル結線作業性が容易

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン CC-Link	Ver.1.10

外形寸法 58(H)×220(W)×32(D)

質量 200g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	伊東電機株式会社	営業本部	本社営業部
電話番号	:	0790-47-1115
<URL>	http://www.itohdenki.co.jp/
<E-mail>	info@itohdenki.co.jp
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東芝シュネデール・インバータ株式会社� インバータ・サーボ類

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1
適応自在。
ノイズを低減。高調波を抑制。簡単なパラメータ設定。高トルク対応。環境への配慮。そうした声にお応えして、
VF-AS1が誕生しました。

特長
●内蔵オプションを装着することでCC-Link	Ver1.10に対応

●ノイズフィルタ／DCL内蔵で、高周波ノイズ低減／高調波低減

●EASYキー、基本パラメータ8個

●0.3Hz-200%始動トルク、400Vクラス最大500KW

●My機能、センサ付き速度/トルク制御、RS485通信内蔵

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東芝産業機器システム(株)
本社	 03-5644-5502	 中部支社	 052-551-1835
関東支社	 03-5644-5524	 関西支社	 06-4704-1602
北海道支店	 011-214-2567	 中四国支社	 082-263-0325
東北支社	 022-296-2270	 九州支社	 092-525-8113
関信越支社	 027-265-6000
<URL>	http://www.inverter.co.jp/
<URL>	http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfas1.asp
<URL>	http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_option.asp?SERIES=AS1	
	 	

東芝シュネデール・インバータ株式会社� インバータ・サーボ類

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1 CCL001Z1
TOSVERT VF-AS1は、高トルク・大容量を必要とする機械を初めとして、ノイズ・高調波低減などの環境配慮や
拡張性を提供します。

特長
●内蔵オプションを装着することでCC-Link	Ver1.10に対応

●ノイズフィルタ／DCL内蔵で、高周波ノイズ低減／高調波低減

●EASYキー、基本パラメータ8個

●0.3Hz-200%始動トルク、400Vクラス最大500kW

●My機能、センサ付き速度／トルク制御、RS485通信内蔵

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

東芝産業機器システム(株)
本社	 03-5644-5502	 中部支社	 052-551-1835
関東支社	 03-5644-5524	 関西支社	 06-4704-1602
北海道支店	 011-214-2567	 中四国支社	 082-263-0325
東北支社	 022-296-2270	 九州支社	 092-525-8113
関信越支社	 027-265-6000
<URL>	http://www.inverter.co.jp/
<URL>	http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfas1.asp
<URL>	http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_option.asp?SERIES=AS1
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東芝シュネデール・インバータ株式会社� インバータ・サーボ類

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S11 CCL002Z
TOSVERT VF-S11は、様々な機械のために、設備のために使いやすいインバータです。

特長
●内蔵オプションを装着することでCC-Link	Ver1.10に対応

●1Hz-200%始動トルク、最大適用モータ容量15kW

●内蔵ノイズフィルタで、電磁ノイズを大幅低減

●サイド・バイ・サイド設置可能

●寿命部品の交換予定時期モニタ／警報出力が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 64.75×64(mm)

質量 約40g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

東芝産業機器システム(株)
本社	 03-5644-5502	 中部支社	 052-551-1835
関東支社	 03-5644-5524	 関西支社	 06-4704-1602
北海道支店	 011-214-2567	 中四国支社	 082-263-0325
東北支社	 022-296-2270	 九州支社	 092-525-8113
関信越支社	 027-265-6000
<URL>	http://www.inverter.co.jp/
<URL>	http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_vfs11.asp
<URL>	http://www.inverter.co.jp/product/inv/idx_option.asp?SERIES=S11

株式会社�日立産機システム� インバータ・サーボ類

汎用インバータ SJ700シリーズ
目的・用途に合わせて大幅にラインナップを拡充！簡単・パワフル・高機能、環境にも配慮した親切設計のインバータです。

特長
●さらにパワフル！0.3Hzで200%以上の高始動トルクでパワフル運転！簡単調整でス
ムーズな運転を実現します。

●プログラム運転機能！プログラムをインバータにダウンロードすることにより簡易シーケ
ンス運転が可能に！上位装置を簡略化できます！

●周辺回路内蔵でコストダウン！ノイズフィルタ、回生制動回路内蔵(22kWまで)により、
省スペース化、コストダウンを実現します。

●設計寿命10年を実現！メンテナンスが容易に！	長寿命部品＆寿命予告機能で、メン
テナンスから従来機種の置換えまでも簡単に行えます。

●環境にやさしく！強く！EU	RoHS指令に対応したグローバル製品です。内部基板の
ワニスコーティング、銅バーのメッキ処理を標準対応。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

関東支社	 03-4345-6045	 北陸支社	076-420-5711	 中国支社	082-282-8112
北海道支社	 011-611-1224	 中部支社	052-884-5811	 四国支社	087-882-1192
東北支社	 022-364-2710	 関西支社	06-4868-1230	 九州支社	092-651-0141
<URL>	http://www.hitachi-ies.co.jp/
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株式会社�日立産機システム� インバータ・サーボ類

汎用インバータ WJ200シリーズ
優れた制御性能と、使いやすさを追求。多用なニーズに対応した小型高機能インバータ。

特長
●優れた制御性能を追求	簡易位置決め制御の搭載(フィードバック信号使用時)、誘
導モータ/PMモータが駆動可能(Ver.2.0以降)など制御性能を大幅にアップしまし
た。

●使いやすさを追求	プログラム運転機能(EzSQ)対応、セーフティストップ機能搭載、
スクリューレス端子台(制御端子台)採用など使いやすさを考慮しました。

●安心のメンテナンス性	設計寿命10年実現、寿命診断機能搭載など、メンテナン
スにも力を入れました。

●環境に配慮	内部基板(低圧部を除く)のワニスコーティング標準対応は日立だけで
す。

●外部ポートの充実	WJ-CCL(CC-Linkオプション)他を接続するコネクタや、
USB(Mini-Bタイプ)、RS422(RJ45タイプ)も標準で装備しています。

●多彩な機能	2重定格仕様や外部出力モニタ(2ポート)など、その他の機能も充実し
ています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

関東支社	 03-4345-6045	 北陸支社	076-420-5711	 中国支社	082-282-8112
北海道支社	 011-611-1224	 中部支社	052-884-5811	 四国支社	087-882-1192
東北支社	 022-364-2710	 関西支社	06-4868-1230	 九州支社	092-651-0141
<URL>	http://www.hitachi-ies.co.jp/

CKD日機電装株式会社� インバータ・サーボ類

ACサーボドライバ VCⅡシリーズ
サーボモータの本質的性能を最大限に引き出す高性能サーボドライバ

特長
●50W～110kWをランナップ。

●オートノッチフィルタ／制振フィルタ／ 4種類ゲインセレクト／高イナーシャ負荷オート
チューニング機能等使えるチューニング機能を搭載。

●整定時間の短縮に有効なフィードトルク制御を搭載。

●ドライバタイプの他、プログラム位置決め制御、自由曲線制御機能を搭載したコン
トローラタイプもラインナップ。

●ダイレクトドライブサーボモータから、誘導型、同期型ACサーボモータまであらゆるサー
ボモータに対応可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合せください

問合せ先

CKD日機電装(株)
〒216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬2-8-24
TEL	:	044-855-4311(代表)		FAX	:	044-856-4831
<URL>	http://www.nikkidenso.co.jp
<URL>	http://www.nikkidenso.co.jp/new_p/new_p.html
<E-mail>	info@nikkidenso.co.jp
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CKD日機電装株式会社� インバータ・サーボ類

ACサーボドライバ VPSシリーズ 型式:NCR-DCD0A2*-*型
機能と性能を高次元でバランスさせた新開発サーボドライバVPSシリーズ。7ポイントの位置決め機能を内蔵する“使
える”ドライバとして新登場。

特長
●位置決めポイント7点標準搭載

●原点復帰機能

●フィードフォワードトルク制御搭載

●4chリアルタイムオシロ機能

●オートチューニング機能

●共振抑制フィルタ機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量 約1.0kg～

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬2-8-24
TEL	:	044-855-4311(代表)		FAX	:	044-856-4831
<URL>	http://www.nikkidenso.co.jp
<E-mail>	info@nikkidenso.co.jp

CKD日機電装株式会社� インバータ・サーボ類

高性能サーボドライバ VPHシリーズ
ダイレクトドライブ τ series の持つ、高いポテンシャルを最大限に発揮させます。

特長
●50W～3.3kWをラインアップ

●ダイレクトドライブモータ・リニアモータ・リニアステージに対応

●トルクリップルを20%抑制(従来機種VCⅡ比)

●整定時間を50%短縮(従来機種VCⅡ比)

●機能アップした編集ソフトにより立ち上げ調整を簡略化

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 －

質量 －

標準価格 お問合せください

問合せ先

CKD日機電装株式会社
〒216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬2-8-24
TEL：044-855-4311(代表)	FAX：044-856-4831
<URL>	http://www.nikkidenso.co.jp/
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株式会社�ハーモニックドライブシステムズ� インバータ・サーボ類

ACサーボドライバ HA-680CLシリーズ
HA-680CLシリーズは、精密制御用減速機ハーモニックドライブとACサーボモータを組み合わせた当社製アクチュ
エータ専用ドライバで、アクチュエータの性能を最大限発揮できるように多くの機能を備えています。

特長
●小型コンパクト設計

●パソコンによる簡単な機能設定

●主回路電源と制御回路電源が分離

●機械システムに適合した電子ギア機能

●下記の弊社アクチュエータに対応可能

●FHAminiシリーズ、RSFsuperminiシリーズ

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 50×95×79.5	[mm]

質量 0.27	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ	営業企画部
〒399-8205	長野県安曇野市穂高牧1856-1
TEL：0263-83-6800㈹	FAX：0263-83-6901
<URL>	http://www.hds.co.jp/
<URL>	http://www.hds.co.jp/products/ofn_driver/ac_ha_680_cl/index.html

株式会社�ハーモニックドライブシステムズ� インバータ・サーボ類

ACサーボドライバ HA-800Cシリーズ
HA-800Cシリーズは、精密制御用減速機ハーモニックドライブとACサーボモータを組み合わせた当社製アクチュエー
タ専用ドライバで、アクチュエータの性能を最大限発揮できるように多くの機能を備えています。

特長
●独自の制御理論により位置決め制定時間を1/2に短縮

●オートチューニング機能を搭載

●主回路電源と制御回路電源が分離

●充実した専用ソフトウェア

局種 リモートデバイス局

占有局数 1/2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 容量により異なる

質量 容量により異なる

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ	営業企画部
〒399-8205	長野県安曇野市穂高牧1856-1
TEL：0263-83-6800㈹	FAX：0263-83-6901
<URL>	http://www.hds.co.jp/
<URL>	http://www.hds.co.jp/products/ofn_driver/ac_ha_800c/index.html
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱センサレスサーボ FR-E700EX，MM-GKR
エンコーダなしで高精度な運転を実現
センサレスサーボは、専用のドライブユニットと専用のセンサレスPMモータ(磁石モータ)を組み合わせた製品です。
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NC Eキットが必要です。)

特長
●専用ドライブユニット	FR-E700EX
PMセンサレスベクトル制御によりエンコーダなしで高精度な運転を実現します。
・負荷変動に強い安定した速度で運転できます。
・ゼロ速制御・サーボロック機能により、モータ停止時に保持トルクを発生させ、外
力による移動を防止できます。
・接点信号やCC-Link通信(オプション)による位置決め機能(ポイントテーブル方式)
を内蔵しています。(絶対位置検出システムには対応していません。)

●センサレスPMモータ	MM-GKR
・センサレスPMモータは、回転子に強力な永久磁石(高性能磁石)を組込んだ高性
能省エネルギーモータです。機械装置の省エネルギーを実現できます。
・エンコーダを持たない小形・軽量なモータのため、機械の小形化にも貢献します。
・冷却ファンがないので低騒音。クリーンルームでの使用も可能です。
・保護構造はIP65に対応。水やほこりに強く、環境の悪い場所でも安心して使用
できるモータです。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業二部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2821
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/	

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱ベクトルインバータ FREQROL-V500シリーズ
高性能と使い易さを集結したベクトルインバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A5NCが必要です。)

特長
●性能の追求
・モデル適応速度制御により、速度指令の追従性が向上します。
(速度応答800rad/s(55k以下)、速度制御範囲1：1500)
・適応磁束オブザーバにより、モータの温度変化によるトルク変動を低減します。
高精度にモータ内部の磁束を算出できるため、トルク精度が向上します。(繰返しト
ルク精度±5％ )
・簡単ゲインチューニングにより、速度制御ゲイン・位置ループゲインの調整レスを実現します。

●使いやすく
・セットアップソフトのマシンアナライザ機能を使用することでモータを自動的に加振
させ、機械系の共振周波数を解析することができ、ノッチフィルタ機能を使用するこ
とで機械共振を避けることが可能です。
・PLG信号用端子を標準搭載しています。
・1500r/min専用モータ(SF-V5RU)の組合せは同一容量にて対応できます。
・エンコーダの拡張性
	各エンコーダに合わせて、電源電圧と出力回路を選択できます。
(差動ラインドライバ/コンプリメンタリ、電源(5.5/12/24V)を内蔵)
	専用モータ(SF-V5RU)のエンコーダは、分解能2048P/R、電源電圧12V対応です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NC)
高性能・高機能インバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)

特長
●性能の追求
・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速
度制御が実現可能です。トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
・PLG付モータと組合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。
	ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで
実現できます。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、
トラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

●環境負荷の低減
・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを
低減できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-A701シリーズ
電源回生機能内蔵インバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)

特長
●使いやすく
・従来の共通コンバータ別置き方式に比べ主回路配線の本数が約40%、据付け
面積も7.5Kで約60%となり省配線･省スペースが可能です。
・従来機種(FREQROL-A201)との取付け互換性を考慮し据付け寸法は同一としました。
・制動回路が内蔵されており面倒な制動ユニットの選定も不要です。
・インバータはFREQROL-A700をベースにしており、最高水準の駆動性能・長寿
命部品・寿命診断機能・ネットワーク接続・簡単操作・簡単メンテナンスを装備し
ています。
・従来のシステム(インバータ＋電源回生コンバータ＋ACリアクトル)の組み合せに
比べ、トータルでのコストダウンが可能です。また、回生エネルギーを電源に返すの
で抵抗器制動方式に比べ発熱が少なく、省エネ効果も期待できます。

●性能の追求
・回生制御トルクは、100%トルク連続、150%トルク60秒のため大きな制動能力
があります。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NC)
高性能・高品質な新型最高水準インバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A8NCが必要です。)

特長
●ダントツの駆動性能
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御で、速度応答の向上、高
速運転を実現します。
・PMセンサレスベクトル制御により、エンコーダなしでPMモータを高精度で駆動できます。

●安心&安全
・安全機能を使った制御が簡単に実現できます。(セーフティストップ機能)
・DC24V制御電源入力を装備。DC24V外部電源を接続することで、主電源をオ
フしても通信の継続やパラメータ設定が可能です。

●簡単設定&簡単操作
・USBホストコネクタ(Aタイプ)を装備。市販のUSBメモリにパラメータをコピーできます。

●工場こそエコ
・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させ
ることにより、よりいっそうの省エネが可能です。

●システム対応力
・多重定格対応により、用途に合わせて最適なインバータの選定が可能です。

●環境適合
・新開発の駆動技術と電源技術で、インバータから発生する電磁ノイズを低減できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合せください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ
簡単・パワフル小形インバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NC Eキットが必要です。)

特長
●小形インバータ最高レベルの制御性能
・三相モータの磁束を最適に制御する当社独自の「アドバンスト磁束ベクトル制御」
の採用により低周波数域から高周波数域まで広い範囲にわたり最高レベルのトルク
特性を発揮します。
	(始動トルク：200%0.5Hz(3.7K以下))
・短時間過負荷耐量が200%3秒にアップし、さらにねばり強い運転を実現できます。
・トルク制限機能も搭載し、機械保護、負荷制限、あて止めが可能となります。

●コンパクト･省スペース
・高性能をコンパクトボディに凝縮しながら取付け寸法は従来機種
(FREQROL-E500シリーズ)との取付互換性を考慮しています。
・横方向を密着して設置可能ですので、省スペース化が図れます。

●拡張性
・標準のFREQROL-E700シリーズにオプションのFR-A7NC	Eキットを装着するだ
けで、CC-Link運転ができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ CC-Link通信対応品 FR-E700-NC
CC-Link通信機能内蔵！
小型ボディのオールラウンダーを更に使いやすく！

特長
●CC-Link通信用コネクタとスプリングクランプ端子(制御回路)による省配線の実現

●主回路電源オフ時にもネットワーク通信可能(24V外部電源供給端子)

●欧州の機械指令への対応を容易にするため、セーフティストップ機能を搭載

●FR-E700-NC	はCC-Link通信機能の内蔵により、FREQROL-E700シリーズ標
準品と下記仕様が異なります。
・制御端子台は専用となり、端子数・仕様が標準品と異なります。
	(制御端子オプションは使用できません。)
・FREQROL-E700シリーズ標準品用内蔵オプション(FR-A7□□	E	キット)、パラ
メータユニット(FR-PU07、FR-PU07BB)	および、盤面操作パネル(FR-PA07)	
は使用できません。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局占有

CC-Linkバージョン Ver.1,Ver.2

外形寸法 ※標準品に比べ奥行き寸法が大
きくなりますのでご注意願います。

質量

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-E700シリーズ セーフティストップ対応品 FR-E700-SC
セーフティストップに対応した簡単・パワフル小形インバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCとFR-A7NC Eキットカバー SCが必要です。)

特長
●高い信頼性と簡単配線を実現するスプリングクランプ端子を、制御回路端子に採用
しました。

●セーフティストップ機能
欧州の機械指令への対応を容易にするため、以下の安全基準に準拠しています。
ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。イン
バータが安全機能を搭載することで、低コストで安全基準に適合できます。
	・EN	ISO	13849-1	Category	3	/	PLd
	・EN62061	/	IEC61508	SIL2

●FR-E700-SCは下記の仕様がFREQROL-E700シリーズ標準品と異なります。
・制御端子台は専用となります。(制御端子オプションは使用できません。)
・セーフティ入力2	点を追加、接点入力端子数は7点から6点となります。
・FREQROL-E700	シリーズ標準品用内蔵オプション(FR-A7□□	E	キット)は使
用できません。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法 ※標準品に比べ奥行き寸法が大
きくなりますのでご注意願います。

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NC)
ファン・ポンプ用省エネプレミアムインバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)

特長
●大幅な省エネによるCO2削減
・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させ
ることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
・汎用モータとIPMモータのどちらの運転も可能で、設定1つで汎用モータからIPM
モータへ切換えができます。(まずは汎用モータのインバータ駆動、次に汎用モータ
からIPMモータへの置き換えと、段階的な設備投資で予算確保にも有利です。)

●使い易く
・二乗トルク加減速パターン・PID制御・商用切換・V/F5点アジャスタブル・瞬
停時運転継続・回生回避など多彩な機能でファン・ポンプに最適です。

●環境に配慮
・ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減で
きます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

MR-J2S-□CP-S084，MR-J2S-T01 三菱汎用ACサーボアンプ
位置決め機能内蔵サーボアンプのため位置決め用コントローラ無しでCC-Link経由の位置決めシステムが構築できます。
生産中止 (2015年8月)

特長
●CC-Link対応位置決め機能内蔵サーボアンプMR-J2S-□CP-S084は、CC-Link
インターフェースユニットMR-J2S-T01と接続することで、シーケンサ側から最大42
軸のサーボアンプを制御・監視できます。

●位置決め機能内蔵サーボアンプのため位置決め用コントローラが不要です。

●CC-Link経由で位置決めデータの送信や、起動、停止、モニタリングができます。

●対応サーボモータは50W～7KWです。

●モデル適応制御とリアルタイムオートチューニングを搭載しており、容易に機械の高
性能化が図れます。

●三菱汎用ACサーボMELSERVO-J2-Superシリーズの高性能・高機能はそのまま
にご使用いただけます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局／ 2局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4120
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/index.html
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

MR-J3-T 三菱汎用ACサーボ MELSERVO-J3シリーズ
位置データ、モータの回転速度などをポイントテーブルにパラメータ感覚で設定するだけで位置決め運転が可能。

特長
●サーボアンプ内のポイントテーブルに位置データ、速度データを設定し、上位コント
ローラからの始動信号で位置決め運転ができます。

●サーボデータ情報をCC-Link通信で上位コントローラに送信し、上位アプリケーショ
ンでの制御に使用できます。

●ロール送り運転、等分割タレット運転に対応

●アドバンスド制振制御・アダプティブフィルタ2・ロバスト外乱補償機能による進化し
たオートチューニング機能

●50W～ 22KWの幅広いモータ容量に対応。100V、200V、400Vの電源電圧
仕様により海外での使用にも対応。

●MR	Configurator(セットアップソフトウェア)による立上げ・調整支援機能の充実
(USB	I/F対応)。パラメータユニット(MR-PRU03)対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局/2局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

三菱電機株式会社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4120
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

FREQROL-A700シリーズ 汎用インバータ
最高水準をこの手に高性能・高機能インバータ

特長
●性能の追求
・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速
度制御が実現可能です。トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
・PLG付モータと組合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。
ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで実
現できます。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、
トラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

●環境負荷の低減
・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを
低減できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン 1局

外形寸法

質量 Ver.1、Ver.2

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

FREQROL-E520-KN (3-phase, 200 V Power Model), FREQROL-E540 (3-phase, 400 V Power Model) General-purpose Inverter
An enriched line of compact, powerful inverters.

特長
●The	combination	of	Mitsubishi's	 unique	“general-purpose	 flux	 vector	
control”	and	slip	compensation	can	generate	a	torque	of	150%	at	1	Hz.

●The	inverter	can	be	installed	in	the	same	small	area	as	our	FR-E520.

●Programs	are	easy	to	create	because	the	CC-Link	can	be	operated	with	X	
and	Y	commands	from	a	PLC.

●The	3-phase,	400	V	power	model	can	be	operated	with	 the	CC-Link	
simply	by	connecting	an	optional	FR-E5NC	to	a	standard	FREQROL-E540	
series	unit.

局種 Remote	device	station

占有局数 1	station

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

FREQROL-E500-KN(3相200V/3相400V 電源仕様品) 汎用インバータ
小形パワフルインバータラインアップ充実

特長
●当社独自の「汎用磁束ベクトル制御」とすべり補正との組合せで1Hz150％のトルク
を発生可能です。

●当社FR-E520と取付面積が同じです。

●CC-Link運転時、PLCのX，Y命令で運転できるため、プログラム作成が簡単です。

●3相400V電源仕様品は、標準のFREQROL-E540シリーズにオプションのFR-
E5NCを装着するだけでCC-Link運転ができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

FREQROL-C500シリーズ 汎用インバータ
シーケンサ機能を内蔵する待望のインバータ登場

特長
●コントローラを使用しなくても、インバータのみでシーケンス制御が可能

●プログラム作成ツール「GX	Developer」でプログラム可能

●CC-Link機能内蔵

●分散制御に最適

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ
ファン・ポンプ用省エネプレミアムインバータ
(CC-Link通信にはオプションFR-A7NCが必要です。)

特長
●大幅な省エネによるCO2削減
・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させ
ることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
・汎用モータとIPMモータのどちらの運転も可能で、設定1つで汎用モータからIPM
モータへ切換えができます。(まずは汎用モータのインバータ駆動、次に汎用モータ
からIPMモータへの置き換えと、段階的な設備投資で予算確保にも有利です。)

●使い易く
・二乗トルク加減速パターン・PID制御・商用切換・V/F5点アジャスタブル・瞬
停時運転継続・回生回避など多彩な機能でファン・ポンプに最適です。

●環境に配慮
・ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現しました。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力し、劣化度合いをモニタできるため、ト
ラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

局種 リモートデバイス局

占有局数
CC-Link	Ver.1：1局占有	
CC-Link	Ver.2：1局占有
(2倍、4倍、8倍選択可能)

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.MitsubishiElectoric.co.jp/fa/	
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

FREQROL-F700シリーズ 汎用インバータ
省エネ効果が一目瞭然・省エネインバータ

特長
●環境負荷の低減
・最適励磁制御をバージョンアップし、定速中はもとより加減速中にも省エネ効果
を高める制御を実現しました。
・省エネモニタにより、省電力量、年間省電力量などのモニタが表示できます。
・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを
低減できます。

●使い易く
・ファン・ポンプ用としてPID制御・商用切換・V/F5点アジャスタブル・瞬停時運
転継続・回生回避を標準装備し、快適な空調制御や流体制御が可能です。
・CC-Link運転時、PLCのX,Y命令で運転できるため、プログラム作成が簡単です。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、
トラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1、Ver.2

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機FA産業機器株式会社� インバータ・サーボ類

インバ−タギヤ−ドモ−タ GNシリ−ズ
CC-Linkインバータを内蔵、機械装置の高機能、高性能化、省配線を実現するギヤードモータです。
2.2kW(新発売)でさらにラインナップ充実。

特長
●モータ定数などのパラメータ設定なしで6～ 60Hzの定トルク運転が可能です。
(0．1～ 0．75kWの定トルクモータ仕様の場合。1.5～ 2.2kWは10～ 60Hzの
定トルク運転となります。)

●CC-Link通信により簡単に多台数制御が可能です。

●電源ケ－ブルとCC-Link通信ケーブルはいづれもマルチドロップ接続が可能で、省
配線できます。

●インバータ内蔵、モータとインバータ間の配線および制御盤が不要です。

●DCリアクトル(オプション)が内蔵でき、CC-Linkインバータギヤードモータ単体で高
調波対策まで実施可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

三菱電機FA産業機器株式会社	GM営業課
TEL	:	092-805-3141
FAX	:	092-805-3734
<URL>	http://www.melfaip.co.jp/
<URL>	http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/gear/lineup/cc_
link.html
<E-mail>	gm@nt.MitsubishiElectric.co.jp
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住友重機械工業株式会社� インバータ・サーボ類

System MX ラインシステム用多軸制御ドライブシステム
ベクトルインバータの速度、電流制御用CPUとシステムの多軸間制御CPUを一つのメインコントロールユニット
(MCU)に統合した新発想のシリーズです。 
パワーアンプユニット(PAU)と組合せ、多様な多軸ドライブシステムが構成できます。

特長
●完全同期マルチプロセッシング	
MCUには統合化された最大9個高速RISC型CPUを搭載し、各軸のベクトル制御
演算と巻出しから巻取りまでラインシステム制御演算を完全同期操作で集中処理。
これまでにないハイパフォーマンスを発揮します。

●高速軸間通信
各軸間での制御データ通信はすべて高速なメモリ間通信で実現。従来問題であっ
たネットワークによる通信無駄時間を完全に排除します。

●オープンネットワーク(CC-Link)	
FAフィールドで広く用いられているCC-Linkにワンタッチで接続可能。しかもプロトコ
ルはPLCとメッセージ通信も可能なインテリジェントデバイス局をフルサポートします。
(業界初)	CC-Link	Interface	boardは単体販売も可能です。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1	もしくは	4局

CC-Linkバージョン

外形寸法 390(H)×170(W)×333(D)

質量 12kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒141-6025
東京都品川区大崎2丁目1番1号	Thinkpark	Tower	26F
ドライブシステム営業グループ	
TEL	:	03-6737-2532		FAX	:	03-6866-5118
<URL>	http://www.shi-mechatronics.jp/

横河電機�株式会社� インバータ・サーボ類

インテリジェント・ドライバ DrvP3
ダイレクト・ドライブモータ「DYNASERV」「LINEARSERV」専用ドライバです。

特長
●回転形DDモータ「DYNASERV」および、リニアサーボモータ「LINEARSERV」の
どちらも同じ操作で運転

●「DYNASERV」は分解能42万～ 409万パルス/回転、トルク4～ 500N･mの約
40機種を揃え、豊富なラインアップ

●「LINEARSERV」は推力発生部、リニアエンコーダ、直道ガイドベアリングを一体
化したオール・イン・ワン形リニアモータ

●DDモータの簡単セットアップにオートチューニング、オシロスコープ機能、モータレス
運転ができるSupportToolを用意

●豊富なフィルタ、位置決め運転できる動作テーブル、m：nスケーリング機能など便
利な機能を搭載

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局、または、2局(選択設定)

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法
500W：60W×195H×150D
2kW：100W×195H×200D
4kW：200W×195H×200D

質量 500W：1.2kg	2kW：2.5kg	
4kW：6.5kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒180-8750	東京都武蔵野市中町2-9-32
横河電機株式会社	モーションコントロールセンター
TEL:0422-52-5568	FAX:0422-52-5567
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/ddm/
<E-mail>	ddmsales@cs.jp.yokogawa.com
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株式会社�安川電機� インバータ・サーボ類

安川マトリクスコンバータ U1000 (高力率電源回生(K5＝0))
インバータを超えた！ 次世代モータドライブ
インバータが抱える問題を解決したい。
そんな思いを実現するため，世界で初めてマトリクスコンバータ技術を応用した製品を開発しました。そしてさらなる進化を求め，
U1000が誕生しました。汎用インバータの問題点を一掃し，インバータを超えるパフォーマンスでお客様設備に貢献します。

特長
●回生で省エネ！
モータは回すとエネルギーを消費し，回されると発電します。このエネルギーを無駄な
く活用することで省エネを実現します。

●高力率・電源高調波レス！
入力電流が特別な装置なしで，商用電源とほぼ同様な正弦波となり，
電源高調波レスを実現します。電源設備容量の小形化と高調波抑制対策ガイドラ
インへの対応が容易です。

●オールインワンでコンパクト！
コンバータ接続時に必要だった高調波対策品(入力用ACリアクトル，高調波フィル
タ用リアクトル・
コンデンサ)が不要なため，省配線と省スペース化，エネルギーロス低減に貢献します。

●・同期モータも駆動可能
・豊富な機種ラインアップ
・セーフティ規格	SIL3に対応
・商用電源切替機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

技術窓口
　インバータコールセンター
　0120-114-616
営業窓口
　下記HPよりご確認ください。
　http://www.e-mechatronics.com
<URL>	http://www.yaskawa.co.jp
<URL>	http://www.e-mechatronics.com

株式会社�安川電機� インバータ・サーボ類

安川インバータA1000 高性能ベクトル制御
誘導モータ/同期モータ兼用ドライブ,エンコーダレス位置決め制御,革新的トルク特性などの最先端のモータドライブ
を実現したスーパー省エネインバータ

特長
●最先端のモータドライブ技術で誘導モータから同期モータまであらゆるモータの制御
を実現します。

●同期モータ(IPM)をエンコーダレスでサーボロック,位置決め制御が可能です。

●高効率の同期モータとインバータの省エネ制御でスーパー省エネ運転を実現します。
さらに小形化も同時に実現します。

●ビジュアルプログラミング機能DriveWorksEZの標準搭載でお好みのインバータへ
簡単カスタマイズできます。

●業界初のパラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で、万一の故障時
も制御信号の配線作業やパラメータの再設定が不要です。

●長寿命部品の採用で長寿命設計を実現しています。さらに寿命診断予測により寿
命部品のメンテナンス時期を事前にアラーム信号出力します。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ウェブサイトでご確認ください

質量 ウェブサイトでご確認ください

標準価格 お問合せください

問合せ先

技術窓口
　インバータコールセンター
　0120-114-616
営業窓口
　下記HPよりご確認ください。
　http://www.e-mechatronics.com
<URL>	http://www.yaskawa.co.jp
<URL>	http://www.e-mechatronics.com
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株式会社�安川電機� インバータ・サーボ類

安川インバータV1000 小形ベクトル制御
小形インバータで初の電流ベクトル制御を搭載し、用途最適化を追求、使いやすさにもこだわったインバータV1000
シリーズ

特長
●最先端のモータドライブ技術で、誘導モータ(IM)はもちろん、同期モータ(PM)も駆
動できます。

●このクラス初の電流ベクトル制御を標準搭載しました。

●ビジュアルプログラミング機能“DriveWorksEZ”を搭載しました。

●世界初の定数バックアップ機能付き端子台の採用により、制御配線と定数設定が
不要となり、約10分での交換を可能とします。

●このクラス初のセーフティ機能のハードワイヤベースブロック	(EN954-1	Safety	
Cat.3)を標準搭載しました

●最新の熱シミュレーション技術をベースに高信頼性部品を最適配置することにより、
クラス世界最小を実現しました。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

技術窓口
　インバータコールセンター
　0120-114-616
営業窓口
　下記HPよりご確認ください。
　http://www.e-mechatronics.com
<URL>	http://www.yaskawa.co.jp
<URL>	http://www.e-mechatronics.com

株式会社�安川電機� インバータ・サーボ類

Varispeed G7シリーズ 電流ベクトル制御汎用インバータ
世界で初めて汎用インバータに3レベル制御方式を採用した本格電流ベクトル制御インバータです。

特長
●サージ電圧など400V級インバータの潜在課題を3レベル制御方式により一挙に解
決します。

●本格電流ベクトル制御による高性能・高機能化により、様々な機械・設備をパワ
フルで高精度に運転できます。

●オプションボードを搭載することにより、すばやくCC-Link対応が可能になります。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

技術窓口
　インバータコールセンター
　0120-114-616
営業窓口
　下記HPよりご確認ください。
　http://www.e-mechatronics.com
<URL>	http://www.yaskawa.co.jp
<URL>	http://www.e-mechatronics.com
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東芝機械�株式会社� インバータ・サーボ類

NCBOY-80(VLPSX)
BSサーボアンプ、Xシリーズは、新しい高速演算処理により、さらに高応答、高精度を実現しました。サーボ性能
が大幅に向上したXシリーズは、優れた機械性能を生み出します。

特長
●NCBOY-80はPTP(Point	to	Pointの位置決め)機能を内蔵したサーボアンプです。
DIO、CC-Link、DeviceNet、RS485の各インターフェイスにより、シーケンサを
はじめユーザコントローラや他のNCBOYと接続可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

東芝機械株式会社	制御システム事業部
TEL：055-926-5032、受付時間：8:00～ 16:45	(土・日・祝日、当社休日を除く)
FAX：055-925-6527
<URL>	http://www.toshiba-machine.co.jp/
<URL>	http://www.toshiba-machine.co.jp/seiji/prod/seigyo_site/

東芝機械�株式会社� インバータ・サーボ類

NCBOY-120(VLNBX)
NCBOY-120はサーボアンプを内蔵型の1軸ポジショナで、CC-Link、DeviceNet、RS485仕様を容易、PLCとの
接続が簡単です。

特長
●Xシリーズサーボアンプを内蔵、省配線、コンパクトなシステム構成が可能です。

●様々なFA機器に繋がり、高度なサーボ機能が得られます。

●制御軸数1軸。

●従来ご使用のNCBOYシリーズとの互換性を重視，NCプログラム、シーケンスプロ
グラムなど移行ができるよう考慮しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

東芝機械株式会社	制御システム事業部
TEL：055-926-5032、受付時間：8:00～ 16:45	(土・日・祝日、当社休日を除く)
FAX：055-925-6527
<URL>	http://www.toshiba-machine.co.jp/
<URL>	http://www.toshiba-machine.co.jp/seiji/prod/seigyo_site/
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富士電機株式会社� インバータ・サーボ類

FRENIC-VG 高性能・ベクトル制御形インバータ
富士電機のベクトルインバータ技術を結集した最高性能インバータ

特長
●業界最高クラスの制御性能を実現(速度応答600Hz，インパクト負荷時の追従特
性，回転ムラの抑制	など)。

●ユニットタイプとスタックタイプをラインナップし、ダイレクトパラ接続により大容量シス
テムの構築が容易。

●盤設置に特化したスタックタイプにより盤サイズの小型化を実現。

●次世代デバイス(SiC-SBD)採用により発生損失の低減、スタックの小型化・容量
拡大を実現(スタックタイプ690Vシリーズ)。

●専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2.0	及び	Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

●営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
●技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL	:	0120-128-220		FAX	:	0120-128-230
<E-mail>	drive@fujielectric.com
●富士電機株式会社
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html

富士電機株式会社� インバータ・サーボ類

FRENIC-Ecoシリーズ 汎用インバータ
『空調設備のさらなる省エネへ、新方式の省エネルギー運転機能を搭載した新形インバータ』

特長
●新方式の省エネルギー運転機能を搭載。従来のモータ単体の損失を最小にする制
御から、インバータ自身が消費する電力(インバータ損失)とモータ単体の損失のトー
タルが最小となる最適制御を実現

●有寿命部品(冷却ファン、コンデンサなど)の長寿命化(設計寿命10年)

●空調用途に最適な機能搭載(PID制御、瞬時停電再始動機能、拾い込み機能、
回生回避制御、小水量停止機能	など)

●操作もメンテナンスも簡単

●専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2.0	及び	Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

●営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
●技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL	:	0120-128-220	FAX	:	0120-128-230
<E-mail>	drive@fujielectric.com
●富士電機株式会社
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html
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富士電機株式会社� インバータ・サーボ類

FRENIC-MEGAシリーズ 高性能多機能形インバータ
「基本性能」、「多彩なアプリケーション」、「メンテナンス性」、「環境性」を向上させることにより、「あらゆる設備へ
の対応」を追求した最新形インバータ

特長
●汎用インバータにクラス最高峰のベクトル制御を搭載し、制御性能を向上。

●多彩なアプリケーション対応(制動トランジスタ破損検出機能、ブレーキ信号の向上、
カスタマイズロジック、比率運転、巻取ダンサ制御)

●タッチパネルへUSBポートを搭載し、場所を選ばずローダの確認作業可能。

●有寿命部品(冷却ファン、コンデンサなど)の長寿命化(設計寿命10年)

●専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2.0	及び	Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

●営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
●技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL	:	0120-128-220	FAX	:	0120-128-230
<E-mail>	drive@fujielectric.com
●富士電機株式会社
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html

富士電機株式会社� インバータ・サーボ類

FRENIC-Aceシリーズ 高性能・スタンダード形インバータ
簡単な可変速用途から、高性能・多機能が求められる業種専用機械まで広範囲な用途に適用できる新世代標準イ
ンバータ

特長
●カスタマイズロジック機能搭載で200ステップのプログラミングが可能

●2重定格を採用し、重負荷・軽負荷の機械装置に1形式のインバータで対応。軽
負荷時の用途では、従来より1容量小さいインバータを適用可能

●速度センサ付ベクトル制御に対応し、高精度な速度・トルク制御が要求される巻取・
昇降機械に適用可能

●同期モータのセンサレスベクトル制御に対応し、さらなる省エネに貢献

●専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	2.0	/	Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

●営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
●技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL	:	0120-128-220	FAX	:	0120-128-230
<E-mail>	drive@fujielectric.com
●富士電機株式会社
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html

イ
ン
バ
ー
タ
・

サ
ー
ボ
類



195

富士電機株式会社� インバータ・サーボ類

FRENIC-HVACシリーズ 空調用途向けインバータ
富士電機初のスリム形省エネ特化インバータ
省エネによる地球温暖化防止(環境保護)に大きく貢献！

特長
●リニアライズ機能、温度差一定制御・圧力差一定制御、自動省エネルギー運転な
どの省エネ機能による最適制御

●空調用途に最適な機能搭載(4PID制御、拾い込み運転機能、Fire	Mode、トル
クベクトル制御、リアルタイムクロック、フィルタ目詰まり防止機能	など)

●周辺機器内蔵・IP55保護構造のため機械室に単体設置可能となり、インバータ
収納盤が不要

●使い易く視認性抜群のタッチパネル搭載

●専用オプションカードを装着するのみでCC-Link通信可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.2.0	及び	Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

●営業窓口：お近くの営業所・販売店を下記HPアドレスにてご確認ください。
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/about/sales_network/index.html
●技術相談窓口：鈴鹿工場
TEL	:	0120-128-220	FAX	:	0120-128-230
<E-mail>	drive@fujielectric.com
●富士電機株式会社
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/index.html

株式会社�明電舎� インバータ・サーボ類

交流可変速装置THYFREC VT240Sシリーズ (CC-Linkインターフェース 型式：V24-SL3)
THYFREC VT240Sは、PMモータ及び誘導電動機駆動のため、6つの制御モードを搭載し、国際規格準拠や多
言語LCDオペレーションパネル対応によるグローバルインバータです。

特長
●内蔵オプションを搭載することによりCC-Link	Ver1.00に対応

●1台で6役をこなすオールインワン・インバータ

●簡易シーケンサ機能を内蔵し、様々なアプリケーションに対応

●欧州環境仕様RoHS指令に対応

●国際規格準拠(UL,cUL,CEマーク)、多言語オペレーションパネルの採用

局種 リモートデバイス局

占有局数 最大2局

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 容量によります。
お問い合わせ下さい

質量 容量によります。
お問い合わせ下さい

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒141-6029	東京都品川区大崎二丁目1番1号	ThinkPark	Tower
株式会社明電舎
コンポーネント事業部)コンポーネント営業部)電動力応用営業部
TEL:	03-6420-7657	FAX:	03-5745-3061
<URL>	http://www.meidensha.co.jp/
<URL>	http://motor-inverter.meidensha.co.jp/inverter/vt240s/index.html
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Robostar�Co.,�Ltd� ロボット

PCI CC-Link Option Card
PCI CC-LinkはROBOSTAR制御機器のOption CardとしてCC-Link  Field Bus Cardでより向上したネットワーク
通信機能を提供します。

特長
●ROBOSTAR	Co.,Ltd.のCX7	及びRTCシリーズロボットコントローラのCC-Link通
信専用ボード。

●PCI	CC-Link	Cardの使用によってROBOSTAR	Co.,Ltd.コントローラのPCやPLC
などのシステムへのCC-Link通信を実現可能。

●通信速度：10M/5M/2.5M/625k/156kbps

●最大占有局数：4局

●接続台数：64台

●最大伝送距離：100M

局種 リモートデバイス

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 134.7	X	106.7	X	1.6

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.robostar.com

Robostar�Co.,�Ltd� ロボット

CC-Link Option board2
CC-Link Option board2 ROBOSTAR制御機器のOption Cardとして
CC-Link  Field Bus Cardでより向上したネットワーク通信機能を提供します。

特長
●CC-Link	Option	board2はROBOSTAR	Co.,Ltd.のRCQシリーズロボットコントロー
ラのCC-Link通信を担当するボードである。

●CC-Link使ってROBOSTAR	Co.,Ltd.コントローラをPCやPLCのようなシステムと
CC-Link通信が行えます。

●通信速度：10M/5M/2.5M/625k/156kbps

●最大占有局数：4局

●接続台数：64台

●最大伝送距離：100M

局種 リモートデバイス

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 200	×	155	×	1.6	[mm]

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.robostar.com/
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Robostar�Co.,�Ltd� ロボット

T1 Series
PCI CC-Link as the Robostar controller of the Option Card provides more advanced network 
communications capabilities.

特長
●The	 robot	 controllers	 T1	Series	 support	 a	CC-Link	 communication	
function	(slave)	as	an	option.

●Attaching	a	 special	 option	 board	 to	 the	 extension	 slot	 enables	 the		
CC-Link	slave	communication	function.

●Communication	Rate	:	10M/5M/2.5M/625k/156kbps

●Maximum	Occupied	station	:	4	Sataion

●Maximum	Transfer	range	:	100M

局種 Remote	Device	Station

占有局数 4	station

CC-Linkバージョン Ver.2.00

外形寸法 139.6	X	106.7	X	13.2

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.robostar.co.kr/ja/index.do

Robostar�Co.,�Ltd� ロボット

RCS CC-Link Option Card
CS CC-Link Option CardeはROBOSTAR Co.,Ltd.のNewRo AC1軸コントローラのCC-Link通信を担当する
Option Boardで、PC,シーケンサーシステムとフィールドネットワーク上でCC-Linkプロトコル通信が可能です。

特長
●正確な位置・速度制御ロボット

●EAI	RS485規格に準するCC-Link	Interfaceを対応

●通信速度：10M/5M/2.5M/625k/156kbp

●最大占有局数：4局

●接続台数：64台

●最大伝送距離：100M

局種 リモートデバイス

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 73	x	178	x	133.7

質量 1.2～ 1.5

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.robostar.com/
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株式会社�アイエイアイ� ロボット

RCS2/RCS3/単軸ロボット/リニアサーボアクチュエータ用ポジションコントローラ SCON-CA
電動シリンダ「ロボシリンダ」のRCS2/RCS3用・単軸ロボット・リニアサーボアクチュエータ用のポジションコントローラ

特長
●アクチュエータの搬送能力をアップするオフボードチューニング機能対応

●主要なフィールドネットワークに対応

●アクチュエータのスライダ移動時に、スライダに装着したワークの振れ(振動)を抑え
る制振制御機能を装備

●RCS2-RA13Rに専用ロードセルを装着して押付け力のフィードバックをとることで、
精度の高い押付けが可能な力制御機能を装備

●異動回数及び走行距離積算機能によりメンテナンスのタイミング確認が可能

●カレンダ機能によりアラーム発生時刻の保持が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

会社名	:株式会社アイエイアイ	
電話番号	:	0800-888-0088
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_scon-ca_111109.html
<E-mail>	info@iai-robot.co.jp

株式会社�アイエイアイ� ロボット

ロボシリンダ用ポジションコントローラ PCON/ACON/SCON
電動シリンダ「ロボシリンダ」用のポジションコントローラ

特長
●ポジション設定だけでプログラムは不要

●PCON/ACON最大768点,SCONは最大512点
の位置決めが可能

●PCON/ACONは直接数値指定移動が可能

●アクチュエータはロッドタイプ、スライダタイプ、テーブルタイプ、グリッパー、ロータリー
など豊富な品揃え

局種 リモートI/O局、リモートデバイス
局

占有局数

SCON:
リモートI/O局	1局、PCON/
ACON:
リモートデバイス局	Max.4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格
PCON:￥26,000	
ACON:￥36,000	
SCON:￥69,000～￥95,300

問合せ先

〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL：0800-888-0088
FAX：0800-888-0099
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<E-mail>	info@iai-robot.co.jp
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株式会社�アイエイアイ� ロボット

コントローラ一体型ロボシリンダ ERC3シリーズ ゲートウェイユニットRCM-EGW
ERC3アクチュエータを最大4台接続してゲートウェイ機能を行うことができます。
PLCなどの上位制御システムとフィールドネットワークにて接続します。
主要ネットワーク7種類に対応しています。

特長
●前面パネルのポジション調整スイッチによりアクチュエータのJOG動作が可能

●前面パネルに各軸ブレーキ解除スイッチ搭載

局種 リモートデバイス局

占有局数 MAX.4局占有

CC-Linkバージョン Ver1.1	または2

外形寸法 35W×140H×105D

質量 約220g

標準価格 お問合せください。

問合せ先

会社名	:	㈱アイエイアイ
電話番号	:	054-364-5105
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_erc3_111013.html

株式会社�アイエイアイ� ロボット

テーブルトップ型ロボット TTAシリーズ
セル生産の現場などで活躍する卓上型ロボット TTAシリーズ

特長
●可搬質量：	X軸	20Kg	Z軸5kg
最高速度：	X軸・Y軸	800mm/s	Z軸	400mm/s
プログラム数：	255個	
ポジション数：	30,000点

●豊富なバリエーション
動作範囲は4タイプから選択可能です。

●Y軸ベース・取付ブラケット一体構造で曲げ剛性アップ

●X軸への異物侵入を抑えるラビリンス構造

局種 リモートデバイス局

占有局数 リモートデバイス局	1～ 3局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 -

質量 -

標準価格 お問合せください。

問合せ先

会社名	:	㈱アイエイアイ
電話番号	:	054-364-5105
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_tta_131011.html
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株式会社�アイエイアイ� ロボット

フィールドネットワーク専用ロボシリンダ用コントローラ ROBONET
従来のコントローラに比べ、小型で省配線が可能な、ネットワーク専用コントローラ

特長
●幅34mm×高さ100mm×奥行き73mmの小型サイズ

●最大768点の位置決めが可能

●直接数値指定移動が可能

●1台の通信ユニットで16軸の動作が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 Max.4局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法

質量

標準価格

CC-Link用通信ユニット	
RGW-CC	￥30,000	
RCP2シリーズ用コントローラ	
RPCON	￥12,000	
RCAシリーズ用コントローラ	
RACON￥14,000

問合せ先

〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL：0800-888-0088
FAX：0800-888-0099
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<E-mail>	info@iai-robot.co.jp

株式会社�アイエイアイ� ロボット

フィールドネットワーク対応コントローラ ロボシリンダ用ポジションコントローラ パワーコン150 PCON-CA ／ ロボシリンダ用ポジションコントローラ 高推力モータ対応タイプ PCON-CFA
電動シリンダ「ロボシリンダ｣用のポジションコントローラPCONのフィールドネットワーク仕様

特長
●主要7種類のフィールドネットワークに対応

●高推力モータ対応のPCON-CFAも対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 リモートI/O局	1局・2局・
4局(モードにより異なる)

CC-Linkバージョン V1.10

外形寸法

質量

標準価格 PCON-CA：￥26000～￥36000	
PCON-CFA：￥39500

問合せ先

会社名	:株式会社アイエイアイ	
電話番号	:	0800-888-0088
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_pcon-ca_cfa_120727.html
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株式会社�アイエイアイ� ロボット

ロボシリンダ用プログラムコントローラ PSEL/ASEL/SSEL
電動シリンダ「ロボシリンダ」用のプログラムコントローラ

特長
●SEL言語によるプログラムが可能なので、PLCが無くても動作可能。

●最大1500点の位置決めが可能

●アクチュエータはロッドタイプ、スライダタイプ、テーブルタイプ、グリッパー、ロータリー
など豊富な品揃え

局種 リモートデバイス局

占有局数 Max.3局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

PSEL	1軸：￥64,000	
ASELインクリ1軸：￥65,000	
ASELアブソ1軸：￥66,300	
PSEL	2軸：￥86,000	
ASELインクリ2軸：￥115,000	
ASELアブソ2軸：￥117,600	
SSELの価格はお問い合わせくだ
さい

問合せ先

〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL：0800-888-0088
FAX：0800-888-0099
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<E-mail>	info@iai-robot.co.jp

株式会社�アイエイアイ� ロボット

ロボシリンダ用ポジションコントローラ SCONシリーズ 6軸タイプ MSCON
RCS2/RCS3用ポジションコントローラ6台が1台に凝縮
省スペース化とコストダウンを可能にしたネットワーク専用多軸コントローラ

特長
●省スペース、コストダウン、使いやすさを実現

●主要フィールドネットワーク対応。
フィールドネットワーク経由で数値指定移動が可能
通信時間も従来より大幅に短縮

●アクチュエータの搬送能力をアップするオフボードチューニング機能対応

●サイクルタイムを短縮する制振制御機能装備

局種 リモートデバイス局

占有局数 MAX.4局占有

CC-Linkバージョン Ver1.1またはVer2

外形寸法 225W×154H×115D

質量 インクリメンタル仕様：1900g	
アブソリュート仕様：2000g	

標準価格 お問合せください

問合せ先

会社名	:	㈱アイエイアイ
電話番号	:	054-364-5105
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
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株式会社�アイエイアイ� ロボット

ロボシリンダ用ポジションコントローラ SEPシリーズ 8軸タイプ MSEP
電動シリンダ「ロボシリンダ」用のポジションコントローラ SEPシリーズ 8軸タイプ MSEP

特長
●コンパクト設計

●フィールドネットワーク経由で数値指定移動が可能

●パルスモータ／サーボモータ両方に対応

●簡易アブソリュート対応

●移動回数及び走行距離積算機能によりメンテナンスのタイミング確認が可能

●カレンダ機能によりアラーム発生時刻の保持が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 リモートデバイス局1～ 4局

CC-Linkバージョン V1.10またはV2.00

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

会社名	:株式会社アイエイアイ	
電話番号	:	0800-888-0088
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/index.html
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_msep_111125.html
<E-mail>	info@iai-robot.co.jp

株式会社�アイエイアイ� ロボット

高機能コントローラ ACON-CA ／ DCON-CA
ロボシリンダ用ポジションコントローラ ACON-CA
ミニシリンダ用ポジションコントローラ DCON-CA

特長
●新機能搭載(オフボードチューニング機能)により、サイクルタイムの短縮と
使い勝手が向上(ACON-CA)

●ミニシリンダで512点の多点位置決めが可能(DCON-CA)

●走行距離積算機能によりメンテナンスのタイミング確認が可能(ACON-CA ／
DCON-CA)

●カレンダ機能によりアラームの発生時刻の保持が可能(ACON-CA ／ DCON-CA)

●フィールドネットワークタイプの充実

局種 リモートデバイス局

占有局数 リモートデバイス局	1、2、4局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 お問合せください

質量 お問合せください

標準価格 お問合せください

問合せ先

会社名	:	㈱アイエイアイ
電話番号	:	054-364-5105
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_acon-ca_131227.html
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株式会社�アイエイアイ� ロボット

単軸ロボット／直交ロボット／ロボシリンダRCS2 ／ RCS3用ポジションコントローラ SCON-CAL
ポジションコントローラ SCON-CAL

特長
●小型化を実現
幅49mm×高さ158mm×奥行116mm

●メンテナンス性の向上
保守部品の交換時期が目視でわかるWRG(ワーニング)LED

●多彩なフィールドネットワークに対応
CC-Link,	DeviceNet,	PROFIBUS-DP,	MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ,	CompoNet,	
EtherCAT,	EtherNet/IP,	PROFINET	IO

●安全カテゴリ対応
お客様で外部回路を構築することで、安全カテゴリ1～ 4に対応

●DINレール取付対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 リモートデバイス局	1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10

外形寸法 W49mm×H158mm×D116mm

質量 約560g

標準価格 お問合せください。

問合せ先

会社名	:	㈱アイエイアイ
電話番号	:	054-364-5105
e-mail	:	info@iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_scon_cal_140903.html

株式会社�アイエイアイ� ロボット

単軸・リニア・直交・スカラロボット用プログラムコントローラ XSEL
最大6軸のアクチュエータを動作可能な多軸プログラムコントローラ

特長
●高機能ながら設定が簡単なSEL言語を採用

●最大20,000点の位置決めが可能

●プログラム数は最大128点

●プログラムステップ数は最大9999ステップ

局種 リモートデバイス局

占有局数 Max.3局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL：0800-888-0088
FAX：0800-888-0099
<URL>	http://www.iai-robot.co.jp
<E-mail>	info@iai-robot.co.jp
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HYUNDAI�HEAVY�INDUSTRIES�CO.,�LTD� ロボット

ロボット: HX165, 制御機 : HI4制御機 
特長

●全ロボットがCC-Link通信可能

●ロボット内蔵PLC機能を用いて周辺設備制御が可能(I/O:224点、224点)

●ロボット言語(HRBAGIC)によるティーチングプログラム可能

●HRVIEWによるロボットファイルバックアップが容易

●HiVIEWによるロボットネットワーク管理が容易

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hyundai-robotics.com

HYUNDAI�HEAVY�INDUSTRIES�CO.,�LTD� ロボット

Hi5 Robot Controller
Robot controller  

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W700	X	H900	X	D630

質量 Hi5a-S00	:	131[kg],	
Hi5a-S30	:	120[kg]

標準価格

問合せ先
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川崎重工業�株式会社� ロボット

カワサキロボットZシリ−ズ、Fシリ−ズ 、BXシリ−ズ 産業用ロボット
当社のE型コントロ−ラがリモ−トデバイス局(CC-Link、CC-Link IE Field)として接続できます。

特長
●全ての適用(溶接、塗装、ハンドリング、組立)のコントローラがCC-Link、CC-
Link	IE	Fieldで接続可能です。

●ロボット以外の周辺機器のリモ－ト入出力としても使用可能です。

●ロボット言語により、シーケンス制御もプログラムできます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1-4局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒673-8666	明石市川崎町1-1
川崎重工業(株)ロボットビジネスセンター	エンジニアリング部
TEL：078-921-2846	FAX：078-924-3201
<URL>	http://www.khi.co.jp/
<URL>	http://www.khi.co.jp/robot/

株式会社�デンソーウェーブ� ロボット

｢HIGH SPEED＆COMPACT｣産業用デンソーロボット
豊富なラインナップで多様なニーズにお応えできるロボット(VP, VS, VM, HS, HM, XR, XYC-4シリーズ)

特長
●RC7Mコントローラは、ユーザニーズに応える高い拡張性を実現します。

●拡張スロットに専用オプションボードを装着することにより、CC-Linkスレーブ通信機
能を可能にします。

●PLCなど周辺機器との接続では、配線工数の削減と設置・保守も容易なシステム
です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒470-2297	愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地	〔(株)デンソー	阿久比
製作所内〕
(株)デンソーウェーブ	FA営業部
TEL：0569-49-5014			FAX：0569-49-5484
<URL>	http://www.denso-wave.co.jp/ja/robot/
<E-mail>	fa-support@denso-wave.co.jp
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株式会社�デンソーウェーブ� ロボット

RC8 ( Robot Controller Development Code No.8 )
コンパクト・ユーザフレンドリ・フレキシブル・スタンダードの4つをコンセプトに開発した最新のロボットコントローラ

特長
●コンパクトなサイズ
高機能を小さなボディに凝縮し、設置スペースにも困らない小型コントローラ

●操作性の向上
ユーザの使いやすさを重視し、機能向上と見やすく分かりやすいインタフェースを両
立

●世界基準の規格対応
産業用ロボット安全規格に準拠したグローバルに対応できる信頼性、また、世界シェ
アの80%のネットワークに対応

●拡張性の充実
様々なデバイスと接続・制御ができ、フレキシブルなカスタマイズに対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 2～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10、Ver.	2.00

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒470-2297	愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地	〔(株)デンソー	阿久比
製作所内〕
(株)デンソーウェーブ	FA営業部
TEL：0569-49-5014	FAX：0569-49-5484
<URL>	http://www.densorobotics.com
<E-mail>	fa-support@denso-wave.co.jp

平田機工�株式会社� ロボット

HNC-96 シリーズ ロボットコントローラ
サーボアンプを内蔵しない、超軽量・コンパクトボディ。
サーボアンプ内蔵タイプ 標準で用意しています。

特長
●PLCでの制御を考えたシンプルでやさしいコントローラです。PLCの省線化対応とし
て、CC-Link等に対応

●RS-232C経由でのPCからの制御も可能です。

●挿入取り出し動作、パスPTP動作などの多彩な動作パターンが、コードひとつで簡
単に設定できます。

●コントローラ1台で、マルチロボットとして最大4台9軸までの制御が可能です。

●サーボアンプへの接続は、高速シリアルリンクにより省配線を実現

●超軽量	1.5kg，コンパクトサイズ	80×110×240mm

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 80×110×240mm

質量 1.5kg

標準価格 オープン価格

問合せ先

〒861-5511	熊本市楠野町1016-6
平田機工株式会社	ロボット事業部	営業技術課
Tel	096-245-1333	Fax	096-245-0816
<URL>	http://www.hirata.co.jp
<E-mail>	robotics@hirata.co.jp
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ファナック�株式会社� ロボット

21世紀の工場の知能化・ロボット化・ネットワーク化FANUC Robot i series
FANUC Robot i シリーズは、各種知能化機能を搭載した高性能ロボットコントローラにより制御される高信頼性イン
テリジェントロボットです。

特長
●ロボットコントローラ	R-30iA及びR-30iA	Mate	は、CC-Link通信機能(スレーブ)を
オプションでサポートします。
本機能は、CC-Link	(Ver1.10)	に準拠した通信機能を提供いたします。

●CC-Link通信機能(スレーブ)を用いることで、ロボットをリモートデバイス局としてPLC
に接続し、通信を行うことができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒401-0597
山梨県忍野村
ファナック(株)
Tel.(0555)-84-5555		Fax	(0555)-84-5512
<URL>	http://www.fanuc.co.jp/

三菱電機株式会社� ロボット

RP，RV-A，RH-A，RV-T シリーズ産業用ロボット
ネットワーク機能を強化し、多彩なシステム構築が可能なロボットです。

特長
●64bit	RISC	プロセッサ採用により、高速・高精度・高軌跡動作が可能です。また、
作業用途に合わせた各種機能も充実しています。

●CC-Link	での通信は、オプションスロットにCC-Linkカードを装着するだけで可能で
す。

●CC-Link	に接続されたデバイスをアクセスする方法は、ロボット専用言語(MELFA	
BASIC	4)により簡単にアクセスできます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 68,000円

問合せ先

<MELFAテレホンセンター>
ロボットの仕様、機能、および導入後の立上、取扱、運転、操作、プログラミング
等についての技術相談を承ります。
設置時間：9:00～ 12:00、13:00～ 16:30	(月曜日～金曜日)	ただし祝祭日および
弊社休業日は除く。
TEL	:	052-721-0100(直通)		FAX	:	052-722-0384
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株式会社�安川電機� ロボット

用途最適化産業用ロボット「MOTOMAN(モートマン)」
溶接・塗装・ハンドリング・組立等、各用途に最適化することで、専門的で高度な要求に応え、顧客生産性向上
に貢献するロボット

特長
●コントローラ1台で最大72軸(ロボット8台)の制御が可能

●最新の動作制御機能を組み込んだ高精度制御装置

●各用途で利便性を発揮する専用機能を搭載し操作性を向上

●優れた安全性・拡張性・保守性と省スペースを両立

●操作性に優れたタッチパネル式大形カラー液晶・マルチウインドウ表示機能を持つ
プログラミングペンダント

●システム構築を容易にする通信オープン化への対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 制御盤	
W425×H1200×D450	[mm]

質量 制御盤	100kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒806-0004
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2-1
株式会社安川電機	ロボット事業部	事業企画部
TEL:093-645-7703			FAX:093-631-8140
<URL>	http://www.yaskawa.co.jp/
<URL>	http://www.e-mechatronics.com/product/robot/index.jsp
<E-mail>	sales@yaskawa.co.jp

ヤマハ発動機�株式会社� ロボット

ERCX/DRCXシリーズ ロボットコントローラ
CC-Link対応のヤマハ単軸／直交ロボット用コントローラ

特長
●完全アブソリュート方式により、ロボットの原点復帰動作が不要です。
(ERCX/DRCX)

●コントローラのパラレルI/Oに接続したセンサなどの各種I/O機器をプログラムを使用
せずにシーケンサ側から制御可能です。

●モータ出力により、各モータに最適なドライバ型式を選択可能です。

●質量パラメータに搬送物の質量を入力するだけで、ロボット機種にあった最適なゲイ
ン、加減速度を自動設定できます。

●BASICライクなコマンドで、初めての方でも簡単にプログラミングが可能です。
また、ポイントティーチングのみを行い、後はシーケンサからのI/O移動命令で使用
する、プログラムレスでの使い方も可能です。

●マルチタスク機能により、ロボット移動中での入出力制御が可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver1.10対応

外形寸法

ERCX	:	30(W)x250(H)
x157(D)mm
DRCX	:100(W)x250(H)
x157(D)mm

質量 ERCX	:	0.9kg，DRCX	:	2.1kg

標準価格 ¥100,000(ERCX-CC)より，
詳細はお問い合わせください

問合せ先

〒435-0054	静岡県浜松市中区早出町882
ヤマハ発動機株式会社	IM事業部
ロボットビジネス部	ロボット営業グループ
TEL:053-460-6103(直通)	FAX:053-460-6811
<URL>	http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html
<E-mail>	robotn@yamaha-motor.co.jp
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ヤマハ発動機�株式会社� ロボット

RCX222 /RCX221ヤマハロボット用コントローラ
ヤマハロボットの性能を最大限に発揮させる高性能2軸コントローラ

特長
●標準仕様で完全アブソリュートを実現

●CP動作、高速補間制御、領域判定出力、トルク制限、マルチタスクなど多彩な
制御が可能

●多機能2軸コントローラながら非常にコンパクト

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 61

CC-Linkバージョン Ver	1.10

外形寸法 W130×H210×D158mm

質量 2.9Kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒435-0054	静岡県浜松市中区早出町882
ヤマハ発動機株式会社	IM事業部
ロボットビジネス部	ロボット営業グループ
TEL:053-460-6103(直通)	FAX:053-460-6811
<URL>	http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html
<E-mail>	robotn@yamaha-motor.co.jp

ヤマハ発動機�株式会社� ロボット

RCX240ヤマハロボット用コントローラ
高機能多軸コントローラ。豊富な機能満載で使いやすさも抜群。

特長
●標準仕様でアブソリュート。

●当社直交ロボット、スカラロボット、単軸組合せロボットの性能を最大限に発揮。

●当社リニアモータ仕様の軸、回転型モータ仕様の軸の混在したロボットのコントロー
ル可能。

●3次元補間制御、通過点出力、領域判定出力、デュアルドライブ、マルチタスク
等豊富な機能満載。

●パラレル入出力ボード、ネットワークボード、ビジョンボード等豊富なオプション対応。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W180	×	H250	×	D235	[mm]

質量 6.5	Kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒435-0054
ヤマハ発動機株式会社	IM事業部
ロボットビジネス部	ロボット営業グループ
TEL:053-460-6103(直通)	FAX:053-460-6811
<URL>	http://www.yamaha-motor.co.jp
<URL>	http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html
<E-mail>	Rrobotn@yamaha-motor.co.jp
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ヤマハ発動機�株式会社� ロボット

SR1-P/SR1-X ヤマハロボット用コントローラ
コンパクト設計で高機能、上級コントローラ並みの機能を備えた1軸コントローラ

特長
●簡易ロボット言語、マルチタスク、通信、フィールドバス等、上級コントローラ並み
の機能を1軸で活用

●プログラム運転、ポイントトレース、リモートコマンド等各種運転方式に対応

●コンパクト設計。2軸用新型コントローラRCX222と全高が同サイズです。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver	1.10

外形寸法 W74×H210×D146mm

質量 1.5kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒435-0054	静岡県浜松市中区早出町882
ヤマハ発動機株式会社	IM事業部
ロボットビジネス部	ロボット営業グループ
TEL:053-460-6103(直通)	FAX:053-460-6811
<URL>	http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html
<E-mail>	robotn@yamaha-motor.co.jp

ヤマハ発動機�株式会社� ロボット

TS-S/TS-X/TS-P ヤマハロボットポジショナ
ポイントトレースによる運転のポジショナタイプ。 プログラム不要。

特長
●ポイントデータを登録し、PLCなどの上位機器からポイント番号を指定しスター信号
入力で動作。

●いろいろな運転パターンが選択可。

●モニター機能が充実。

●TS-Sインクリメンタル方式、TS-X ／ Pはインクリメンタル・アブソリュート方式を選
択可。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

TSS:
W30×H102×D131[mm]
TS-X/P:
W58×H102×D131[mm]

質量 TSS:	0.2Kg		
TS-X/p:0.9Kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒435-0054
ヤマハ発動機株式会社	IM事業部
ロボットビジネス部	ロボット営業グループ
TEL:053-460-6103(直通)	FAX:053-460-6811
<URL>	http://www.yamaha-motor.co.jp/
<URL>	http://www.yamaha-motor.jp/robot/controller/index.html
<E-mail>	robotn@yamaha-motor.co.jp
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ヤマハ発動機�株式会社� ロボット

ヤマハロボットコントローラ RCX340
高機能1 ～ 4軸コントローラ。
従来のRCXシリーズコントローラをさらに向上させるため全ての機能を見直し、あらたな高機能多軸コントローラ

“RCX340”が誕生しました。

特長
●ハイレベルな設備構築が実現てきる高度な機能性
・最大16軸(4ロボット)まで拡張可能	(YC-Link/E)
・メモリ容量	2.1MB	(プログラムとポイントの合計容量)
・ポイント数	30,000ポイント
・CP性能向上によりプログラム処理の高速化
・モーション連結によるなめらかな動きの実現
・より直感的なアーチモーション指定が可能
・軌跡精度の向上
・複数台のロボットを一台のマスタコントローラで集中管理が可能	(YC-Link/E)
・他社汎用サーボアンプとの連結も可能	(YC-Link/E)
・ユーザービリティを追及した「プログラミングボックスPBX」、「サポートソフトウェア
RCX-Studio」を新開発し操作性が格段に向上

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver1.1・Ver2.0

外形寸法 W355×H195×D130mm

質量 6.2kg

標準価格

問合せ先

会社名	:	ヤマハ発動機株式会社	IM事業部	ロボットビジネス部	
電話番号	:	053-460-6103
e-mail	:	robotn@yamaha-motor.co.jp
Website	:		http://www.yamaha-motor.co.jp/robot/
<URL>	http://www.yamaha-motor.co.jp/robot/

アスカ��株式会社� ロボット

UNI-ROBOシリーズ 産業用ロボット
使い易さを追求した直角座標系ロボット

特長
●可搬質量30Kgから150Kgと大きいため、ガン持ち、
治具持ち、ワーク持ちなど幅広く活躍します。

●最高移動速度600から1000mm/secと高速です。

●各軸ユニット式のため1軸から4軸までの組合わせが可能です。

●オプション基板の装着により全機種がCC-Linkに接続可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.00

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒473-0923	愛知県豊田市中根町大切50番地1
アスカ株式会社	ロボットシステム事業部(アスカ	豊田工場)
TEL：0565-51-2755	FAX：0565-52-1245
<URL>	http://www.aska.co.jp/
<URL>	http://www.aska.co.jp/business/robot/uni-robo.html
<E-mail>	rs_info@aska.co.jp
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CKD�株式会社� ロボット

電動アクチュエータ用コントローラ ECR
どのアクチュエータとも繋がる“ワンコントローラ”

特長
●EBS、EBR、FLSH、FLCR、FGRCの全サイズを同じコントローラで動作可能

●コントローラを隣接して設置できる

●セットアップが簡単(調整用のPCソフトを準備)

●位置情報、アラーム状態のモニタができる

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局・2局・4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 40×150×92.5[mm]

質量 約400[g]

標準価格 お問合わせ下さい

問合せ先

〒485-8551	愛知県小牧市応時二丁目250番地
C	K	D株式会社
営業本部	FAソリューション営業部
TEL			(0568)	74-1302
FAX			(0568)	77-3410
<URL>	https://www.ckd.co.jp/

ABB�AS,�ROBOTICS� ロボット

ロボットコントローラ用CC-Linkインタフェース DSQC 378
ABBロボットコントローラのCC-Link接続を可能にします

特長
●S4、IRC5コントローラに接続する全てのABBロボットのCC-Link接続を可能にしま
す。

●ロボットは塗装、シーリング、マテハン、パレタイジング等、幅広い用途に対応。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 L170	×	W115×	H48	[mm]

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒150-8512
ABB株式会社	技術部	ロボットグループ
TEL:03-5784-6180
FAX:03-5784-6279
<URL>	http://www.abb.com/robotics/
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株式会社�立花エレテック� バーコード・ID

CC-Link対応RFIDリーダ／ライタ TCPRO-RFRW
CC-Linkに対応したリーダ／ライタでFA環境にてRFIDシステムを容易に実現！
アンテナも内蔵し、省スペースで現場にそのまま設置可能。

特長
●低価格：RFIDリーダ／ライタ・アンテナとCC-Linkインターフェースとを一体化する
ことにより低価格化を実現。

●省スペース：耐環境性を考慮した設計になっており、生産ラインやコンベア脇にそ
のまま設置することができ省スペース

●簡単接続：ラダープログラムにて読み書きができるので、複雑な通信を気にすること
なく、簡単なプログラムでRFIDシステムを構築できる

●豊富な実績：プロトコルコンバータで生産ラインや入退場システムに多数導入してお
り、豊富な実績があります

●便利機能：トリガ識別、タグID表示、常時識別機能

●サポート周波数：HF帯、UHF帯

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 W142×H120×D81mm
(取付金具別)

質量

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

株式会社	立花エレテック
電子応用システム部
TEL	:	06-6539-2749		FAX	:	06-6539-8827
<URL>	http://ww.tachibana.co.jp/
<E-mail>	kurodaa@tachibana.co.jp

株式会社�立花エレテック� バーコード・ID

RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV
FA環境でRFIDシステムを容易に実現！
シーケンサとRFIDリーダ／ライタ装置を簡単に接続可能！

特長
●簡単接続：
MELSEC	CC-Linkに接続できるため、手軽にRFIDシステムを構築可能です。

●マルチ周波数対応：
内部スイッチにより、各周波数帯のリーダ・ライタ装置に接続可能です。

●初心者からプロフェッショナルまで：
簡単なラダー作成で単一タグの読み書きを行う処理が行えます。また、複数タグの
読み書きを行うプロフェッショナルな処理も行うことが出来ます。

●シリアル接続にも対応：
シーケンサとシリアル接続が必要な場合は、RS-232Cインターフェイスを使用した
計算機リンクユニット接続も可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 150(W)×105(D)×50(H)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	立花エレテック
電子応用システム部	電子応用システム一課
TEL	:	06-6539-2749		FAX	:	06-6539-8827
<URL>	http://www.tachibana.co.jp/
<E-mail>	kurodaa@tachibana.co.jp
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Balluff�GmbH� バーコード・ID

BIS V-6111-073-Cxxx
The BIS V Identification System is a non-contacting system with read and write function, which not only 
allows it to convey information programmed permanently in the data carrier, but also to collect and pass 
on current information. 

Main Applications:
– In production for controlling material flow (e.g. for model-specific processes, conveying systems that 
transport workpieces, acquisition of safety-relevant data)
– In warehousing for monitoring material movement
– transporting and conveying.

特長
●-	New	generation	of	BIS	processor	is	based	on	modular	concept	with	
flexible	HW	and	SW	design
-	More	functionality	in	a	smaller	housing.		Suitable	for	both	simple	and	
demanding	applications,	featuring	a	strong	design
-	Uses	the	newest	technology,	resulting	in	fast	and	reliable	data	
transmission	with	short	cycle	times	and	high	data	security
-	BIS	V	is	a	winner	of	2012	reddot	award.

The	new	BIS	V	identification	system	is	established	for	the	frequency	
range	of	HF	and	LF	and	enables	the	connection	of	up	to	4	r/w	heads	
independent	of	frequency.

-	All	terminals	in	front	for	easy	access
-	Read/write	head	function	indicator:
		-	Each	read	head	terminal	uses	2	LEDs	for		indicating	status	and	
operating	state
		-	3	LEDs	for	unit	status
		-	Indicator	with	control	keys	(LCD	+	keys).

局種 Remote	Device	Station

占有局数 1	to	4	Stations

CC-Linkバージョン Ver.	1.1	and	Ver.	2.0

外形寸法 W	62	(mm)	x	H	42,7	(mm)	x	
D	157,6	(mm)

質量 0,955kg

標準価格

問合せ先

	Balluff	Co.,	Ltd.	
<URL>	http://www.balluff.jp
Processor	BIS	V-6111-073-C003	
<URL>	http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/product_detail.
jsp#/229679
Processor	BIS	V-6111-073-C103	
<URL>	http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/product_detail.
jsp#/238711
<E-mail>	info.jp@balluff.jp
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株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

IDシステムコントロールユニット／ローコストタグver. BIS M-689-001
ローコストタイプのIDタグをラインナップし、導入時のコストを軽減。ISO15693対応。

特長
●確実なID通信	：環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの
通信を防止

●2チャンネル仕様	：IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き	：IDタグが交信範囲内にある事を確認

●ライトプロテクト機能付き	：意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台	：マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能

●プラス接地仕様(型式	BIS	M-689-001X)を用意

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190W×100H×40D

質量 750g

標準価格 150,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス	技術サービス
TEL：0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間：月～金(祝祭日を除く)	9：00～ 12：00	13：00～ 17：00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>		bp-tech@b-plus-kk.jp

株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

IDシステムコントロールユニット／ローコストタグver. BIS M-689-002
ローコストタイプのIDタグをラインナップし、導入時のコストを軽減。ISO15693対応。

特長
●確実なID通信	：環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの
通信を防止

●2チャンネル仕様	：IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き	：IDタグが交信範囲内にある事を確認

●ライトプロテクト機能付き	：意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台	：マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能

●三菱電機製AJ65BT-D35ID2命令互換仕様

●プラス接地仕様(型式	BIS	M-689-002X)を用意

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190(W)×100(H)×40(D)mm

質量 750g

標準価格 150,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス	技術サービス
TEL：0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間：月～金(祝祭日を除く)	9：00～ 12：00	13：00～ 17：00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>	bp-tech@b-plus-kk.jp
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株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

RFIDシステム IDコントローラ／ Z4-C001
ISO15693準拠。ローコストのIDタグをラインナップし、導入時の負担を軽減。

特長
●確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止

●2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並列処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認可能

●ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台
マスターユニット1台あたり、最大16台接続可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190(W)	x	100(H)	x	40(D)

質量 800g

標準価格 定価98,000円

問合せ先

株式会社ビーアンドプラス	技術サービス	
TEL：0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間:月～金(祝祭日を除く)	9:00～ 12:00	13:00～ 17:00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>	bp-tech@b-plus-kk.jp

株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

RFIDシステム IDコントローラ／ Z4-C002
ISO15693準拠。三菱電機製IDインターフェースユニット命令互換仕様で、導入時の負担を軽減。
ローコストのIDタグをラインアップ。

特長
●確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止

●2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並列処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認可能

●ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能

●三菱電機製AJ65BT-D35ID2命令互換仕様

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190(W)	x	100(H)	x	40(D)

質量 800g

標準価格 定価98,000円

問合せ先

株式会社ビーアンドプラス
TEL:0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間:月～金(祝祭日を除く)	9:00～ 12:00	13:00～ 17:00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>	bp-tech@b-plus-kk.jp
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株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

IDシステムコントロールユニット／高速仕様 BIS S-404-30-KBT01
確実なデータ通信と豊富なメモリ容量で、工場内の「物と情報の管理」を担うキーアイテム

特長
●高速仕様
8倍(当社比)の高速交信により、データ読み書き時間を短縮

●2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き
IDタグが交信範囲内にある事を確認

●ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能

●確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190Wx100Hx40D

質量 750g

標準価格 IDコントローラ定価	195,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス	技術サービス
TEL：0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間：月～金(祝祭日を除く)	9：00～ 12：00	13：00～ 17：00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>	bp-tech@b-plus-kk.jp

株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

IDシステムコントロールユニット／標準仕様 BIS C-489-1_-KBT02
確実なデータ通信と各種サイズのIDタグにより、ツール管理からパレット管理や工程管理など様々な用途に対応

特長
●豊富なIDタグが使用可能
φ9mm/512バイトからのBIS	Cシリーズのタグに対応

●2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き
IDタグが交信範囲内にある事を確認

●ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能

●確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190Wx100Hx40D

質量 750g

標準価格 IDコントローラ定価	195,000円

問合せ先

株式会社ビー・アンド・プラス	技術サービス
0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間：月～金(祝祭日を除く)	9：00～ 12：00	13：00～ 17：00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>	bp-tech@b-plus-kk.jp
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株式会社ビー・アンド・プラス� バーコード・ID

RFIDシステム IDコントローラ／ S4-C001
高速データ通信と大容量メモリで、工場内の「生産工程と処理情報」のデータ処理を確実に保証

特長
●高速仕様
高速データ通信により、データ読み書き時間を短縮

●2チャンネル仕様
IDアンテナを2本接続でき、並列処理が可能

●インゾーン信号出力機能付き
IDタグが通信範囲内にある事を確認可能

●ライトプロテクト機能付き
意図しない書き込みを防止し、データを保護

●最大接続数16台
マスタユニット1台あたり、最大16台接続可能

●確実なID通信
環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 190(W)	x	100(H)	x	40(D)

質量 800g

標準価格 定価195,000円

問合せ先

株式会社ビーアンドプラス	技術サービス	
TEL:0493-71-5160	FAX：0493-81-4771
受付時間:月～金(祝祭日を除く)	9:00～ 12:00	13:00～ 17:00
<URL>	http://www.b-plus-kk.jp
<E-mail>		bp-tech@b-plus-kk.jp

三菱電機株式会社� バーコード・ID

RS-232インタフェースユニット AJ65BT-R2N
RS-232 ケーブルを使用して，無手順によるデータ送受信が可能

特長
●装置のそばで立ち上げ・調整可能：MELSEC用プログラミングソフトウエアGX	
DeveloperやGOTを接続してオンライン操作ができるようになり、デバッグや保守の
作業効率が向上します。

●伝送速度	38400bpsに対応

●複数台接続時の設定が簡単：シーケンスプログラムがさらに簡単になり、プログラ
ム開発効率が向上します。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1

外形寸法 80(H)×170(W)×47(D)[mm]

質量 0.4kg

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� バーコード・ID

中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番：RF-RW101)
1 ～ 2mの読み取り距離に最適かつCC-Linkにも対応

特長
●中距離(1～ 2m)で安定した読み取りを実現

●CC-Linkインターフェースを標準搭載

●当社従来製品比約72%の小型化を実現

●大容量メモリタグにも対応可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法 (幅)185	×(奥行)213	×
(厚)64mm

質量 2.0Kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

三菱電機株式会社	IT宇宙ソリューション事業部
IT宇宙ソリューション営業第一部
TEL	:	03-3218-9132
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/device/rfid/
<E-mail>	info.rfid@nj.MitsubishiElectric.co.jp

三菱電機株式会社� バーコード・ID

中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(型番：RF-RW103)、 大容量タグ対応中距離用UHF帯RFIDリーダライタ装置(RF-RW104)
CC-LINKインターフェース搭載リーダライタで手軽にシステム構築！
1 ～ 2m以下で安定した読み書きを実現し、7段階の出力調整でFA分野での設置も柔軟に対応可能！

特長
●中距離(1～ 2m)以下で安定した読み書きを実現。

●ラダー言語での簡単なプログラム構築が可能。

●従来製品比72%の小型化を実現。

●業界最小クラスの小型直線偏波アンテナとの組み合わせで更なる省スペース化も
可能。

●大容量タグに対応しており生産現場のネットワークレス化も実現可能。(RF-
RW104)

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法 (幅)56mm×(奥行)184.4mm×
(高さ)212.6mm

質量 2kg以下

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

三菱電機株式会社	IT宇宙ソリューション事業部
IT宇宙ソリューション営業第一部
TEL	:	03-3218-9132
FAX	:	03-3218-9492
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/device/rfid/
<E-mail>	info.rfid@nj.MitsubishiElectric.co.jp
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� バーコード・ID

ECL2-V680D1形CC-Link対応RFIDインタフェースユニット
オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリーズの分散配置を可能にするCC-Linkリモートデバイス局対応RFIDインタ
フェースユニット

特長
●CC-Linkのリモートデバイス局として分散配置が可能
CC-Linkのリモートデバイス局として、オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリー
ズの接続を実現できます。
CC-Linkマスタ局からRFIDインタフェースユニットまでの距離が最大1,200mまで延
長が可能になります。

●立上げ、保守に必要なテスト／測定機能を装備
立上げ、保守時のアンテナとIDタグとの「交信テスト」、アンテナとIDタグとの「距離
レベル測定」などの診断を行うことができます。

●iQSS(iQ	Sensor	Solution)により開発・デバッグ・立上げ時間の短縮を実現
三菱電機(株)社製iQSSへの対応により、三菱電機(株)社製MELSOFT	GX	
Works2の画面上から、上記「交信テスト」「距離レベル測定」などのテスト／測定
機能を容易に行うことが可能です。
また、ユニットの状態(各種信号のON／ OFF状態、デバイス値など)確認も容易
に行うことができ、開発・デバッグ・立上げ作業時間の短縮化を実現できます。

●プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)ライブラリを提供
パラメータ設定、データのリード／ライトなどの各種機能実行のためのプログラムを
FBライブラリとして提供しており、これらFBライブラリをユーザプログラムへ任意に組
み込み使用することにより、プログラムを簡単に作成できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局・4局

CC-Linkバージョン Ver.1.1	,	Ver.2.0

外形寸法 150	x	65	x	45	[mm]	
(接続アンテナケーブルを除く)

質量 0.3kg

標準価格 98,000円

問合せ先

東日本営業支社	 TEL.03-3288-1743　FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	 TEL.052-565-3435　FAX.052-541-2558
西日本営業支社	 TEL.06-6347-2926　FAX.06-6347-2983
中四国支店	 TEL.082-248-5390　FAX.082-248-5391
九州営業支社	 TEL.092-721-2202　FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせ	TEL.0568-36-2068　FAX.0568-36-2045
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ecl2-v680d1_
feature.html

株式会社�キーエンス� バーコード・ID

CC-Link対応ネットワークコントローラ NX-50CL
自動認識機器がCC-Link上で使用できるネットワークコントローラ

特長
●コードリーダやRFIDシステムをCC-Linkに接続

●自動認識機の交信安定性を数値表示。メンテナンス効率UP

●バーコード、2次元コード、RFIDの混在システムを実現可能

●ICタグの自動識別機能搭載。タグの交信特性を最適化

●システム統合ソフトを用意。複数の機器を一括管理できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.	2.00

外形寸法 95(W)×95(W)×78.7(D)mm

質量 約300g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	自動認識事業部
TEL：0120-267-911	FAX：06-6379-1150
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	http://www.keyence.co.jp/barcode/syuhenkiki/nx_50/
<E-mail>	info@keyence.co.jp

バ
ー
コ
ー
ド
・
Ｉ
Ｄ



221

Pepperl�+�Fuchs�GmbH� バーコード・ID

IC-KP2-2HB18-2V1
CC-Link V2インターフェイスつき「IDENTコントロール・コンパクト」コントロール・インターフェイス。Pepperl + 
Fuchs LF、HF、UHF RFIDリーダーのすべてに対応。

特長
●BUS通信用LEDステータス表示。読み出し・書き込みヘッド。分離RS232診断イ
ンターフェイス

●RFIDリーダー2個まで接続可能

●RFIDリーダー1個またはトリガー・センサー1個を接続可能

●保護等級IP67

●三菱Qシリーズ用機能ブロック利用可能

●分離RS232診断インターフェイス

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10および2.0

外形寸法 61.4	×	42	×	136.6	[mm]

質量 0.5	kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.pepperl-fuchs.com/
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株式会社�エム・システム技研� 受配電機器

電力マルチメータ 54UC
機能と経済性に優れた電力マルチメータ

特長
●31次までの高調波を計測

●視認性に優れたLCDディスプレイ

●複雑な設定も簡単なコンフィギュレーションソフトウェアを用意

●設定はCSV形式で保存可能

●480Vまでダイレクトに入力可能

●電流、電圧0.3%		力率0.5%と高精度

局種 リモートデバイス

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 W110×H110×D100mm

質量 0.5kg

標準価格 139,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� 受配電機器

電力マルチメータ 54U2
電力系統の1回路を接続するだけで、潮流演算、4象限演算、高調波を含む交流諸量の計測が行なえる、4点指
示形表示器です。

特長
●31次高調波まで正確に計測し、歪波形入力にも強い電力マルチメータです。

●高信頼性・高輝度バックライト採用、前面パネル部保護等級はIP52です。

●実入力なしでPLCに模擬データを送信できる、通信テスト機能付です。

局種 リモートデバイス

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10 ／ Ver.2.00

外形寸法 W110×H110×D115mm

質量 約0.5kg

標準価格 139,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�第一エレクトロニクス� 受配電機器

DMR-Pro ディジタルマルチリレー
本製品は、受変電設備用の保護リレーです。
この1台で保護機能はもちろん、各種計測表示を行います。
内蔵スイッチからの直接制御、また外部DI及び通信からの遠方制御による遮断器入/切が可能です。

特長
●表示は見易い大型液晶表示器(LCD)を採用

●フィーダ、母線、主変二次の3種類をラインアップ

●誤遮断防止の出力回路二重化、長寿命設計による高信頼性製品です

●テスト機能内蔵により、定期点検時のリレーテスト、シーケンステストの試験時間短
縮が可能です

●保護検出や自己診断機能によるエラーについての履歴機能を内蔵しています

●省配線、一体形によるコスト低減が可能です

●CC-Link通信出力、アナログ出力、パルス出力が取り出し可能です(オプション)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 144(W)×288(W)×64(D)mm

質量 1.5kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社第一エレクトロニクス	東京営業所
〒121-8639
東京都足立区一ッ家一丁目11番13号	
TEL	:	03-3885-2441	FAX	:	03-3858-3966
<URL>	http://www.daiichi-ele.co.jp/
<E-mail>	sales@daiichi-ele.co.jp

株式会社�第一エレクトロニクス� 受配電機器

SQLC-110L 電子式スーパーマルチメータ
デジタル同時4計測の見やすい画面を実現、大幅な計測要素拡大、豊富な出力仕様

特長
●計測表示は主監視1点、副監視3点の4計測表示＋バーグラフ表示付

●高調波電流、電圧の計測可能

●漏電電流の計測可能(三相4線除く)

●出力は、CC-Link通信、パルス出力、警報出力、CPU異常出力が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 110×110×104[mm]

質量 0.6[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	第一エレクトロニクス	営業本部	
〒121-8639
東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
TEL	:	03-3885-2411		FAX	:	03-3858-3966
<URL>	http://www.daiichi-ele.co.jp/
<E-mail>	sales@daiichi-ele.co.jp
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株式会社�第一エレクトロニクス� 受配電機器

SMLC-110L 電子式最大･最小スーパーマルチメータ
1台で相電圧×3、線間電圧×3、零相電圧、周波数の計測監視が出来ます。

特長
●相電圧入力品は、零相電圧と相電圧を計測することにより、地絡発生時の地絡相
を判別することが可能。	

●バーグラフ1計測とデジタル4計測を同時に表示。

●出力はCC-Link通信、警報×2

●相電圧、零相電圧は計測応答時間の設定が可能。	0.05～ 5秒

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 110×110×104[mm]

質量 0.6[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	第一エレクトロニクス	営業部
TEL	:	03-3885-2411
FAX	:	03-3858-3966
<URL>	http://www.daiichi-ele.co.jp/
<E-mail>	sales@daiichi-ele.co.jp

ハカルプラス株式会社� 受配電機器

Xシリーズ(電子式マルチメータ)
受配電盤用の電子式マルチメータで省配線、省スペース化、省コスト化を実現します。また省エネルギー対策の電
力計測に最適です。

特長
●異常で表示の色が変わる(緑→赤色)カラーマルチシリーズもラインアップに追加

●電気の計測要素は業界最大(12要素)高調波も計測、4段同時計測表示(アナログ
×1、デジタル×3)、広い視野角(上下視野角指定なし)

●相線共通(単相2線、単相3線、三相3線)、電圧110V/220V共用

●CC-LINK出力以外にパルス、警報の出力も可能(CC-LinkはVer.2.00にも対応)

●外部接点入力(3点)にて中央監視盤にて状態監視が可能
(カラーマルチシリーズは、前面色が緑→赤色にも変化します)

●漏電電流計測タイプ、零相電圧計測タイプもあり

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局	最大42台

CC-Linkバージョン Ver.1.10、Ver.2.00

外形寸法 110(W)×110(H)×120(D)mm

質量 600g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

タケモトデンキ株式会社	
電力・省エネ計測営業課
TEL：06-6300-2112			FAX：06-6308-7766
<URL>	http://www.takemotodenki.com
<URL>	http://www.takemotodenki.co.jp
<URL>	http://www.takemotodenki.com/file/43_file2.pdf
<E-mail>	k_tanaka@takemotodenki.co.jp
<E-mail>	genda@takemotodenki.co.jp
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富士電機株式会社� 受配電機器

SM3000シリーズ モータコントロール用MCCユニット
コントロールセンタに求められるユニットの小型、薄型化による実装スペース効率を実現、更にCC-Link通信機能の
搭載でよりシンプルなコントロールセンタを構築できるようになりました。

特長
●・最高レベルの実装スペース効率を実現し面数低減に効果を発揮します。
・コントローラの全ディジタル化で小型・薄型を実現しました。
・CC-Link通信の搭載によりPLCとの高速通信が可能になりました。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver．1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問合せ下さい

問合せ先

東京工場（盤装置部）営業技術課
TEL	:	042-585-1134	
<URL>	http://www.fujielectric.co.jp

株式会社中央製作所� 受配電機器

インバータ直流電源装置 HVSシリーズ
めっきの仕上がりに良い波形を出力し、お客様の省エネ(電力)にも貢献します。

特長
●電流リップルが小さく高効率です。

●省電力仕様で電気代削減効果があります。

●新構造を採用し軽量化を実現しました。

●過電流・温度異常・デッドショートの保護警報を装備しました。

●従来のHVSシリーズと比べ耐環境性を向上しました。

●設定した電圧･電流の上下限値と警報・異常の検出時間を絶対値にて20条件記
憶でき、比率モニターと任意に組合せて使用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局(Ver1．1の場合は2局)

CC-Linkバージョン Ver.2．0及び1．1

外形寸法 下記URLのウェブサイトを参照くだ
さい

質量 下記URLのウェブサイトを参照くだ
さい

標準価格 お問合せください

問合せ先

本社：電話番号(052)821-6111(大代)	FAX(052)821-9154
東京支店：	電話番号(03)3788-1571(代)	FAX(03)3788-5481
大阪支店：電話番号(06)6974-6161	FAX(06)6974-0603
仙台営業所：電話番号(022)291-3330	FAX(022)295-0335
広島営業所：電話番号(084)934-0949	FAX(084)934-0949
福岡営業所：電話番号(092)414-2016	FAX(092)414-2021
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_05.pdf
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株式会社中央製作所� 受配電機器

直流電源装置 PMDシリーズ
電子部品の機能めっき・貴金属めっき・実験研究などに使用できる多機能で高性能な小型直流電源装置です。

特長
●出力波形は「パルス波」「単相全波」「三角波」「低リップル直流」から選択できます。

●各種波形と断続・上昇・下降時間を自由に組み合わせた「9ステップ9チャンネル」
のシーケンス制御が可能です。

●CC-Linkを使用して最大42台(Ver．2．0の場合)の接続が可能です。

●電圧電流モニタ機能を装備、設定値に対する「過不足をモニタ」が可能です

●「積算電流計機能」を標準装備しました。

●設定した電圧･電流の上下限値と警報・異常の検出時間を絶対値にて20条件記
憶でき、比率モニターと任意に組合せて使用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局(Ver1．1の場合は2局)

CC-Linkバージョン Ver.2．0及び1．1

外形寸法 下記URLのウェブサイトを参照くだ
さい

質量 下記URLのウェブサイトを参照くだ
さい

標準価格 お問合せください

問合せ先

本社：電話番号(052)821-6111(大代)	FAX(052)821-9154
東京支店：	電話番号(03)3788-1571(代)	FAX(03)3788-5481
大阪支店：電話番号(06)6974-6161	FAX(06)6974-0603
仙台営業所：電話番号(022)291-3330	FAX(022)295-0335
広島営業所：電話番号(084)934-0949	FAX(084)934-0949
福岡営業所：電話番号(092)414-2016	FAX(092)414-2021
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_01.pdf

株式会社中央製作所� 受配電機器

直流電源装置PMD2シリーズ(ハイエンドモデル)
電子部品の機能めっき・貴金属めっき・実験研究などに使用できる出力調整可能な直流電源装置です。耐環境性
に配慮した設計をしているため，めっき工場などで使用することができます。

特長
●独自の回路設計により，高効率を実現

●積算電流計，処理時間タイマ機能を標準装備

●電圧値・電流値・積算電流値の3つの数値を同時に表示

●99通りのメモリ運転機能を搭載

●設定モニタ機能，負荷モニタ機能を搭載

●4種類の出力波形が選択可能(低リップル直流，パルス波，単相全波，特殊任意波形)

●9チャンネル，9ステップのシーケンス運転機能を装備

●パルス同期出力に対応(オプション対応)

●一次入力電圧380V～ 440Vに対応(受注生産)

●出力電圧40V以上に対応(受注生産)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局(Ver2.0)・2局(Ver1.1)

CC-Linkバージョン Ver1.1・Ver2.0

外形寸法

幅：270mm，奥行350mm，
高さ140mm(定格容量：0.24kW以下)
幅：350mm，奥行430mm，
高さ140mm(定格容量：1.6W以下)
幅：430mm，奥行430mm，
高さ140mm(定格容量：3.2kW以下)
幅：500mm，奥行615mm，
高さ160mm(定格容量：4.8kW以下)

質量

8kg(定格容量：0.24kW以下)，
12kg(定格容量：1.6kW以下)，
16kg(定格容量：3.2kW以下)，
24kg(定格容量：4.8kW以下)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名：株式会社	中央製作所
名古屋本社	：電話番号(052)821-6110	FAX(052)821-9154
東京支店：電話番号(03)3788-1571	FAX(03)3788-5481
大阪支店：電話番号(06)6974-6161	FAX(06)6974-0603
仙台営業所	：電話番号(022)291-3330	FAX(022)295-0335
広島営業所	：電話番号(084)934-0949	FAX(084)934-0949
福岡営業所	：電話番号(092)414-2016	FAX(092)414-2021
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_08.pdf
<E-mail>	pw1@chuo-seisakusho.co.jp
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株式会社中央製作所� 受配電機器

直流電源装置PME2シリーズ(スタンダードモデル)
電子部品の機能めっき・貴金属めっき・実験研究などに使用できる出力調整可能な直流電源装置です。耐環境性
に配慮した設計をしているため，めっき工場などで使用することができます。

特長
●独自の回路設計により，高効率を実現

●積算電流計，処理時間タイマ機能を標準装備

●電圧値・電流値・積算電流値の3つの数値を同時に表示

●99通りのメモリ運転機能を搭載

●設定モニタ機能，負荷モニタ機能を搭載

●外部設定用の絶縁変換器を内部に標準搭載

●外部電圧，電流アンサー信号用の絶縁変換器を内部に搭載

●一次入力電圧380V～ 440Vに対応(受注生産)

●出力電圧40V以上に対応(受注生産)局種 リモートデバイス局

占有局数 1局(Ver2.0)・2局(Ver1.1)

CC-Linkバージョン Ver1.1・Ver2.0

外形寸法

幅：270mm，奥行350mm，
高さ140mm(定格容量：0.24kW以下)
幅：350mm，奥行430mm，
高さ140mm(定格容量：1.6W以下)
幅：430mm，奥行430mm，
高さ140mm(定格容量：3.2kW以下)
幅：500mm，奥行615mm，
高さ160mm(定格容量：4.8kW以下)

質量

8kg(定格容量：0.24kW以下)，
12kg(定格容量：1.6kW以下)，
16kg(定格容量：3.2kW以下)，
24kg(定格容量：4.8kW以下)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名：株式会社	中央製作所
名古屋本社	：電話番号(052)821-6110	FAX(052)821-9154
東京支店	：電話番号(03)3788-1571	FAX(03)3788-5481
大阪支店：電話番号(06)6974-6161	FAX(06)6974-0603
仙台営業所	：電話番号(022)291-3330	FAX(022)295-0335
広島営業所	：電話番号(084)934-0949	FAX(084)934-0949
福岡営業所	：電話番号(092)414-2016	FAX(092)414-2021
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/
<URL>	http://www.chuo-seisakusho.co.jp/product_int/pdf/power_08.pdf
<E-mail>	pw1@chuo-seisakusho.co.jp

三菱電機株式会社� 受配電機器

エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight (形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB)
もっとシンプルに。もっと簡単に。エネルギー見える化を。
(CC-Link通信には、オプションのCC-Link通信ユニット(形名:EMU4-CM-C)が必要です。)

特長
●液晶ディスプレイ内蔵により、エネルギー計測に必要な設定・計測・表示が1台で
可能です。

●オプションのCC-Link通信ユニット接続により、CC-Link通信を使用したシステムに
接続することができます。

●約250μsのサンプリング周期で電力量を連続計測するため、スポット溶接やロウ付
け溶接などの短サイクル負荷の計測も可能です。

●電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活
用することができます。

●CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格
対応要求にお応えします。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 100(W)×90(H)×75(D)[mm]

質量 0.3[kg]

標準価格 本体部：22,000円～、
通信部：36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部	 03-3218-6662	 中部支社	 052-565-3341
北海道支社	 011-212-3789	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4554	 関西支社	 06-6486-4096
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5296
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0072
神奈川支社	 045-224-2625	 九州支社	 092-721-2243
北陸支社	 076-233-5501	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/
ecomonitor/index.html
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三菱電機株式会社� 受配電機器

三菱エネルギー計測ユニット EMU3
分電盤分岐／製造装置制御盤の主幹・分岐に、計測＋αの「EMU3」を！

特長
●CT／ ZCT内蔵でオールインワン

●CT／ZCTの取り付け・配線が不要。配線工事を大幅に軽減することが可能です。

●「原単位管理」や「設備状態管理」ができます

●外部からの接点入力／パルス入力機能がついており、生産数量パルスや、設備
の稼働状態の接点情報を取り込むことができます。

●「安全監視」ができます

●漏電計測機能と警報出力機能によって、安全監視が可能です。

●本製品は日本国内専用品です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局占有

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 90×121×85(単独設置時)

質量 1kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	計測制御製造部
〒720-8647	広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス	FAX	:	084-926-8340
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/haisei/

三菱電機株式会社� 受配電機器

エネルギー計測ユニット EMU3-DP1-C
EMU3シリーズは、きめ細かなエネルギー計測に加え、漏電計測機能や接点入出力機能により、原単位管理や生
産設備の漏電監視/状態管理までご提案できます。

特長
●CT/ZCT内蔵ですので、CT/ZCTの取付け、配線が不要となり分電盤/制御盤の
計測をコンパクトに実現できます。

●パルスカウント機能が付いており、原単位管理に必要な生産数量パルスを取り込む
ことができます。

●設備の稼動状態を接点入力することで、設備稼動時の原単位を管理することもでき
ます。

●漏電計測機能が付いており、電路や負荷設備の漏電監視が可能です。

●表示部分が左右90度回転でき取付け方向によらず表示部分は正面の位置になり
ます。

●計測情報を現場だけでなく、上位へ伝送して、中央でも監視することができます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 90(W)×121(H)×85(D)	[mm]

質量 1.0	[kg]

標準価格 114,800円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/index.html
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三菱電機株式会社� 受配電機器

三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitor Pro
EcoMonitorシリーズが「パッケージ＆フレキシブル」で多彩な省エネニーズに対応

特長
●シーンに応じた最適パッケージ
・各機能モジュールをパッケージ化して最適構成を実現。
・1,	3,	5,	7回路用をラインアップし、無駄のないシステム構成が可能
・低圧専用品、高低圧両用品をラインアップし、受電回路(高圧)、配電回路(低圧)
を1台で構成可能

●フレキシブルなシステム構成
・複数のトランス系統(異電圧、異相線)を1台で計測可能
・別売の表示ユニット1台で複数回路の集中表示が可能
・大形タイプもラインアップ

●ハイコストパフォーマンス。
・1回路当たりの単価を当社従来比で約20％低減
(EcoMonitor2と受配電監視用7回路品比較の場合)
・電流センサケーブルで中継方式を採用し、1m単位で実使用に最適な長さに組み
合わせ可能で、無駄のない配線で経済的です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 57,000円～

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス	FAX	:	084-926-8340

三菱電機株式会社� 受配電機器

EMU-C7P4-6-A 三菱多回路電力計測ユニット EcoMonitor2
現場レベルでの省エネ改善分析からネットワ−クによる中央監視まで、幅広い用途に対応！
1台で6回路(単相3線／三相3線の場合)の計測(電流･電圧･電力･電力量)が可能！

特長
●低圧多回路(6回路計測：単相3線／三相3線の場合)の電流･電圧･電力･電力量
を同時計測し、計測デ－タの記憶･表示･伝送が可能で、省スペ－ス･省施工を実
現

●最大4回路のパルス入力により、原単位管理に使用する生産数のカウント、電力
以外のエネルギ－である蒸気流量･ガス流量等の計量が可能

●現場レベルでの省エネ改善分析用のオフラインロギングとネットワ－クによる中央監
視用のオンラインロギングのダブルロギング機能を搭載

●オフラインロギングでは、時間電力量、時間パルス量を最大131日分自動記憶(自
動ロギング記憶)し、さらに250ミリ秒～30分周期の木目細かいデ－タの記憶(選択
ロギング記憶)も可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 175(W)×100(H)×65(D)

質量 0.7kg

標準価格 165,000円

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス	FAX	:	084-926-8340
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三菱電機株式会社� 受配電機器

ME110NSR-C 三菱電子式マルチ指示計器New-Sシリーズ
三菱電子式指示計器，New-Sシリーズは，高機能と使いやすさで，各種計測監視システムや省エネルギー計測監視
システムの実現をサポートします。

特長
●電圧，電流，電力，力率，電力量，高調波など，受配電監視に必要な計測を1台
で行えます。

●接点入力機能(2点)により，デジタル入力機器の代わりに，ON/OFF信号を伝送す
ることができます。

●最大4点の上下限監視が可能です。

●220V～ 550kVの範囲で，上位3桁を自由に設定可能で，特殊な変圧器(VT)に
対応できます。

●受電／送電の電力量，受電遅れ／受電進み／送電遅れ／送電進みの無効電力
量を計量できます。

●零相電圧計もラインナップしています。(形名：ME110NSZ-C)

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 □110×98(盤内寸法)

質量 0.5kg

標準価格 170,000円

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス	FAX	:	084-926-8340

三菱電機株式会社� 受配電機器

三菱電子式マルチ指示計器 ME110Super-Sシリーズ
使いやすさと見やすさを追求した三菱電子式指示計器 ME110Super-Sシリーズ

特長
●視認性の向上
→広視野角LCDの搭載と高輝度バックライトの採用

●設定作業の改善
→手動での従来設定方法に加え、パソコンでの設定作業と赤外線通信による設定
を実現

●配線確認のサポート
→誤結線判別サポート機能を搭載

●配線確認のサポート
→通信試験テスト機能として補助電源の印加にてテスト信号を出力

●機能の充実
→モータ始動電流による最大値更新や警報出力を防止

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10,	Ver.2.00

外形寸法 110×110×98	[mm]

質量 0.5	[kg]

標準価格

問合せ先

本社機器営業第一部	 03-3218-6662	 中部支社	 052-565-3341
北海道支社	 011-212-3789	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4554	 関西支社	 06-6486-4096
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5296
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0072
神奈川支社	 045-224-2625	 九州支社	 092-721-2243
北陸支社	 076-233-5501	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� 受配電機器

ME110SR-C 三菱電子式マルチ指示計器 Sシリーズ
新開発の計測用ASICを搭載、 計測要素、出力、読取り・操作性を大幅に機能アップ

特長
●4要素を同時表示、読みとりやすい画面
LCD画面を一新、大形デジタル表示により視認性を向上しました。

●12種類の表示パターン＋特殊表示パターン＋追加画面
最適な計測要素の設定ができます。

●6点の出力機能(業界最大)

●高調波電流・電圧を標準装備

●高いコストパフォーマンス
電力量計、指示計器、トランスデューサなどの機能を1台で対応

●簡単設定・簡単操作

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 170,000円

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス	FAX	:	084-926-8340

三菱電機株式会社� 受配電機器

三菱MDUブレーカ 計測表示ユニット(MDU)付遮断器
遮断器と計測表示ユニットが一体化！
VT、CT内蔵により省スペ−スを実現し、省施工、省エネ支援でお役に立ちます。

特長
●低圧遮断器に電路情報を計測・表示・伝送するMDUを搭載し、電流、電圧、電力、
電力量、高調波電流、漏洩電流、力率等の計測により、木目細かく使用エネルギー
を把握し、省エネ活動を支援します。

●電流、漏洩電流等の事前警報により、予防保全に役立ちます。

●遮断器の事故情報(原因＋電流値)を記憶しますので、迅速な事故原因の究明や
復旧が可能です。

●定格50A(225AF) ～ 6300A(6300AF)まで、ワイドバリエーションです。
＊機種、アンペアフレームにより、対応していない機能があります。
詳細は製品カタログを参照ください。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	遮断器製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
遮断器FAX技術サ－ビス	FAX	:	084-926-8280
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/haisei/
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三菱電機株式会社� 受配電機器

MELPRO-Dシリーズ 高圧・特高用デジタル形保護継電器
先進の通信ネットワーク対応で配電自動化を強力にサポート

特長
●中央制御系統からフルアクセス可能
(整定値、計測値、動作状態、常時監視、時刻等)

●多彩な機種ラインナップで、様々な高圧・特高系統の保護に適用(受配電保護、ト
ランス保護、モータ保護、発電機保護、系統連系保護等)

●充実の計測機能(事故記録桟能、電流・電圧・電力・周波数etc.)

●出力接点をOR論理で任意に設定出来るプログラマブル接点

●高速サンプリングのデジタル演算式による高精度な保護

●信頼性を向上する高度な常時監視機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

D1ユニット：
約150(W)×250(H)×200(D)mm
D2ユニット：
約300(W)×250(H)×200(D)mm

質量 D1ユニット：約3kg
D2ユニット：約5kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

保護継電器FAX技術サービス
FAX	:	078-682-6588
<E-mail>	kubo@setsuyo.com.cn

三菱電機株式会社� 受配電機器

LG-5F/LG-10F 三菱集合形漏電監視装置
「警報監視」から「見える常時監視」へ。CC-Link伝送により上位の監視システムで常時監視することで，漏洩電流の
トレンドを把握し，異常時の分析や，設備の予防保全に役立ちます。

特長
●大形LCDにより，漏電レベルを10回路同時に表示でき，また，各回路の漏洩電流
値をデジタル表示できます。

●CC-Link伝送により，各回路の警報発生の確認の他，各回路の計測値を遠隔監
視することができます。

●感度電流30mA-4A，動作時間0.1秒－5秒まで設定できます。

●高調波・サージ対応回路を内蔵し，インバータ2次側に対地漏洩電流が流れても不
要動作しません。

●漏洩継電器規格JIS	C	8374の高速形，時延形特性に準拠しています。

●内蔵のCPUの暴走などのシステム異常時にシステム警報を出力する自己診断機能
を搭載しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 □144×98(盤内寸法)

質量 0.9kg

標準価格 258,000円(10回路)

問合せ先

三菱電機株式会社	福山製作所	計測制御製造部
〒720-8647
広島県福山市緑町1番8号
計測制御機器技術FAX技術サービス	FAX	:	084-926-8340

受
配
電
機
器



233

三菱電機株式会社� 受配電機器

MITSUBISHI ELECTRONIC MULTI-MEASURING INSTRUMENT ME96NSR
Compact & Flexible & Operation Ease

特長
●Monitoring	→High	accuracy	monitoring	functions	by	Mitsubishi	dedicated	
ASIC

●Display		→Easy	to	read	display	functions

●Output	→Wide	range	of	output	functions	from	measuring	data	to	alarm

●Communication	→Communication	functions	to	support	open	networks

●Operation	→"High-tech,	yet	simple"	operation	functions

局種 Remote	device	station

占有局数 1	station

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 96(W)	×	96(H)	×	86(D)

質量 0.5kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/lvs/index.htm

三菱電機株式会社� 受配電機器

エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus (形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB)
省エネ＋予防保全 電力監視にPlusαを。
(CC-Link通信には、オプションのCC-Link通信ユニット(形名:EMU4-CM-C)が必要です。)

特長
●ビルディングブロック方式でムダなく増設可能です。

●絶縁監視品(型名：EMU4-LG1-MB)のラインナップにより、生産設備の異常(漏
洩電流等)の早期発見・故障の未然防止に貢献。

●オプションのCC-Link通信ユニット接続により、CC-Link通信を使用したシステムに
接続することができます。

●電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活
用することができます。

●CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格
対応要求にお応えします。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 37.5(W)×90(H)×94(D)[mm]

質量 0.2[kg]

標準価格 本体部：35,000円～、
通信部：36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部	 03-3218-6662	 中部支社	 052-565-3341
北海道支社	 011-212-3789	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4554	 関西支社	 06-6486-4096
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5296
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0072
神奈川支社	 045-224-2625	 九州支社	 092-721-2243
北陸支社	 076-233-5501
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/
ecomonitor/index.html
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三菱電機株式会社� 受配電機器

Electronic Multi-Measuring Instrument ME96SSRA-MB,ME96SSHA-MB
With simple operating functions, ME96SSRA-MB and ME96SSHA-MB are the best support your 
measuring and monitoring systems.

特長
●Measurement:	Improved	measuring	accuracy.

●Display:Easy	to	read	display	functions.

●Monitoring:	Alarm	 function/Motor	starting	current	mask/Operating	 time	
counter.

●Complementary	features:	Password	function/Test	function.

局種 Remote	device	station

占有局数 1	station

CC-Linkバージョン Ver.1.1,	Ver.2.0

外形寸法 96(W)	x	96(H)	x	90(D)	[mm]	

質量 0.5kg

標準価格

問合せ先

三菱電機株式会社� 受配電機器

漏洩電流計測付マルチ指示計器 ME110NSFL-C
漏洩電流計測付マルチ指示計器
漏洩電流(Io計測、Ior計測)、電流、デマンド(需要)電流、電圧、電力、電力量を1台で計測可能な低圧監視用計器です。

特長
●計測値の常時監視が可能です。ME110NSR形、LG(集合形漏電監視装置)形
と組み合わせた遠隔・中央監視が可能です。

●漏洩電流(Io計測、Ior計測)、電流、デマンド(需要)電流、電圧、電力、電力量
を1台で計測可能です。

●漏電計測として中感度仕様(0.1A～ 1A)、感度電流低感度仕様(感度電流0.8A
～ 4A)に対応しています。

●漏電計測はIo計測方式とIor計測方式の2方式からお選びいただけます。

●各相の電力、電流や電圧の表示、電流と電圧の各位相角(電圧1側基準)を表示
することにより、誤結線の判別が容易となります。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 110×110×117.5

質量 0.5	[kg]

標準価格 166,000円

問合せ先

<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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株式会社�ジェルシステム� 受配電機器

電力調整コントローラ「CC-SSR4」
ソリッドステートリレー (SSR)を接続するだけで交流の電力調整(位相制御、サイクル制御)が行えます。

特長
●1台のコントローラで最大4台のSSRに電力調整を行わせます。

●PLCからのデータを変更するだけで位相制御サイクル制御の切替が可能です。

●負荷の電流容量に合わせてSSRを選択する事ができます。

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒156-0043
東京都世田谷区松原2-42-7
株式会社ジェルシステム	営業部
TEL	:	03-3328-6211		FAX:03-3328-6232
<URL>	http://www.jelsystem.co.jp
<E-mail>	contact@jelsystem.co.jp
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Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� PC

CIFX 50E-CC - PCI Express card for CC-Link-Slave 
Communciation for PC based Automation

特長
●Certified	CC-Link	Slave	interface	according	to	V2.0	and	V1.1

●Same	application	interface	for	all	protocols	and	formats

●Easy	integration	thanks	to	wide	range	of	device	drivers

●Data	access	via	Dual-Port-Memory	or	Direct	Memory	Access

●Unique	slot-number	assignment	via	rotary	switch	

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 120	x	73,2	x	18,5	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com

Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� PC

CIFX 50-CC - PCI card for CC-Link-Slave 
Communciation for PC based Automation

特長
●Certified	CC-Link	Slave	interface	according	to	V2.0	and	V1.1

●Same	application	interface	for	all	protocols	and	formats

●Easy	integration	thanks	to	wide	range	of	device	drivers

●Data	access	via	Dual-Port-Memory	or	Direct	Memory	Access

●Unique	slot-number	assignment	via	rotary	switch	

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 120	x	86	x	18,5	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com

Ｐ
Ｃ
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Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� PC

cifX 104-CC￥F - PC/104 card for CC-Link-Slave 
Communciation for PC based Automation

特長
●CC-Link	Slave	interface	according	to	V2.0	and	V1.1

●Same	application	interface	for	all	protocols	and	formats

●Easy	integration	thanks	to	wide	range	of	device	drivers

●Data	access	via	Dual-Port-Memory	or	Direct	Memory	Access

●Including	15cm	detached	network	connection

●For	extended	temperature	range	up	to	70°C

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 97,0	x	91,0	x	24,0	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com

Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� PC

cifX 104C-CC￥F - PCI-104 card for CC-Link-Slave 
Communciation for PC based Automation

特長
●CC-Link	Slave	interface	according	to	V2.0	and	V1.1

●Same	application	interface	for	all	protocols	and	formats

●Easy	integration	thanks	to	wide	range	of	device	drivers

●Data	access	via	Dual-Port-Memory	or	Direct	Memory	Access

●Including	15cm	detached	network	connection

●For	extended	temperature	range	up	to	70°C

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 97,0	x	91,0	x	24,0	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com

Ｐ
Ｃ
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Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� PC

cifX 90-CC￥F - Mini PCI card for CC-Link-Slave 
Communciation for PC based Automation

特長
●CC-Link	Slave	interface	according	to	V2.0	and	V1.1

●Same	application	interface	for	all	protocols	and	formats

●Easy	integration	thanks	to	wide	range	of	device	drivers

●Data	access	via	Dual-Port-Memory	or	Direct	Memory	Access

●Including	15cm	detached	network	connection

●For	extended	temperature	range	up	to	70°C

局種 Remote	I/O	device	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 60,0	x	45,0	x	9,5	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com

Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� PC

cifX 90E-CC¥F - Mini PCI Express card for CC-Link-Slave 
Communciation for PC based Automation

特長
●CC-Link	Slave	interface	according	to	V2.0	and	V1.1

●Same	application	interface	for	all	protocols	and	formats

●Easy	integration	thanks	to	wide	range	of	device	drivers

●Data	access	via	Dual-Port-Memory	or	Direct	Memory	Access

●Including	15cm	detached	network	connection

●For	extended	temperature	range	up	to	70°C

局種 Remote	I/O	device	station	
ane	Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 51,0	x	30,2	x	11,0	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com

Ｐ
Ｃ
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株式会社�エム・システム技研� その他

ミニトップ®(CC-Link用電子アクチュエータ、リニア／ロータリモーションタイプ)
CC-Link搭載のPLCと直結可能な小形制御弁用アクチュエータです。

特長
●1本のケーブルによるディジーチェーン接続で配線コストが削減可能です。

●他のCC-Link機器と同一ケーブル上に混在できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エム・システム技研� その他

リモートI/O表示灯 IT60RC (積層形表示灯)
トリプルリフレクタで明るく均一な光を反射する積層形表示灯です

特長
●PLCからの制御信号により表示ランプの点灯／点滅出力やブザー音の出力が可能

●直径60mmの4段ランプで、4段目は2色発光が可能

●IP	65

●コネクタ形スプリング式端子台接続

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 φ(98±1.5)×H(528.9±4)mm

質量 約1.4	kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

そ
の
他



240

株式会社�エム・システム技研� その他

リモートI/O表示灯 IT40SRC, IT50SRC, IT60SRC (積層形表示灯)
トリプルリフレクタで明るく均一な光を反射する積層形表示灯です

特長
●PLCからの制御信号により表示ランプの点灯／点滅出力やブザー音の出力が可能

●直径40mm、50mm、60mmの3タイプをご用意

●ランプ段数1～ 5段で5色から発光色を自由に選べます

●IP	65

●コネクタ形スプリング式端子台接続

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

株式会社�エスティック� その他

【Handy2000シリーズ】ハンディータイプ ナットランナ
次世代のハンドナットランナ「Handy2000」 CC-Linkをはじめとした多様な制御ニーズに対応

特長
●ISO5393に基づく高精度締付ツール

●エアツールで発生するオイルミストや騒音がなく、良好な作業環境を実現

●エネルギー消費量は、エアツールの約1／ 20

●ジョブ機能、マルチチャンネル機能、簡易PLC機能を含む、制御に欠かせない高
度な機能を満載

●パルス締付機能(日・米特許取得済み)により、締付時の反力を大幅に低減

●高輝度7色LED表示で、作業状態の高い視認性を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.0

外形寸法 200(幅)×270(奥行き)
×	300(高さ)mm

質量 10kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	エスティック
〒570-0031	大阪府守口市橋波東之町2丁目5番9号
　本社・工場		TEL	:	06-6993-8855(代表)		FAX	:	06-6993-8881
　東京営業所	TEL	:	045-474-3036		FAX	:	045-474-3037
　中部営業所	TEL	:	0564-66-0510		FAX	:	0564-66-0515
<URL>	http://www.estic.co.jp
<E-mail>	(本社・工場)	：osaka_office@estic.co.jp
<E-mail>	(東京営業所)		:	tokyo_office@estic.co.jp

そ
の
他
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三洋機工�株式会社� その他

CC-Link対応リモートハンディ操作盤SROP-MC2
CC-Linkに直結できる標準操作盤です。

特長
●従来の操作盤に替わる、手に持てる大きさの標準操作盤

●設計時間短縮・コスト削減・設置スペース削減の要求にお応えします

●CC-Linkリモートデバイス局(4局占有)

●照光式押し釦、7SEG表示器を装備

●操作電源・非常停止・運転準備回路を持ち、CC-Linkと別系統ハード回路で構
成

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 320×110×55mm

質量 約1.6kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒481-8540
愛知県北名古屋市沖村岡1
三洋機工株式会社	営業部
Phone	:	0568-21-1115
E-Mail	:	sales@sanyo-machine.co.jp
<URL>	http://www.sanyo-machine.co.jp/
<URL>	http://www.smartautomation.jp/
<E-mail>	sales@sanyo-machine.co.jp
<E-mail>	webmaster@smartautomation.jp

第一電通�株式会社� その他

AFC1500 ナットランナ−
ナットランナ−(ボルト／ナット締結システム)のネットワ−ク制御・更なる省配線化を実現します。

特長
●本コントロ－ラ－1台で最大31軸のマルチ制御が可能です。

●CC-Linkでの出力割付はユーザーコンソール(Windows版	操作ソフト)にて、自由に
行う事が出来ます。
よりフレキシブルなシステム構築が可能です。

●ナットランナ－の複雑なシ－ケンス制御・多様化する外部通信要求にも、柔軟に対
応致します。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン

外形寸法 265(H)×70(W)×160(D)

質量 1.4kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒509-0238
岐阜県可児市大森690-1
第一電通株式会社	可児工場	産業機器グル－プ
TEL：0574-62-5865			FAX：0574-62-3523
<URL>	http://www.daiichi-dentsu.co.jp
<E-mail>	sales@daiichi-dentsu.co.jp

そ
の
他
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株式会社�ナ・デックス� その他

PHASE5/IWC5シリーズ 抵抗溶接制御装置
CC-Linkに接続が可能な、小型で高機能な抵抗溶接制御装置です。

特長
●交流式制御装置、インバータ式制御装置ともに、CC-Link接続が可能です。

●小型化により、小スペースでの設置が可能です。

●インバータ式制御装置は、1800Hzまでのインバータトランスに対応できます。

●パソコンとEthernetで接続することにより、溶接データの集中管理が可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

技術センター	営業1部
TEL：0568-21-1428			FAX：0568-23-5540
<URL>	http://www.nadex.co.jp

株式会社TAIYO� その他

あつかんサーボコントローラ PQCS2-SCU2-01201＊
CC-Link採用により面倒だった入出力信号の配線作業がなくなり省配線化を実現。
設定値、現在値等 データの送受信を容易化。

特長
●油圧サーボ駆動シリンダによる高度な荷重制御・位置決め制御

●テーブル制御、デジタル制御、アナログ制御といった多彩な制御が可能

●油圧サーボ駆動による省エネ効果抜群

局種 リモートデバイス局

占有局数 4

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 202	×	78.8	×	130	[mm]

質量 1	[kg]

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

技術開発部
TEL	:	06-6340-1101
FAX	:	06-6340-1164
<URL>	http://www.taiyo-ltd.co.jp/

そ
の
他
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株式会社TAIYO� その他

電動グリッパ
ステッピングモータとロータリエンコーダによるクローズドループ制御で、「空気圧を超えた」高精度の把持力・位置・速度
制御を実現。
CC-Link コントローラは、電動グリッパと組み合わせて、CC-Link によりワークの把持動作を、任意の把持力や速度設定
により、さまざまな組み立て・搬送作業などのアプリケーションを構築することを可能にする高性能コントローラです。

特長
●CC-Link	コントローラは、電動グリッパと組み合わせて、CC-Link	によりワークの
把持動作を、任意の把持力や速度設定により、さまざまな組み立て・搬送作業な
どのアプリケーションを構築することを可能にする高性能コントローラです。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4

CC-Linkバージョン Ver	1.10

外形寸法 110[mm]		x	54[mm]	
x	73.8[mm]

質量 450	[g]

標準価格

問合せ先

株式会社TAIYO
TEL	:		0120-889-492
<URL>	http://www.taiyo-ltd.co.jp/

テセラ･テクノロジー株式会社� その他

TS-R-IN32M4-CL2
ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M4-CL2)のソフトウエア開発やシス
テム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

特長
●・産業イーサネットLSI(R-IN32M4-CL2)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が
可能
	(対応プロトコル：CC-Link	IE	Field)
・CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン Ver	1.10	/	2.0

外形寸法 W145mm	×	H35mm	
×	D95mm

質量 118g

標準価格 71,500(税抜)

問合せ先

会社名	:	テセラ・テクノロジー株式会社
e-mail	:	support@tessera.co.jp
<URL>	http://www.tessera.co.jp/index.html
<URL>	http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m4-cl2.html

そ
の
他
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テセラ･テクノロジー株式会社� その他

TS-R-IN32M3-CL
ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link / CC-Link IE Field対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M3-CL)のソフ
トウエア開発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

特長
●・産業イーサネットLSI(R-IN32M3-CL)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可
能
	(対応プロトコル：CC-Link，CC-Link	IE，EtherNet/IP，PROFINET等)
・CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン Ver	1.10	/	2.0

外形寸法 W145mm	×	H35mm	
×	D95mm

質量 118g

標準価格 75,000(税抜)

問合せ先

会社名	:	テセラ・テクノロジー株式会社
e-mail	:	support@tessera.co.jp
<URL>	http://www.tessera.co.jp/index.html
<URL>	http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m3-cl.html

株式会社�メレック� その他

モーションコントローラ  F-3300/CC
F-3300/CCはCC-Link対応のステッピングモータおよびサーボモータ用の4軸汎用コントローラです。

特長
●CC-Link通信でパラメータ設定、原点検出ドライブ、位置決めドライブ等のモーショ
ン制御を行うことができます。

●32ビット幅アドレスカウンタと最高出力周波数	10MHzにより、高精度で高速な位
置決めが行えます。

●多機能な32ビットのパルスカウンタ、および16ビットのパルス偏差カウンタを装備し
ており、サーボドライバからのフィードバックパルスのカウントや、エンコーダ付きステッ
ピングモータの脱調検出、各カウンタのコンパレータ機能による外部信号出力など
幅広い応用が可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver1.10

外形寸法 65.1(W)	×	100(H)	×	124(D)	[mm]

質量 0.45kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	株式会社メレック	制御機器営業部
電話番号	:	(042)664-5384
<URL>	http://www.melec-inc.com

そ
の
他
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三菱電機株式会社� その他

高速カウンタユニット ネジ端子台タイプ AJ65BT-D62 AJ65BT-D62D AJ65BT-D62D-S1
高速なパルスを正確にカウントできます。

特長
●計数範囲が0～ 16777215(24bitバイナリ)の広範囲

●外部入力：DC5/12/24V(2～ 5mA)

●カウント値の逓倍が可能

●計数速度の切換えで、緩やかな立ち上がり/立下がりでも誤りなくカウント

●4つのカウンタ機能の選択可能
・ラッチカウンタ機能				・サンプリングカウンタ機能
・周期パルスカウンタ機能		・カウントディセーブル機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン Ver.	1

外形寸法 65(H)×151.9(W)×63(D)[mm]

質量 0.41kg/0.42kg/0.42kg

標準価格 89,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� その他

LE-10WTA-CCL
高機能フィルム、高機能繊維、プンタブルエレクトロニクス・・・多様化する張力制御の可能性を広げます。
張力検出器入力アダプタ、巻径演算アダプタの組み合わせにより、さまざまな張力制御を実現できます。

特長
●小型化(盤内設置)	体積	1/8		設置面積	1/4

●ネットワーク対応(CC-Link	V2)

●オープンループ+フィードバック複合制御

●高精度テーパ制御

●高精度慣性補償制御

●FXシーケンサとの簡易PC間リンク機能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)

外形寸法 90×82.4×88.2(mm)

質量 0.29(kg)

標準価格 180.000円

問合せ先

三菱電機FA機器電話,	FAX技術相談	電磁クラッチ・ブレーキ
TEL	:	079-298-9868		FAX	:	052-719-6762
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/tencon/lineup/
le-10wta-ccl/index.htm
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/tencon/lineup/
ld-10wtb-ccl/index.htm

そ
の
他



246

三菱電機株式会社� その他

ネットワークオプション LE7-CCL
LE7-CCL形ネットワークオプションは，LE7-40GU形テンションコントローラに接続し，CC-Link Ver. 1.10/Ver. 2.00
のリモートデバイス局として対応するための拡張オプションです。

特長
●LE7-40GU形テンションコントローラに接続することで、CC-Link	V2のスレーブとなる

●本体に内蔵できるため、省スペース・省工数で導入可能

●FAネットワークに対応

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局、4局

CC-Linkバージョン Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)

外形寸法 50×68×38(mm)

質量 0.2(kg)

標準価格 30,000円

問合せ先

会社名	:	三菱電機FA機器電話,FAX技術相談	電磁クラッチ・ブレーキ
電話番号	:	079-298-9868(FAX：052-719-6762)

ブラザー工業�株式会社� その他

CNC-C00：SPEEDIO ・S300X1/S500X1/S700X1/S1000X1 ・M140X1 ・R450X1
SPEEDIOシリーズは、当社製品CNCタッピングセンターシリーズの強みである高生産性をさらに伸ばすとともに、高
い環境性能、高い加工能力を発揮する、主軸30番のコンパクトマシニングセンタです。

特長
●SPEEDIOシリーズの制御装置(CNC-C00)にCC-Link用のフィールドバス変換基
板(オプション)を接続することで、CC-Linkスレーブ機能をサポートします。
下記の<製品詳細>のリンクよりCSP+ファイルが取得可能です。
占有局数に応じて、以下のファイルを取得してください。
1局占有：CNC-C00RemoteDev_1_V1_10_ja.zip
2局占有：CNC-C00RemoteDev_2_V1_10_ja.zip
3局占有：CNC-C00RemoteDev_3_V1_10_ja.zip
4局占有：CNC-C00RemoteDev_4_V1_10_ja.zip

局種 Remote	device

占有局数 1局・2局・3局・4局

CC-Linkバージョン 1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.brother.co.jp/product/machine/index.htm
<URL>	http://www.cc-link.org/jp/material/documents/csp_plus/robot_csp_jp.zip

そ
の
他
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松定プレシジョン株式会社� その他

小型・高分解能直流安定化電源 P4Lシリーズ
P4Lシリーズは、4桁メータと高分解能D/A/A/Dコンバータを採用し、より細かな出力値の設定・読取を可能にした
シリーズレギュレータ方式の高精度・超低ノイズ直流電源です。
過電圧保護だけでなく過電流保護も標準装備し、さらにデジタル通信機能にも対応。実験から自動化ラインまで幅
広くご使用頂けます。

特長
●4桁メータによる電圧・電流表示

●超低リップル・高速応答

●自動化ラインや計測システムの構成も容易

●多彩な機能を標準装備

●デジタルインターフェースにも対応

●静かな自然空冷方式(108W以下のモデル)

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 お問い合わせください

質量 お問い合わせください

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

松定プレシジョン株式会社
本社	〒525-0041	滋賀県草津市青地町745
仙台営業所	 TEL	:	022-217-8505
東京営業所	 TEL	:	03-5769-3311
名古屋営業所	TEL	:	052-533-0039
大阪営業所	 TEL	:	06-6150-5088
<URL>	http://www.matsusada.co.jp/
<URL>	http://www.matsusada.co.jp/dcps/p4l/

松定プレシジョン株式会社� その他

超低ノイズ直流可変電源 P4LTシリーズ
P4LTシリーズは、4桁メータと高分解能D/A・A/Dコンバータを採用してご好評を頂いている超低ノイズ直流電源
P4Lシリーズをベースとして、さらに微少な電流設定・出力を可能とした精密めっき用直流電源です。
デジタル通信にも対応しており、実験から自動化ラインまで幅広くご使用頂けます。

特長
●「0.1mA」「10mV」単位でのきめ細かい電流・電圧の出力が可能。

●4桁メータと高分解能D/A・A/Dコンバータを搭載。

●シリーズレギュレータ方式の採用で超低ノイズ・高速応答を実現。

●アナログリモート制御や各種ステータス信号などの機能を標準装備。

●各種デジタルインターフェースにも対応(オプション)。

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 お問い合わせください

質量 お問い合わせください

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

松定プレシジョン株式会社
本社	〒525-0041	滋賀県草津市青地町745
仙台営業所	 TEL	:	022-217-8505
東京営業所	 TEL	:	03-5769-3311
名古屋営業所	TEL	:	052-533-0039
大阪営業所	 TEL	:	06-6150-5088
<URL>	http://www.matsusada.co.jp/
<URL>	http://www.matsusada.co.jp/dcps/p4lt/

そ
の
他
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松定プレシジョン株式会社� その他

ハイパワーデスクトップ型直流電源 PKシリーズ
PKシリーズは、卓上サイズで400W・800W・1200Wの高出力を実現した小型・ハイパワープログラマブル直流電
源です。省スペース・ハイパワーなため、高出力の直流電源が後で必要となる可能性がある場合でも安心して導入
して頂けます。低ノイズスイッチング方式の採用に加え、複数台使用時のディレイトリガー、メモリー機能、誤操作
防止用ロックなども搭載し、研究開発から各種品質試験まで幅広い用途に最適です。

特長
●小型ながら余裕のハイパワー	400W,	800W,	1200W

●低ノイズスイッチング方式で	研究開発にも最適

●力率改善回路とワールドワイド	入力で使用場所を選ばない

●多連結、マスタースレーブなど	色々な組合せで使える

●吸込み	/	吸込み防止切替機能で	高速応答	/	電圧保持が可能

●キーロック機能による誤操作の	防止など、高い操作性と安全性を実現

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 お問い合わせください。

質量 お問い合わせください。

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

松定プレシジョン株式会社
本社	〒525-0041	滋賀県草津市青地町745
仙台営業所	 TEL	:	022-217-8505
東京営業所	 TEL	:	03-5769-3311
名古屋営業所	TEL	:	052-533-0039
大阪営業所	 TEL	:	06-6150-5088
<URL>	http://www.matsusada.co.jp/
<URL>	https://www.matsusada.co.jp/dcps/pk/

精電舎電子工業�株式会社� その他

超音波ウェルダー SONOPET Dシリーズ
動作設定や外部入出力信号、データの取得などがケーブル1本で高速に行うことができます。

特長
●本機背面にCC-Link通信モジュールを追加することにより、CC-Link接続が可能

●通信速度設定：156kbps	/	625kbps	/	2.5Mbps	/	5Mbps	/	10Mbps	の5段階

●外部からの入力信号：発振指令、アラームリセット、周波数サーチ指令、溶着条
件切替

●外部への出力信号：READY、発振中、正常終了、アラーム、NG、OK、コメントコー
ド、他

●取得可能なデータ：発振制御モード設定、時間、パワー、エネルギー、ピークパワー、
周波数、サイクルタイム、他

●溶着管理ソフト「J-Tool」からもCC-Linkの設定が可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局固定

CC-Linkバージョン CC-Link	Ver1.10	準拠

外形寸法

4x6Dシリーズ	/	
80×212×253[mm]
8x6Dシリーズ	/	
120×260×330[mm]

質量 約3[kg]	/	約6[kg]

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

精電舎電子工業株式会社
本社・工場	 TEL	:	03-3802-5101(代表)	 <E-mail>	tokyo@sedeco.co.jp
大阪支店	 TEL	:	06-6772-7451(代表)		 <E-mail>	osaka@sedeco.co.jp
名古屋営業所	TEL	:	052-709-6321(代表)	 <E-mail>	nagoya@sedeco.co.jp
プラスチック溶着・溶断、樹脂加工機器の国内トップメーカー	
<URL>	http://www.sedeco.co.jp/
CC-Linkを使用した超音波溶着機	
<URL>	http://www.sedeco.co.jp/item/uw/portable/

そ
の
他
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株式会社�千代田エレクトロニクス� その他

直流電源装置 APSシリーズ
各種めっき用／各種産業用／各種実験用に対応する小型電源

特長
●プリセット機能

●メモリー機能

●処理時間タイマー内蔵

●ソフトスタート機能内蔵

●誤操作防止機能

●CC-Linkを使用して最大42台の接続が可能です。

●各種電圧・電流(1～ 10000A)に対応可能です。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 右記URLのウェブサイトを御参照く
ださい

質量 右記URLのウェブサイトを御参照く
ださい

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社･工場	 TEL	:	048-432-5580		FAX	:	050-3737-2207
大阪営業所	 TEL	:	06-6635-5100		FAX	:	06-6635-5200	
諏訪営業所	 TEL	:	0266-53-4424		FAX	:	0266-58-6476
九州営業所	 TEL	:	092-483-5711		FAX	:	092-483-5820
<URL>	http://www.chiyoda-electronics.co.jp/

METIS�CO.,�LTD.� その他

MR-545 CC-LINK CHEMICAL IO BOARD
Chemical IO

特長
●●INPUT	64点	 	
●OUTPUT	32点		 	
●DAC	16BIT	4チャンネル	

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン Ver.1.0

外形寸法 200	x	175	x	30

質量 0.5kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr

そ
の
他
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VAT�Vakuumventile�AG� その他

0x4D(真空バルブ) ／ 612シリーズ バタフライ・コントロール・バルブ
バタフライ・コントロール・バルブ、APC(自動圧力制御)、真空バタフライ・コントロール・バルブ・システム、CC-
Linkインターフェイス、圧力制御
適用範囲：SEMI、FDP、SOLAR、PV(Etch、CVD)

特長
●超高速・高精度圧力制御

●システム・パラメーター自動記憶

●プラズマ着火用ホールド機能

●バルブ位置制御

●圧力センサー用入力

●停電用オプション

局種 リモートデバイス

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver.	2.0

外形寸法

612	DN40:257	x	124	x	90[mm]
612	DN50:267	x	124	x	90[mm]
612	DN63:329	x	130	x	90[mm]
612	DN80:450	x	145	x	90[mm]
612	DN100:371	x	165	x	90[mm]
612	DN160:447	x	225	x	90[mm]
612	DN200:523	x	285	x	90[mm]

質量

612	DN40:2.6[Kg],
612	DN50:3[Kg],
612	DN63:4.1[Kg],
612	DN80:4.7[Kg],
612	DN100:5[Kg],
612	DN160:7.2[Kg],
612	DN200:8.1[Kg]

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.vatvalve.com
<URL>	http://www.vatvalve.com/publicCatalog/catContent.aspx?stepNo
=3&pLandCd=US&pPage=index.shtml&guid=%7b9C50A0F0-3E5B-4987-
8920-E4F2EA860BAE%7d&reiheTyp=I&reiheGuid=%7b9C50A0F0-3E5B-
4987-8920-E4F2EA860BAE%7d

株式会社�第一エレクトロニクス� その他

FSC-110 開閉器制御ユニット
開閉器制御装置とアナンシェータを1台に集約
110角 開閉器制御ユニット

特長
●制御機能搭載
前面スイッチ(直接)またはCC-Link通信(遠方)から開閉器の入/切制御が可能。

●アナンシェータ機能搭載
4回路分の故障/状態表示が可能。
入力個別に重故障、軽故障、状態の動作モードを自由に設定できます。

●安全機能搭載
開閉器の入/切制御は、二挙動方式を採用。
インターロック機能により、操作ロック入力中の入/切制御、重故障中の入制御ロッ
クが可能。

●テスト機能搭載
入力を加えることなくBIのON/OFF(LED,通信出力)の確認が可能。

●設定機能搭載
有機ELディスプレイによるガイダンス表示で、設定が容易。

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 110×110×104[mm]

質量 0.5[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	株式会社	第一エレクトロニクス	営業本部
電話番号	:	03-3885-2411		FAX：03-3858-3966
<URL>	http://www.daiichi-ele.co.jp/
<E-mail>	sales@daiichi-ele.co.jp

そ
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Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

1348A
CC-Link通信ケーブル
ベルデン・パーツ番号：1348A(旧番YR47205)
CC-Link仕様1.10対応。10Mbpsの通信が可能。

特長
●3本撚りAWG20(7×28)、高密度ポリエチレンフォームで被覆された裸銅導体、ア
ルミ・フォイル。被覆率100%のポリエステル・テープ(ベルドフォイル)シールド、被
覆率78%のスズめっき銅編組シールド、AWG22(19×34)スズめっきドレイン・ワイ
ヤ、ポリ塩化ビニル。ポリ塩化ビニル外装ジャケット。適合仕様：NECタイプCM、
UL	1581縦型トレイ。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp	
<URL>	http://www.belden.com

Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

1349A
電力導体付きCC-Link通信ケーブル
ベルデン・パーツ番号：1349A(旧番YR47198)
CC-Link仕様1.10対応。10Mbpsの通信が可能。

特長
●3本撚りAWG20(7×28)、高密度ポリエチレンフォームで被覆された裸銅導体付き
の特定電力用トレイケーブル(導体5本)、アルミ・フォイル。被覆率100%のポリエ
ステル・テープ(ベルドフォイル)シールド、被覆率78%のスズめっき銅編組シールド、
AWG22(19×34)スズめっきドレイン・ワイヤ、ポリ塩化ビニル。ポリ塩化ビニル内
装ジャケット、ポリ塩化ビニル被覆・ポリプロピレンフィラー付きAWG18(7×26)裸
銅導体2本、全体を覆うポリ塩化ビニル製ジャケット。適合仕様：UL	PLTC、UL	
1581縦型トレイ。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp
<URL>	http://www.belden.com/
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KWANG-IL�ELECTRIC�WIRE�CO.,�LTD.� ケーブル・コネクタ

CC-Link Cable [KICC-110SB-M]
CC-Link高速伝送に対応する可動部ケーブルでFA Network構築に最適です。

特長
●Max.	10MHzの高速伝送に対応。
(伝送可能距離：Ver.1.10	標準ケーブルの70%で10Mbps時最大70m伝送可能)

●特性インピーダンス：110Ω

●柔軟性と耐油性、耐熱性、難燃性に適合

●適用規格：UL	758,	UL	1581

●対応規格：UL	AWM	Style	No.2464

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約7.8mm

質量 75kg/km

標準価格

問合せ先

KWANGIL	Electric	Wire	Co.,	LTD.	
<URL>	http://www.kicable.com/

KWANG-IL�ELECTRIC�WIRE�CO.,�LTD.� ケーブル・コネクタ

CC-Link Cable [KICC-110SB-F]
CC-Link高速伝送に対応する可動部ケーブルでFA Network構築に最適です。

特長
●Max.	10MHzの高速伝送に対応。
(伝送可能距離：Ver.1.10	標準ケーブルの70%で10Mbps時最大70m伝送可能)

●特性インピーダンス：110Ω

●Characteristic	:	Oil-Resisitance,	Heat-Resistance,	Flammability

●適用規格：UL	758,	UL	1581

●対応規格：UL	AWM	Style	No.2464

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約7.6mm

質量 75kg/km

標準価格

問合せ先

KWANGIL	Electric	Wire	Co.,	LTD.	
<URL>	http://www.kicable.com/
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TAIHAN�ELECTRIC�WIRE�CO.,�LTD.� ケーブル・コネクタ

Dura&Flex-FCC FEV-AMESB(固定用)/ Dura&Flex-MCC FEV-AMESB(可動用)
CC-Link Ver. 1.10の固定用/可動用通信ケーブル

特長
●10Mbpsの高速伝送に対応

●2重シールドを施しEMI防止効果が優れる

●特性インピーダンス:	110Ω

●規格：20AWG	X	3C

●絶縁色：青、黄色、白

●外皮色：BROWN

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.1

外形寸法 7.7㎜

質量 15Kg/200m

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.taihan.com/en/

Leoni�Special�Cables�Friesoythe�GmbH�&�Co.KG� ケーブル・コネクタ

L45467-Y19-C15
CC-Link通信ケーブル
LEONI 形名: L45467-Y19-C15
CC-Link Ver1.10対応,10 Mbpsの伝送速度

特長
●・＃20(7×28)発泡高密度ポリエチレン絶縁とAWG裸銅導体、アルミホイル	-	ポリ
エステル				テープ(Beldfoil)シールド(シールド範囲100％ ),錫メッキ銅編組シールド
(シールド範囲							約80％ )、22	AWG(19×34)錫メッキ銅ドレインワイヤ、PVC
製外皮
・	ポリ塩化ビニルアウタージャケットの3本をツイストしています。
・適用仕様：NEC	Type	CM

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.leoni.com
<E-mail>	susan.zhou@leoni.com
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Northwire,Inc.� ケーブル・コネクタ

24VDC 電源内蔵DataCELL FIELD CC-Linkケーブル 部品番号FPLTC185C-002
工業用ネットワーク用ラゲッドケーブルのリードメーカーであるNorthwire, Inc.は、DataCELL FIELDシリーズにCC-
Link対応ケーブルを加えました。ネットワーク化したディスクリートコントロール/オートメーションを使用する、過酷な工
場環境での使用向けにデザインされています。

特長
●編組細銅線、内側全体のフォイルシールド、ドレンで完全遮蔽。

●業界基準赤色またはその他色のアウタージャケット。

●ファクトリーフロアのパワーリミテッドトレイケーブル(PLTC)およびCL2装置のUL認
証/評価取得。

●CMX-Outdoor-CMGおよびFT4のCSA評価取得。

●18AMG二芯電源を装備したCC-Linkネットワークケーブル(Ver.	1.10)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	10.49mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

Northwire,	Inc.
110	Prospect	Way	Osceola,	Wisconsin	54020	USA
TEL：+1-715-294-5470	FAX：+1-715-294-3727
<URL>	http://www.northwire.com/
<E-mail>	tom.collen@northwire.com

Northwire,Inc.� ケーブル・コネクタ

DataCELL FIELD CC-Linkケーブル 部品番号FPLTC203-005
工業用ネットワーク用ラゲッドケーブルのリードメーカーであるNorthwire, Inc.は、DataCELL FIELDシリーズにCC-
Link対応ケーブルを加えました。ネットワーク化したディスクリートコントロール/オートメーションを使用する、過酷な工
場環境での使用向けにデザインされています。

特長
●編組細銅線、内側全体のフォイルシールド、ドレンで完全遮蔽。

●業界基準赤色またはその他色のアウタージャケット。

●ファクトリーフロアのパワーリミテッドトレイケーブル(PLTC)およびCL2装置のUL認
証/評価取得。

●CMX-Outdoor-CMGおよびFT4のCSA評価取得。

●CC-Linkネットワークケーブル(Ver.	1.10)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	7.75mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

Northwire,	Inc.
110	Prospect	Way	Osceola,	Wisconsin	54020	USA
TEL：+1-715-294-5470	FAX：+1-715-294-3727
<URL>	http://www.northwire.com/
<E-mail>	tom.collen@northwire.com
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株式会社�コーレンス� ケーブル・コネクタ

CC-Link 対応 M12 防水コネクター
CC-Link対応・防水構造IP67 M12サイズ4PINコネクター

特長
●ケーブル付M12コネクタ	Ver.	1.10専用ケーブル付き(自社製)
※	1,2,3,5,10,20(m)
・片側プラグコネクタ(オス)	型式：VA-4DBX※CCG4
・片側ソケットコネクタ(メス)	型式：VA-4DSX※CCG4
・延長用コネクタ(片側プラグ+片側ソケット)	型式：VA-4DSB※CCG

●終端抵抗	M12コネクタ(自社製)
・終端抵抗プラグ(抵抗値110Ω)	型式：VA-4DCC-110

●現場組立	M12コネクタ	―	ドイツ：ヒルシュマン社製
(輸入総代理店	コーレンス)
・プラグタイプ(オス)	型式：	ELST4012	PG9
・ソケットタイプ(メス)	型式：	ELKA5012	PG9

●その他CC-Link用省配線コネクタ(分岐タイプ・レセプタクル等)に関しまして、ご要
望・ご質問等がございましたらお気軽に下記連絡先までお問い合わせください。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号	アーク八木ヒルズ3F	
株式会社コーレンス	第二機材部	
TEL：03-5114-0848	FAX：03-3583-1330
<E-mail>	ec2@correns.co.jp

U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

LAPP KABEL(ラップケーブル)ユニトロニクバス CC
制御／通信用CC-Linkネットワークケーブル

特長
●ユニトロニクバス	CCは、LAPP社の世界的な知名度と高い信頼性により、海外向
けに販売した際にエンドユーザからも安心感を得ることができます。

●万一の際にもグローバルなサポート体制で世界中のお客様にサービスを提供いたし
ます。

●LAPP社のCC-Linkケーブルは、UL/CSAの認証を受けています。(CM,PLTC)

●Flame	resistant,oil	resistant,flexible	for	ease	of	routing

●UL/CSA	approved(CM	approval	or	PLTC)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 ケーブル外径	7.7mm

質量 76.6kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-3-3	友泉岩本町ビル3F
株式会社ケーメックス
TEL:03-5825-5333			FAX:03-5825-8550
<URL>	http://www.kmecs.com/
<E-mail>	info@kmecs.co.jp
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U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

製品番号 2170360 UNITRONIC® BUS CC
固定設置用CC-Linkケーブル UL/CSA適合(CMまたはPLTC)

特長
●軸数・AWGサイズ：3	×	1	×	AWG20

●外径	7.7mm

●重量	約76.6	kg/km

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 外径	7.7mm

質量 76.6kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.lappgroup.com/
<URL>	http://static.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/
datenblaetter/unitronic/DB2170360EN.pdf

U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

製品番号 2170370 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
ドラッグ・チェーン用高可撓性CC-Linkケーブル 難燃性・耐腐食性 UL適合 AWM 20233 80° 300V

特長
●軸数・AWGサイズ：3	×	1	×	AWG20

●外径	8.5mm

●重量	約84	kg/km

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 外径	8.5mm

質量 84	kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.lappgroup.com/
<URL>	http://static.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/
datenblaetter/unitronic/DB2170370EN.pdf
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U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

BUS M12 connector male 22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH
M12 field attachable fieldbus connector for CC-Link, screened, high protection class (IP67), a-coded, 5-pole

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Version	1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

BUS M12 connector female 22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH
特長

●M12	 field	attachable	 fieldbus	connector	 for	CC-Link,	 screened,	 high	
protection	class	(IP67),	a-coded,	5-pole

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Version	1.10

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先
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MYUNGBO�CABLE�CO.,LTD.� ケーブル・コネクタ

CC-Link Fixed cable CCLK-110SB-S
Correspond to 10Mbps transmission
Vinyl-compound insulation material is oil-proof and heat-resistant
Conductor : AWG#20 (0.5mm2)

特長
●Supports	high-speed	transmission	up	to	10MHz

●Use	 a	 coating	material	 that	 is	 excellent	 in	 oil	 resistance	 /	 flame	
retardancy.

●It	 is	composed	of	a	 faithful	double	shield	and	excellent	noise	shielding	
performance.

●Low	loss	by	applying	high	purity	Copper	conductors.

●UL&cUL	approved	(AWM	20276	STYLE)

●Comply	with	international	RoHS	standards.

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.mbcable.co.kr

太陽ケーブルテック�株式会社� ケーブル・コネクタ

α 3/TDCC 3X20AWG CC-Link Ver.1.10可動部用ケーブル
CC-Link Ver.1.10対応の可動部用ケーブルです。

特長
●柔軟性に優れた材料を使用。

●導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 約9.0mm

質量 93kg/km

標準価格 お問合せ下さい

問合せ先

〒530-0001	大阪市北区梅田3丁目3番20号(明治安田生命大阪梅田ビル21F)
太陽ケーブルテック株式会社
TEL：06-6341-6105	FAX：06-6341-6106
<URL>	http://www.taiyocable.com/
<E-mail>	hiroaki.otsu@hk.taiyocable.com

ケ
ー
ブ
ル
・

コ
ネ
ク
タ



259

Balluff�GmbH� ケーブル・コネクタ

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-xxx
M12 モールドタイプコネクタ

特長
●成形コネクタ

●シングルエンドコードセット	female

●異なる長さ

●IP67

●cULus	LISTED

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com

Balluff�GmbH� ケーブル・コネクタ

BCC M415-0000-2A-068-VS24N7-xxx
M12モールドタイプコネクタ

特長
●成形コネクタ

●シングルエンドコードセット	male

●異なる長さ

●IP67

●cUlus	LISTED

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com
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Balluff�GmbH� ケーブル・コネクタ

BCC M415-0000-2A-R03
M12モールド抵抗

特長
●成形コネクター

●CC-Link抵抗110Ohm

●IP67

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com

Balluff�GmbH� ケーブル・コネクタ

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-xxx
M12 モールドタイプコネクタ

特長
●成形コネクタ

●両頭コードセット	female	-	male

●異なる長さ

●IP67

●cULus	LISTED

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com
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イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックスCFBUS.035 CC-Link ver.1.10対応 可動ケーブル
このCC-LINKケーブルは、高屈曲性です

特長
●...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性
を要求するため、通常の可動用CC-LINKケーブルでは対応が難しいです。連続的
な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求されます。
そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であるイグスは、
射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェーン用としては
世界最大のテストラボを活用して、CC-LINKケーブル(型式：CFBUS.035)の開発、
試験を実施してきました。

●短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
●非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
●エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE
混合物の外被

●エナジーチェーン内での最小曲げ半径10	x	d
●IEC	60332-1-2、CEI	20-35準拠で、VW-1、FT1の難燃性
●耐油性/DIN	EN	60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA	24568(DEAによ
りPlantocut	8	S-MBで試験)準拠

●適合規格：cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINA
およびCE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン 1.10

外形寸法 9	mm(最大)

質量 90	kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

イグス株式会社	営業部
TEL：	03-5819-2030	FAX：	03-5819-2055	
<URL>	http://www.igus.co.jp
<E-mail>	info@igus.co.jp

3M�Korea�Ltd.� ケーブル・コネクタ

CC-Link Ver.1.10 対応標準ケーブル
CC-Link Ver.1.10 対応標準ケーブル

特長
●10Mbps	伝送に対応

●耐熱性と耐油性が優れるビニル外皮を使用

●導体軽	:	AWG#20	(0.5mm2)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/ko_KR/WW2/Country/
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倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-110SBHシリーズ 20AWG×3 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル
CC-Link Ver.1.10対応の標準ケーブルです

特長
●CC-Link	Ver.1.10に対応した機器と組み合わせて使用することにより、FANC-SB
シリーズに比べ局間距離やネットワーク総延長距離等において、より制約の少ない
ネットワーク構成を実現できます。

●10Mbps伝送に対応しています。

●種々の使用環境に応じたバリエーションを用意しています。また、標準タイプの
FANC-110SBHはUL/c-UL	AWM規格適合品です。

●CC-Link	Ver.1.00対応の機器との組み合わせの場合には、従来のFANC-SBと
同様にご使用いただけます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径
約7.6mm/約8.1mm/約12mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokoy1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp

倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-110SBZ-5 0.5mm2×3 CC-Link Ver.1.10対応 可動部用ケーブル
CC-Link Ver.1.10対応の可動部用ケーブルです。

特長
●細線化した軟銅複合より線を導体に使用しており、左右屈曲部やケーブルベア等、
可動部分でのご使用が可能です。

●外被には耐油・耐熱性ビニル混合物を使用しています。

●伝送可能距離はVer1.10標準ケーブル(例：FANC-110SBH)の50％ (10Mbps
時	最大50m)です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径
約8.0mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokoy1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp
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倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-SBシリーズ 0.5mm2×3 CC-Link専用ケーブル
CC-Link Ver.1.00用の通信ケーブルです

特長
●10Mbps伝送に対応しています。

●耐油仕様の標準タイプ	FANC-SB,FANC-SBH、可動部用FANC-SBZがありま
す。

●FANC-SB,FANC-SBHはアルミポリエステルラミネートテープとすずめっき軟銅線編
組の二重しゃへいタイプです。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.00

外形寸法 ケーブル外径	
約7.0mm/約8.0mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokoy1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp

倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

NFPA70/NFPA79対応 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル FANC-110SBH/CM
・NFPA70/NFPA79対応(ULリステッド(UL444,NEC Type CM))
・系統別配線に便利な4色をラインナップ

特長
●NFPA70/NFPA79に対応しています

●ULリステッド(UL444,NEC	Type	CM)

●耐油性･耐熱性(75℃ )

●難燃性(UL1685	UL	FLAME	EXPOSURE(Vertical	Tray	Flame	Test))

●系統別配線に便利な、ブラウン・アイボリー・青・黄の4色を取り揃えています

●Four	jacket	colors	for	wiring	classification.

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約7.6mm

質量

標準価格

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokoy1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp/
<E-mail>	tokyo1@kuramo.co.jp
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タツタ電線株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link可動部用低摩擦性ケーブル OHFR-CC110-3 0.5SQX3C
CC-Link対応の可動部用低摩擦性ケーブル。ケーブルベア配線に最適です。

特長
●屈曲部やケーブルベアなど可動部での使用が可能です。

●外皮が滑りやすく、ケーブルベアでの蛇行、座屈を抑えます。

●摩擦抵抗が少なく(当社従来品の約2分の1)、狭いスペースでの通線作業もスムー
ズです。

●鉛フリー材料を使用しており、RoHS指令対応品です。

●耐熱・耐油性に優れています。

●伝送距離は標準ケーブルの30％です。(10Mbps時	最大30m)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約9.1mm

質量 100kg/km

標準価格 お問い合せください

問合せ先

タツタ電線株式会社
大阪営業部	 TEL	:	06-6721-3333		FAX	:	06-6725-2376
東京支店	 TEL	:	044-221-7688		FAX	:	044-221-7695
名古屋支店	 TEL	:	052-586-4131		FAX	:	052-586-4126
福岡支店	 TEL	:	092-771-3646		FAX	:	092-771-3648
<URL>	http://www.tatsuta.co.jp/

タツタ電線株式会社� ケーブル・コネクタ

可動部用低摩擦性CC-Linkケーブル  EM-CU-CC110-3 0．5SQ X 3C
CC-Link対応の耐摩耗性に優れた低摩擦性可動部用ケーブルです。(耐燃低摩擦性ポリウレタンシースタイプ)

特長
●耐屈曲タイプなので可動部での配線が可能です

●シースに低摩擦性ポリウレタンを使用しているのでケーブルベア内の配線に最適です

●耐摩耗性に優れたポリウレタンですのでケーブルベアの発塵対策に最適です

●環境配慮型材料を使用しているのでハロゲンフリー、RoHS指令適合です

●難燃性です

●伝送距離は標準ケーブルの30％です(10Mbps時、最大30m)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約9.1mm

質量 95kg ／ km

標準価格 お問合わせください

問合せ先

タツタ電線株式会社
大阪営業部	 TEL	:	06-6721-3333		FAX	:	06-6725-2376
東京支店	 TEL	:	044-221-7688		FAX	:	044-221-7695
名古屋支店	 TEL	:	052-586-4131		FAX	:	052-586-4126
福岡支店	 TEL	:	092-771-3646		FAX	:	092-771-3648
<URL>	http://www.tatsuta.co.jp/
<E-mail>	info_densen@tatsuta.co.jp
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タツタ電線株式会社� ケーブル・コネクタ

環境配慮型可動部用CC-Linkケーブル  EM-CO-CC110-3 0．5SQ X 3C
CC-Link対応の環境配慮型可動部用ケーブルです。(耐燃ポリオレフィンシースタイプ)

特長
●耐屈曲タイプなので可動部での配線が可能です

●環境配慮型材料を使用したエコケーブルです

●ハロゲンフリー、RoHS指令適合

●難燃性です

●伝送距離は標準ケーブルの30％です(10Mbps時、最大30m)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約9.1mm

質量 100kg ／ km

標準価格 お問合わせください

問合せ先

タツタ電線株式会社
大阪営業部	 TEL	:	06-6721-3333		FAX	:	06-6725-2376
東京支店	 TEL	:	044-221-7688		FAX	:	044-221-7695
名古屋支店	 TEL	:	052-586-4131		FAX	:	052-586-4126
福岡支店	 TEL	:	092-771-3646		FAX	:	092-771-3648
<URL>	http://www.tatsuta.co.jp/
<E-mail>	info_densen@tatsuta.co.jp

大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CM-110-5 CC-Link可動用ケーブル −Ver1.10対応−
CC-Linkの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。

特長
●最高10MHzの高速伝送に対応しています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●高寿命シールドを使用しています。

●UL規格認定品です(スタイル2464)。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約9.6mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp
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大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CS-110 CC-Link 固定用ケーブル −Ver.1.10対応−
CC-Link Ver.1.10の高速伝送に対応した固定配線用ケーブルです。

特長
●最高10MHzの高速伝送に対応しています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●2重シールドを施し、耐ノイズ性に優れています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル2464)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径
約7.9mm(最大8mm)

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp

大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CS-110(PW) CC-Link電源線内蔵固定用ケーブル −Ver.1.10対応−
CC-Linkの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。
電源線内蔵のため、1本のケーブルでネットワーク内の電源供給が可能になります。
従来の配線方式から更なる省配線を実現します

特長
●CS-110(Ver.1.10対応固定用ケーブル)に電源線を追加した丸形ケーブル

●最高10MHzの高速伝送に対応

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用

●2重シールドを施し、耐ノイズ性に優れています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約12mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp
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EAST�WEST�ELECTRIC�WIRE�CO.,LTD.� ケーブル・コネクタ

C-NET-M110
C-NET-M110
CC-Link Ver. 1.10の可動部用通信ケーブルです。

特長
●10Mbpsの高速伝送に対応する	CC-Link	Ver.	1.10用ケーブルです。

●外皮は耐油、難燃	PVCを使用しています。

●鉛めっき軟銅線編組の二重遮蔽タイプで耐ノイズ性が優れます。

●細線化した軟銅複合撚線を導体で可動部分に使用できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 約	8.0

質量

標準価格

問合せ先

EAST	WEST	ELECTRIC	WIRE	CO.,	LTD.
(ShiHwa	Industrial	Complex	2Da-101Ho)
1256,	JeongWang-Dong,	ShiHeng-City,	KyeungKi-Do,	Korea
Tel	:	(031)	432-9384
<URL>	http://www.ewcable.com/

EAST�WEST�ELECTRIC�WIRE�CO.,LTD.� ケーブル・コネクタ

C-NET-S110
CC-Link Ver. 1.10の固定用通信ケーブルです。

特長
●10Mbpsの高速伝送に対応するCC-Link	Ver.	1.10用ケーブルです。

●外皮は耐油,	難燃PVCを使用しています。

●アルミテープと鉛めっき軟銅線編組の二重遮蔽タイプで耐ノイズ性が優れます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 約7.8

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.ewcable.com
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU (設定中)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
方向：	アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：	金めっきコンタクト、2段型
定格電圧・電流：	160	V	/	8	A
ピッチ：	3.5	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030			 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU (設定中)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
方向：	アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：	金めっきコンタクト、2段型、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：	160	V	/	8	A
ピッチ：	3.5	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030			 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR AU (設定中)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
方向：	ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
特徴：	金めっきコンタクト、2段型
定格電圧・電流：	160	V	/	8	A
ピッチ：	3.5	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR AU (設定中)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け、スルーホールリフローはんだ付け
方向：	ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
特徴：	金めっきコンタクト、2段型、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：	160	V	/	8	A
ピッチ：	3.5	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTB 2,5/ 5-G-5,08 AU (1752360)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け
方向：	アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：	金めっきコンタクト、横壁なし
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU (1876631)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け
方向：	アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722	
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030	
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 AU (1748222)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け
方向：	アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：	金めっきコンタクト、横壁あり
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 AU (1748837)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け
方向：	ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
特徴：	金めっきコンタクト、横壁なし
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AU (1806737)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け
方向：	アングル、プラグ挿入方向がプリント基板に対して水平
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ受け付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885		
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722		
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・ソケット MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AU (1746059)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、ソケット(基板側)です。配線側はプラグから選定ください。

特長
●基板実装方法：	フローはんだ付け
方向：	ストレート、プラグ挿入方向がプリント基板に対して垂直
特徴：	金めっきコンタクト、横壁あり
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 AU (設定中)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト、2段型、高密度配線
定格電圧・電流：	160	V	/	8	A
ピッチ：	3.5	mm
極数：	10	(5極×2段)
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-1.5	/	0.2-1.5	mm2

対応ソケット：	DMC	1,5/	5-G1-3,5	P20THR	AU、DMCV	1,5/	5-G1-3,5	
P20THR	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885		
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722		
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ DFMC 1,5/ 5-STF-3,5 AU (設定中)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ側です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト、2段型、高密度配線、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	160	V	/	8	A
ピッチ：	3.5	mm
極数：	10	(5極×2段)
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-1.5	/	0.2-1.5	mm2

対応ソケット：	DMC	1,5/	5-G1F-3,5-LR	P20THR	AU、DMCV	1,5/	5-G1F-
3,5-LR	P20THR	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1967919)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU、
MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1945672)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ FKCT 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1966907)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1752399)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU、
MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1876628)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1783928)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU、
MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885	
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

ケ
ー
ブ
ル
・

コ
ネ
ク
タ



277

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1916902)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1810286)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU、
MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1908253)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TFKC 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1965461)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト、T字分岐型
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU、
MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1962590)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	プッシュイン	スプリング
特徴：	金めっきコンタクト、T字分岐型、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TMSTBP 2,5/ 5-ST-5,08 AU (1877973)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト、T字分岐型
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBA	2,5/	5-G-5,08	AU、
MSTBV	2,5/	5-G-5,08	AU、MSTBVA	2,5/	5-G-5,08	AUより選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
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フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 基板用コネクタ・プラグ TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 AU (1908732)
CC-Linkの仕様を満たす基板用コネクタ、プラグ(配線側)です。基板側はソケットから選定ください。

特長
●電線接続方式：	ねじ
特徴：	金めっきコンタクト、T字分岐型、ねじフランジ付き
定格電圧・電流：	250	V	/	12	A
ピッチ：	5.08	mm
極数：	5
適合電線(単線/撚り線)：	0.2-2.5	/	0.2-2.5	mm2

対応ソケット：	MSTB	2,5/	5-GF-5,08	AU、MSTBV	2,5/	5-GF-5,08	AUより
選択ください。

局種 5

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/

フエニックス・コンタクト株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link対応 M12コネクタ SAC/SACCシリーズ
あらゆる環境に耐えるタフで柔軟なバリエーション

特長
●CC-Link対応ケーブル付M12コネクタ	SAC-4P－…シリーズ

●保護等級IP67

●現場対応のスプリング接続	SACC-M12…シリーズ

●配線用各種工具も準備

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 ケーブル外径	約7.7mm

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都			 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡		 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
<E-mail>	info@phoenixcontact.co.jp
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三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

Ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(固定部用、高可動部用、可動部用、電源線内蔵型)
種々の使用環境に応じたバリエーションを用意しております。
固定部用FANC-110SBH及び高可動部用SCC110-HMV-7はUL規格適合品です。

特長
●固定部用：FANC-110SBH
アルミテープと錫メッキ軟銅線編組の併用により優れた遮へい特性を発揮します。

●固定部用：FANC-110SBH/CM
ULリステッド(UL444、NEC	Type	CM)対応の耐油性・難燃性の高いケーブルで
す。NFPA70、NFPA79規格対応で、NFPA70、NFPA79対応機器・部品で
構成したシステムに配線可能です。(AWMタイプ時に必要とした認証作業の手間を
軽減できます。)

●高可動部用：SCC110-HMV-7
屈曲特性の優れた絶縁体(ETFE)と素線構造により、100万回*1の高屈曲性能を
実現しました。(*1	規定条件下での測定値です。)

●可動部用：FANC-110SBZ-5
編組密度を高めることにより、屈曲特性と遮へい性を両立させています。

●電源線内蔵型：PW110SBH
ユニットへの電源も同時に配線できる電源線を内蔵した複合タイプです。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 ケーブル外径	約7.6mm,	
8.0mm,	12.0mm

質量 70kg/km～

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-link/cc_link_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

Ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(エコケーブル、屋外配管固定部用、低温固定部用)
種々の使用環境に応じたバリエーションを用意しております。

特長
●エコケーブル：EM110SBH
外被に難燃性ポリオレフィンを使用した、環境にやさしいケーブルです。

●屋外配管固定部用：WR110SBH	
外被にポリエチレンを使用した、耐候性に優たケーブルです。
(配管・屋外軒下用途)

●低温固定部用：LT110SBH
外被に耐寒性ビニルを使用し、低温下でも硬化しづらいケーブルです。
使用温度範囲：-40～ 60℃

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.00

外形寸法 ケーブル外径	約7.6mm,	8.1mm

質量 70kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-link/cc_link_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link専用ケーブル、端末加工ケーブル、端末加工部品セット
各種CC-Link専用ケーブルおよび端末加工済ケーブル、端末加工部品セットを取り揃えております。

特長
●CC-Link用通信ケーブルの両端が加工済みであり、即座に配線が可能(丸形、	
Y形圧着端子、マーカーチューブ、シールド用絶縁チューブ、収縮チューブ付き)

●端子加工部品セットにより、ケーブル50本分の端末加工部品の一括手配が可能

●CC-Link用通信ケーブルを6種類用意
(専用ケーブル、高性能ケーブル、耐震ケーブル、耐寒ケーブル、Ver1.10対応ケー
ブル、電源線内蔵ケーブル)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州営業支社	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせは
名古屋事業所(PC技術部)	TEL.052-723-8058		FAX.052-723-8062
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/
category_0106.html

吉野川電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

RIV-S050C03S-7 CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(高可動部用)
ハイレベルな耐久性を保持しつつ、標準ケーブルの70％の伝送距離を実現したハイスペックケーブルです。

特長
●伝送可能距離はVer1.10標準ケーブルの70％です。
(10Mbps時	最大70m)

●耐屈曲性向上品
±90°屈曲往復結果：100万回以上
(支持棒φ10･荷重1kg)

●移動U字屈曲(ケーブルチェーンなど)でご使用の場合の弊社推奨曲げ半径Rは7d
以上(d：ケーブル外径)

●耐油・耐熱・難燃性	仕様となっています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約8mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒761-0493
香川県高松市小村町331
吉野川電線株式会社
TEL：087-847-5161	FAX：087-847-9484
<URL>	http://www.yoshinogawa.co.jp
<E-mail>	info@yoshinogawa.co.jp
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LS�Cable&system�Ltd.� ケーブル・コネクタ

CC-Link Cable ver. 1.10 (ROPLEV-ESB)
CC-Link Ver.1.10の高速伝送に対応する可動配線用ケーブルです。

特長
●最高10Mbps伝送に対応しています。

●二重シールドのため、耐ノイズ性に優れる。

●可動部用	ROPLEV-ESB	タイプ

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 8

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.lscns.com/

LS�Cable&system�Ltd.� ケーブル・コネクタ

ver. 1.10対応CC-Link専用ケーブル(PLFEV-AMESB)
CC-Link Ver.1.10の高速伝送に対応する固定配線用ケーブルです。

特長
●最高10Mbps伝送に対応。

●二重シールドのため、耐ノイズ性に優れる。

●固定用PLFEV-AMESB	タイプ

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 7.7

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.lscns.com/
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昭和電線ケーブルシステム株式会社� ケーブル・コネクタ

100ZCLK-SB-20AWB×3C
CC-Link Ver. 1.00 に対応した固定配線用ケーブル

特長
●耐油・耐熱性に優れ、柔軟性に富んでいます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.00

外形寸法 標準外径	8.0㎜

質量 概算質量	60kg/km

標準価格

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
〒105-6012	
東京都港区虎ノ門4-3-1（城山トラストタワー）
産業電線営業部	第二営業グループ
TEL	:	03-5404-6973
FAX	:	03-3436-2592
<E-mail>	scs@cs.swcc.co.jp	

昭和電線ケーブルシステム株式会社� ケーブル・コネクタ

110Ω系CC-Linkケーブル110ZCLK-SB-20AWG×3C ケーブル
CC-Link Ver.1.10 に対応した 固定配線部用ケーブルです。

特長
●CC-Link	Ver.1.10に対応

●最小局間ケーブル長を20cmまで短くでき、10Mbpsで100m、156kbpsで
1200mの伝送が可能

●CC-Link	Ver.2.00の機器にも接続可能

●UL	AWM	Style	20276	(80℃、30V)に対応

●シースに鉛フリーの耐油耐熱PVCを使用

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル標準外径	7.6mm

質量 概算質量	72kg/km	

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
〒105-6012	
東京都港区虎ノ門4-3-1（城山トラストタワー）	
産業電線営業部	第二営業グループ
TEL	:	03-5404-6973
FAX	:	03-3436-2592
<URL>	http://www.swcc.co.jp
<E-mail>	scs@cs.swcc.co.jp	
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NINGBO�RONGHE�WIRE�&�CABLE��CO.,LTD.� ケーブル・コネクタ

CC-LINK V1.10-F 3C×20AWG
CC-Link Ver.1.10対応の可動部用ケーブルです

特長
●CC-Link	Ver.1.10に対応した機器と組み合わせて使用することにより

●10Mbps伝送に対応しています

●可動部接続用途に適したラウンドケーブル

●伝送可能距離はVer1.10標準ケーブル(例：CC-LINK	V1.10-S)の30％ (10Mbps
時	最大30m)です

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径約9.0mm

質量 100kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	上海湃偓福自动化科技发展有限公司
電話番号	:	+86-021-56591078
<URL>	http://www.sh-powerful.com/
<E-mail>	shanghai_pwf@163.com

NINGBO�RONGHE�WIRE�&�CABLE��CO.,LTD.� ケーブル・コネクタ

CC-LINK V1.10-S 3C×20AWG
CC-Link Ver.1.10対応の標準ケーブルです

特長
●CC-Link	Ver.1.10に対応した機器と組み合わせて使用することにより

●10Mbps伝送に対応しています

●2重シールドを施し、耐ノイズ性に優れています

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径約7.5mm

質量 80kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	上海湃偓福自动化科技发展有限公司
電話番号	:	+86-021-56591078
<URL>	http://www.sh-powerful.com/
<E-mail>	shanghai_pwf@163.com
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JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link Ver．1．10対応 可動部用ケーブル EM CCNC-SB110SF-5 ／ F
外被に耐燃性ポリエチレンシースを施した環境配慮形の製品です。

特長
●導体には、可とう性に優れた複合軟銅より線を使用しています。

●10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link	Ver1．10の性能を十分に活かします。

●伝送距離は標準ケーブルの50％です。(例：10Mbps時最大50m)

●ハロゲンフリー仕様

●RoHS指令対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 約8.0	(mm)

質量 約70	(kg/km)

標準価格

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp

JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

CCNC-SB110H ＋ PW
CCNC-SB110H ＋ PW CC-Link Ver.1.10対応 電源内蔵複合ケーブル

特長
●CCNC-SB110H(Ver.1.10対応標準ケーブル)とDC電源線を複合化し、1本の
ケーブルで通信と電源供給を可能にした省配線を実現します。

●10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link	Ver.1.10の性能を十分に発揮します。

●外被には、柔軟性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用して
います。
RoHS指令対応。

●販売条長は100m。またはその倍数になります。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約12	(mm)

質量 約	140	(kg/km)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp
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JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

CCNC-SB110H CC-Link Ver.1.10対応専用ケーブル
特長

●難燃・耐油・耐熱性能に優れ、柔軟性と細径化により配線作業が容易です。

●10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link	Ver.1.10の性能を十分に発揮します。

●ご希望の長さに切断し、即納致します。

●UL/c-UL規格に対応(AWM	Style2464)
RoHS指令対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約7.6mm

質量 約	70kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp

JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

CCNC-SB110SF-5 CC-Link Ver.1.10対応 可動部用ケーブル
特長

●導体には、可とう性に優れた複合軟銅より線を使用しています。

●外皮には、柔軟性と耐油・耐熱性を有する鉛フリーのビニル混合物を使用していま
す。
RoHS指令対応。

●10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Link	Ver.1.10の性能を十分に活かします。
伝送距離は標準ケーブルの50％です。(例：10Mbps時	最大50m)

●標準条長は100m。
ただし、ご希望の長さに切断し、即納致します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 ケーブル外径	約8.0mm

質量 約	75	(kg/km)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp
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JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

CCNC-SBシリーズ CC-Link専用ケーブル −Ver1.00対応−
耐環境性に優れ、高速伝送に対応した専用ケーブルです。

特長
●外被には、柔軟性と耐油・耐熱性を有する鉛フリーのビニル混合物を使用し、か
つ細径化により配線作業も容易です。

●10Mbpsの高速伝送に対応し、CC-Linkの性能を十分に生かします。

●ご希望の長さに切断し、即納致します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.00

外形寸法 ケーブル外径	約7.0mm,	8.0mm

質量 60kg/km,	65kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp

HELUKABEL�GmbH� ケーブル・コネクタ

CC Link Bus 800497
特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先
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株式会社たけびし� 周辺ソフトウェア

MELSEC OPC Server
CC-Link ボードに対応したOPC Serverです。

特長
●OPCDataAccess2.0に対応したOPCサーバです。OPCDA2.0の仕様に適合し
ています。

●三菱電機社製CC-Linkボード(A80BD-J61BT11/13)に対応しています。

●CC-Link以外にEthernet、計算機リンク接続が可能です。

●OPCに対応した各種SCADAと組み合わせて使用することが可能です。

局種

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 58,000円(税別)

問合せ先

〒615-8501
京都市右京区西京極豆田町29
株式会社たけびし	制御技術部
TEL:075-325-2171	FAX:075-325-2273
<URL>	http://www.faweb.net
<E-mail>	fa-support@takebishi.co.jp

株式会社たけびし� 周辺ソフトウェア

デバイスエクスプローラ OPCサーバー (DXPENT)
各種CC-LINKボードとSLMPに対応したOPCサーバーです。

特長
●三菱電機MELSEC完全サポート

●Windows7対応

●各国語対応(日本語、英語、中国語)

●RAS診断機能搭載

●各種SCADAソフトウェア対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社たけびし
機電システム本部	技術部
〒615-8501	京都市右京区西京極豆田町29
TEL	075-325-2172	FAX	075-325-2273
<URL>	http://www.takebishi.co.jp/
<URL>	http://www.faweb.net/opc/
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株式会社たけびし� 周辺ソフトウェア

MELSEC ボード対応 DAサーバー (Q8BDAS)
各種CC-LINKボードとSLMPに対応したワンダーウェア社SCADA専用の通信ソフトウェアです。

特長
●三菱電機MELSECボード対応

●CC-LinkデバイスWw/Wrにアクセス可能

●Wonderware	ArchestrA対応

●操業中に設定変更が可能に！ホットコンフィグレーション機能搭載

●リモートコンフィグレーション機能搭載

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社たけびし
機電システム本部	技術部
〒615-8501	京都市右京区西京極豆田町29
TEL	075-325-2172	FAX	075-325-2273
<URL>	http://www.takebishi.co.jp/
<URL>	http://www.faweb.net/das/

株式会社たけびし� 周辺ソフトウェア

MELSECインターフェースボード対応I/O Server
Wonderware InTouch/InSQL対応のCC-Link通信ドライバです。

特長
●CC-LinkデバイスWw/Wrはじめ、シーケンサのデバイスにもアクセスできます。

●米国Wonderware社製SCADA「InTouch」および高速リレーショナルデータベース
「InSQL」に対応しています。
また、Visual	Basic、EXCELも使用可能です。

●MELSECNET10/H、A-BUSボード、ACPUボードにも対応しています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 68,000円(税別)

問合せ先

〒615-8501
京都市右京区西京極豆田町29
株式会社たけびし	制御技術部
TEL:075-325-2171	FAX:075-325-2273
<URL>	http://www.faweb.net
<E-mail>	fa-support@takebishi.co.jp
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三菱電機株式会社� 周辺ソフトウェア

GX Developer SW□D5C-GPPW MELSEC プログラミングソフト
特長

●QCPU(Qモード)、QnAでは、GX	Developer	の「ネットワークパラメータ(CC-Link)」
でパラメータ設定することにより、シーケンスプログラムなしで、パラメータ設定がで
きます。

●Q、QnA、Aでは、GX	Developerの「CC-Link診断」でネットワークモニタができます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 150,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� 周辺ソフトウェア

GX Works2 SW1DNC-GXW2-J
シーケンサエンジニアリングソフトウェア
プログラミングを簡単に。すべての操作を快適に。

特長
●「ネットワークパラメータ(CC-Link)」でパラメータ設定することにより、シーケンスプロ
グラムなしで、パラメータ設定ができます。

●パラメータは表形式で簡単に設定ができます。

●「CC-Link診断」にて，ビジブルに各局の状態を確認することができます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10/Ver.2.0

外形寸法

質量

標準価格 ￥150,000

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/
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三菱電機メカトロニクスソフトウエア�株式会社� 周辺ソフトウェア

MP1-DAQ 三菱汎用シーケンサMELSEC対応データ収集 パソコンソフトウエアパッケージ
FA/PA設備に最適 即戦力LOGGER

特長
●多用途にすぐ使え、高速データ収集を実現

●各種データベースへのリアルタイム書込み

●多様なCSVファイル出力

●グラフィック画面を簡単に作成

●各種シーケンサネットワークに接続	
(MELSECNET/10、MELSECNET/H、Ethernet、CC-Link、RS-232C)

●発生警報に対応した復旧マニュアル、レシピ等の選択表示

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

〒461-8670
名古屋市東区矢田南五丁目1番14号
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社
TEL:	052-723-1812,	FAX:	052-723-7987
<URL>	http://www.msw.co.jp/
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� ツール

CC-Link対応EHLT02形ハンディラインテスタ
CC-Linkシステムの立上げを支援します。マスタ局がなくてもリモート局の動作確認ができます。

特長
●マスタ機能
マスタ局が無いシステムにおいて、接続した子局の入力信号(RX、RWr)のモニタ、
出力信号(RY、RWw)のテストができます。またバッファメモリのモニタ/テストもでき
ます。

●局単位でのモニタ/テスト
局(ユニット)単位での表示により、複雑となる桁数の多いデバイス番号表示より簡
単に確認できます。

●多彩な形式でのモニタ/テストが可能
デバイスデータを2進数、8進数、10進数、16進数、2進化10進数(BCD)、文
字列(表示のみ)の形式でモニタ/テストができます。また32ビット(2ワード)のデータを
扱うこともできます。

●自動CC-Link機能
パラメータ設定しなくても接続されているシステム構成を自動的に認識してデータリン
クを開始します。(ただしリモートネットVer.1モードにて動作)

●CC-Link診断が可能
接続されているユニットのデータリンク状態を確認することができます。また異常時の
要因を確認することもできます。
[CC-Link診断項目]
・自局モニタ	・他局モニタ	・全局回線テスト	・局指定回線テスト

●リモートデバイス局イニシャライズ手順登録が可能
リモートデバイス局に対して，データリンク開始時にシーケンスプログラムによるイニ
シャル設定と同等の処理ができます。リモートデバイス局1局あたり最大32手順の
設定が可能です。

●パラメータ保存
設定したパラメータを10個まで保存できますので、再度同じシステムで使用する際に
パラメータ設定の手間が省けます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1/Ver.2対応	(付属コネクタ
にCC-Link専用ケーブルを接続)

外形寸法 96(W)×188(H)×36.5(D)mm

質量 0.39kg

標準価格 130,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社
東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州支店	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせ	TEL.0568-36-2068	FAX.0568-36-2045
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ehlt02_feature.html
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エヌエスディ�株式会社� 配線用パーツ

CC-Link対応スリップリング 【バウムカプラⓇ】 3TEΦ17-8P-CC
3TEシリーズは、回転体に電力・信号・通信を伝送する小型のスリップリングです。
Φ43の小型サイズで、電力・信号・通信を同時に伝送可能にしました。設置スペースなどスリップリングでお困りの
方々に、ご提案します。

特長
●Φ43×87	の小型サイズ。

●電力(DC24V	3A)・信号と通信を同時に伝送可能!

●許容回転速度は	Max.700r/min。
(700r/min以上必要な場合はお問い合わせください。)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 Φ43X87	軸径	Φ17

質量 約0.5kg	(2mケーブル付き)

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	エヌエスディ株式会社
電話番号	:	052-261-2331
<URL>	http://www.nsdcorp.co.jp/
<E-mail>	s-info@nsdcorp.co.jp

エヌエスディ�株式会社� 配線用パーツ

バウムカプラ3TA, 3TBシリーズ(CC-Link対応スリップリング)
回転体への信号・電力の伝達が可能な、オーダーメイドによるスリップリング“バウムカプラ”。スリップリングでお困
りの方に、ご提案いたします。

特長
●回転体への信号、通信、大電力の伝達が可能です。

●オーダーメイドですので、設置スペースや電気仕様まで、機械に合わせて一品一様
にお応えします。

●銀合金接点方式により微少信号から大電力(モータ電源など)まで同時通電が可能
です。

●100万回転までメンテナンス不要。定期的な接点グリスの塗布により最長2000万
回転まで使用可能です。

●極数が最大200極まで対応が可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	エヌエスディ株式会社
電話番号	:	052-261-2331
<URL>	http://www.nsdcorp.co.jp
<E-mail>	s-info@nsdcorp.co.jp
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遠藤工業株式会社� 配線用パーツ

通信・制御用スリップリング SRP-CL4H
回転を伴う各駆動機器・監視装置への通信・制御を行うもので、小型で高品質・長寿命・耐久性を備えています。
豊富な機種に加え大容量と組み合わせた特殊機種等、幅広くニーズに合わせた製品をご提供を致します。

特長
●中空軸を活かした多様なレイアウトに対応

●新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ(特許出願中)

●通信＋電源のスマートな組み合わせも可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社営業部	0256-62-5133
東京営業部	03-5295-3711
大阪営業部	06-6568-1571
九州営業所	092-412-3711
<URL>	http://www.endo-kogyo.co.jp/
<URL>	http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/top/top-index.html

遠藤工業株式会社� 配線用パーツ

通信・制御用スリップリング SRP-CL4HP
回転を伴う各駆動機器・監視装置への通信・制御を行うもので、小型で高品質・長寿命・耐久性を備えています。
豊富な機種に加え大容量と組み合わせた特殊機種等、幅広くニーズに合わせた製品をご提供を致します。

特長
●●通信タイプCL4Hに制御電源5Aの2極とアースを追加し使い勝手を向上
●中空軸を活かした多様なレイアウトに対応
●新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ(特許取得済み)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社営業部	 TEL	:	0256-62-5133
東京営業部	 TEL	:	03-5295-3711
大阪営業部	 TEL	:	06-6568-1571
名古屋営業所	 TEL	:	052-253-6231
九州営業所	 TEL	:	092-412-3711
<URL>	http://www.endo-kogyo.co.jp/
<URL>	http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/top/top-index.html
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遠藤工業株式会社� 配線用パーツ

通信・制御用スリップリング SRP-CL4
回転を伴う各駆動機器・監視装置への通信・制御を行うもので小型ながらの高品質・長寿命・耐久性を備えていま
す。豊富な機種に加え大容量と組み合わせた特殊機種等、幅広くニーズに合わせた製品をご提供を致します。

特長
●新しい革新的な技術を採用

●小型でありながら堅牢なボディを採用

●新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ(特許出願中)

●信号線＋動力の複合タイプも製作いたします。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 φ30×68.3L	軸径φ10

質量 約0.25kg

標準価格 お問い合わせ下さい。

問合せ先

本社営業部	0256-62-5131
東京営業部	03-5295-3711
大阪営業部	06-6568-1571
九州営業所	092-412-3711
<URL>	http://www.endo-kogyo.co.jp/
<URL>	http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/sr/top-index.html

株式会社�北澤電機製作所� 配線用パーツ

KEC-U229-7A 基板実装用7P端子台
CC-Link機器向け基板実装用ねじアップ式2ピース7極端子台です。

特長
●基板実装用ストレートタイプのねじアップ式2ピース7極端子台です。

●ねじアップ式により丸型圧着端子がねじを取らずに配線できます。

●ツーピース脱着構造による作業の効率化が可能です。

●フィンガープロテクト採用により安全確保に優れています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 37.12	x	29.5	x	22

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

(株)北澤電機製作所
営業部	産機営業グループ
TEL	0265-82-7860
FAX	0265-82-3353
<URL>	http://www.kitazawadenki.co.jp/
<E-mail>	nagano@kitazawadenki.co.jp
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株式会社�北澤電機製作所� 配線用パーツ

KEC-NS0604 基板実装用4P端子台
CC-Link機器向け基板実装用ライトアングルタイプ2ピース4極端子台です。

特長
●基板実装用ライトアングルタイプの2ピース4極端子台です。

●ツーピース脱着構造による作業の効率化が可能です。

●体とベース間で盤取付けが可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 51.5	x	25.5	x	12

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

(株)北澤電機製作所
営業部	産機営業グループ
TEL	0265-82-7860
FAX	0265-82-3353
<URL>	http://www.kitazawadenki.co.jp/
<E-mail>	nagano@kitazawadenki.co.jp

株式会社�北澤電機製作所� 配線用パーツ

KEC-NS0707 基板実装用7P端子台
CC-Link機器向け基板実装用2ピース7P端子台です。

特長
●基板実装用ストレートタイプの2ピース7極端子台です。

●2ピース脱着構造による作業の効率化が可能です。
(本品にカバーはありません)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 46.9	x	31.5	x	23

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

(株)北澤電機製作所
営業部	産機営業グループ
TEL	0265-82-7860
FAX	0265-82-3353
<URL>	http://www.kitazawadenki.co.jp/
<E-mail>	nagano@kitazawadenki.co.jp
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三菱電機株式会社� 配線用パーツ

リピータT分岐ユニット AJ65SBT-RPT
CC-LinkシステムにおいてT分岐配線ができます。

特長
●本ユニットをCC-Linkシステムのユニット間に配置することにより、すべての伝送速
度(10Mbps、5Mbps、2.5Mbps、625Kbps、156Kbps)のCC-Linkシステムに
おいてT分岐配線をすることができます。

●CC-Linkシステムにおける伝送距離の延長が実現できます。
本ユニットを使用することにより、CC-Linkシステムの伝送距離を延長できます。
また、本ユニットを複数台使用することにより、10段までの伝送距離を延長できます。

局種 局種なし

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 54(H)×87.3(W)×40(D)[mm]

質量 0.2kg

標準価格 24,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� 配線用パーツ

リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ AJ65BTS-RPH
スター配線、幹線長の延長、スプリングクランプ端子台タイプ

特長
●CC-Link	システムの全ての伝送速度において最大8支線(セグメント)のスター配線
(T分岐)が可能

●CC-Linkシステムの伝送距離の延長を実現：複数台使用することにより2段まで伝
送距離を延長できます。

●スプリングクランプ端子台による省力化の実現：ねじ締めが不要なため、作業工数
の大幅削減が可能です。
ユニットから端子台の脱着が可能なため、保守時のコスト削減メンテナンス性の向
上が図れます。

●システム分離による保守性の向上：異常個所の特定がすばやく行えます。システム
を分離することにより、異常が発生した場合においても、システム全体への影響を
軽減できます。

局種 －

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 65(H)×197.5(W)×66(D)[mm]

質量 0.37kg

標準価格 75,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� 配線用パーツ

リピータハブユニット 薄形防水タイプ AJ65FBTA-RPH
防水構造で盤外への設置が可能

特長
●1ユニットで8支線のスター配線が可能
CC-Linkの全ての通信速度にて、最大8支線(セグメント)までのスター配線接続が
可能です。

●リピータ機能により各支線に最大1200m、さらに2段階接続で延長可能
各支線(セグメント)の最大伝送距離は、最大で1200m(156Kbps時)まで延長でき
ます。各支線にハブを接続することで、さらに延長することも可能。

●IP67の防水、防塵構造のため盤外への設置が可能となり、施工性の向上や施工
コストの削減を図ることができます。

●既設への追加が容易に可能
既設に追加でき、柔軟なネットワーク構築が可能です。

局種 局種なし

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 200(H)×60.3(W)×48(D)[mm]

質量 0.31kg

標準価格 75,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� 配線用パーツ

光リピータユニット AJ65SBT-RPS AJ65SBT-RPG
CC-Linkシステムにおける伝送距離の延長が実現できます。

特長
●AJ65SBT-RPS(SI/QSI形光ファイバケーブル用)またはAJ65SBT-RPG(GI形光
ファイバケーブル用)の同一製品を2台組み合わせて使用することにより、CC-Link
システムの伝送距離を延長できます。また、本ユニットを複数組使用することにより
最大3段まで(AJ65SBT-RPGを使用する場合は最大2段まで)伝送距離を延長でき
ます。

●CC-LinkシステムにおいてT分岐配線ができます。
本ユニットをCC-Linkシステムのユニット間に配置することにより、CC-Linkシステム
においてT分岐配線をすることができます。

●ノイズに強い安定したシステム
分岐および延長に使用するケーブルに、光ファイバケーブルを使用しますのでノイズ
によるトラブルを回避しやすくなり、システムの安定性を向上させることができます。

局種 局種なし

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 50(H)×118(W)×40(D)[mm]

質量 0.2kg

標準価格 40,000円(RPS)、
130,000円(RPG)

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� 配線用パーツ

FA-TK72 簡易形T分岐ユニット
CC-Linkの各種ケーブルに対応可能な分岐ユニットです。

特長
●CC-Linkの3芯および5芯専用ケーブルのT分岐接続が可能

●電源内蔵ケーブル使用時、電源は、最大8Aまで使用可能

●終端抵抗は、スイッチにより容易に設定可能

●端子台が個々に着脱可能

●ネジおよびDINレール取付けが可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 115g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州営業支社	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせは
名古屋事業所(PC技術部)	TEL.052-723-8058	FAX.052-723-8062
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/
category_0106.html

三菱電機エンジニアリング�株式会社� 配線用パーツ

ワンタッチ式変換ユニット FA-CB*
CC-Linkのコネクタ式I/Oユニット(入力ユニットAJ65SBTCF1-32D、AJ65BTC1-32D 
出力ユニットAJ65SBTCF1-32T、AJ65BTC1-32T)とセンサー、負荷との配線工数を大幅に削減

特長
●32点の入出力信号をケーブル1本で簡単接続。8、16点単位に分け、分散配置
が可能

●ワンタッチコネクタにより、センサー等の着脱が容易。かつ電線の被覆を剥かずに
圧着接続可能

●2線式、3線式いずれのセンサーとも接続が可能

●DINレール、又はネジによる取付けが可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

FA-CB8XY*	：90(W)×50(H)
×41(D)mm
FA-CB16XY*：148(W)×50(H)
×41(D)mm

質量 FA-CB8XY*：80(g)、
FA-CB16XY*：114(g)

標準価格 三菱電機(株)の機器代理店へお
問い合わせください

問合せ先

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州営業支社	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせは
名古屋事業所(PC技術部)	TEL.052-723-8058	FAX.052-723-8062
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/
category_01010103.html
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� 配線用パーツ

端子台式変換ユニット FA-TB*
CC-Linkのコネクタ式I/Oユニット(入力ユニットAJ65SBTCF1-32D、AJ65BTC1-32D 出力ユニットAJ65SBTCF1-
32T、AJ65BTC1-32T 入出力ユニットAJ65SBTCF1-32DT、AJ65VBTCF1-32DT1)とセンサー及び負荷との接続
用端子台ユニット

特長
●32点の入出力信号を8、16点単位に分け、分配配置が可能(8点、16点分散タ
イプ)

●端子はセルフアップネジを採用しており、丸型圧着端子の取付けが容易

●2線式、3線式センサーからの直接接続が可能(8点、16点分散タイプ)

●DINレール、又はネジによる取付けが可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

FA-TB8XY*	：90(W)×50(H)
×41.5(D)mm
FA-TB16XY*：148(W)×50(H)
×41.5(D)mm
FA-TB32XY/16X16Y：
156(W)×40(H)×42.5(D)mm

質量
FA-TB8XY*：114(g)、
FA-TB16XY*：177(g)、
FA-TB32XY/16X16Y：156(g)

標準価格 三菱電機(株)の機器代理店へお
問い合わせください

問合せ先

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州営業支社	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせは
名古屋事業所(PC技術部)	TEL.052-723-8058	FAX.052-723-8062
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/
category_01010101.html

三菱電機エンジニアリング�株式会社� 配線用パーツ

防水形T分岐ユニット、各種防水コネクタ、防水コネクタ付ケーブル
CC-Link専用ケーブルの防水によるT分岐および各種配線が可能です。

特長
●防水形T分岐ユニットは通信線専用と電源線内蔵用を用意

●防水形T分岐ユニットは、ネジによる水平・垂直の2方向取付が可能

●防水コネクタ(IP67)による制御盤からの配線およびケーブルの中継が可能

●防水コネクタは着脱が容易

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州営業支社	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせは
名古屋事業所(PC技術部)	TEL.052-723-8058		FAX.052-723-8062
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/parts/category/
category_0106.html
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日電商工株式会社� 配線用パーツ

CC-LINK対応スリップリング NS1101
回転体に設置されたフィールドネットワーク機器に対応したスリップリングを提供致します。

特長
●産業フィールドに対応した優れた耐環境性能

●ブラシはツインブラシを使用し耐振動性をアップ

●摺動部には金銀合金を使用し信頼性を向上

●高速回転に対応し低接触抵抗と高寿命を実現

●動力用スリップリングとの複合製品を提供します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒713-8103	倉敷市玉島乙島新湊8256-75
日電商工株式会社	搬送機器カンパニー
TEL:086-525-6688			FAX:086-525-6689
<URL>	http://www.ndsk.co.jp/
<E-mail>	kurashiki-f@ndsk.co.jp

日電商工株式会社� 配線用パーツ

CC-LINK対応スリップリング NS1102
回転体に設置されたフィールドネットワーク機器に対応したスリップリングを提供します。

特長
●DC24V電源を供給可能

●産業フィールドに対応した優れた耐環境性能

●ブラシはツインブラシを使用し信頼性を向上

●高速回転に対応し低接触抵抗と高寿命を実現

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問合せください

問合せ先

日電商工株式会社	搬送機器カンパニー
〒713-8103	倉敷市玉島乙島新湊8256-75
TEL	:	086-525-6688		FAX	:	086-525-6689
<URL>	http://www.ndsk.co.jp
<E-mail>	kurashiki-f@ndsk.co.jp 配
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株式会社�エム・システム技研� 配線用パーツ

CC-Link用避雷器 MDW5-CC
通信ネットワークから侵入する雷サージから機器を保護します

特長
●CC-Link協会認定です

●CC-Link	Ver.1.10	/	2.00	対応です

●JIS	C	5381-21	に準拠しています

●便利なDINレール取付です

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10	/	2.00

外形寸法 W45	x	H97	x	D41	mm

質量 約100	g

標準価格 30,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

中部日本マルコ�株式会社� 配線用パーツ

ロータリーリンクコネクタⓇ RLC-3-55-CL (CC-Link対応非接触回転コネクタ) 
非接触方式で回転体へノイズレスな信号伝送・電力伝送を可能にします。
従来のスリップリングで寿命/回転ノイズ/信頼性等でお困りの方にご提案いたします。

特長
●伝送速度156Kbps～ 10Mbps対応

●非接触電力伝送24V/15W

●メンテナンスフリー

●リピータとしてもお使いいただけます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 φ55×81mm	シャフト径φ8.0

質量 300g以下

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	中部日本マルコ株式会社
電話番号	:TEL：0568-79-6512	FAX:0568-79-6503
e-mail	:	info@cnmaruco.co.jp
<URL>	http://nmg-interconnect.com/about.html
<URL>	http://nmg-interconnect.com/cgi-bin/lineup/page.cgi?act=page&id=37
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協栄電機�株式会社� 配線用パーツ

SRC-CC7P CC-Link対応スリップリングシステム
回転体との通信のやりとり、給電を確実にこなすスリップリングシステムです。

特長
●回転体への信号伝達、通信が可能です。

●CC-Linkマスター局から通信を受け回転体への各種センサー、I ／ O機器の使用
が可能です。

●回転体への高速データ転送が可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 φ180×140L

質量 約3kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

協栄電機株式会社
〒561-0824	大阪府豊中市大島町2-4-3
TEL：06-6336-6161	FAX：06-6336-6166
<URL>	http://www.kyoeidenki.jp
<E-mail>	info@kyoeidenki.jp
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

Anybus CompactCom B40 CC-Link (AB6672)
Anybus CompactCom B40 CC-Linkは、コネクタの選定(D-Sub、RJ45、M12等)とネットワークの分離に柔軟性
のあるネットワークインターフェースです。メカ設計上の制約に対し柔軟に対応可能です。

特長
●ネットワークプロセッサNP40、メモリ、周辺パーツ、インターフェース回路などを実
装

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.00

外形寸法 36mm	x	8mm	x	36mm

質量 0.1	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

Anybus-CompactCom CC-Linkプラグインモジュール
Anybus-CompactCom CC-Linkは、CC-Link対応のスレーブモジュールで、同一のAnybus-CompactComを介し
た瞬時接続でホストインターフェース128点(ビット)のI/Oデータおよび16ワードのI/Oデータを扱うことができます。

特長
●リモートデバイスの全プロファイルをサポート(Anybusインターフェースプロファイルが
デフォルト)
占有ステーション数：1～ 4
156kbit/Sから10Mbit/Sまでボーレートの選択が可能
光学的絶縁CC-Linkインターフェース
CC-Link機能性、適合性について完全試験実施済み
拡張データによりCC-Link	Ver.2.0をサポート
CE予備適合、ULおよびRoHS準拠

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 52mm×50mm×22mm

質量 0.1	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5	新横浜第2センタービル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.hms-networks.jp
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=485&ProductType=Anybus-S
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

CC-Linkモジュール用Anybus CompactCom AB6311(ハウジングなし)
Anybus-CompactComは、一回の拡張によって、CC-Linkやそれ以外の14種類の工業用ネットワークに対して、「交
換可能なオプションインターフェイス」を提供する組み込み型のスレーブモジュールです。

特長
●2kB(8ビット)デュアルポートRAMパラレルアプリケーションインターフェイス。アクセ
スタイムは30ns

●ボーレート19.2kbpsから625kbpsまで構成可能な、非同期UARTシリアルアプリ
ケーションインターフェイス

●合計128個のI/Oポイント(ビット)および16ワードの入出力データ

●サイクリック・非サイクリックデータおよび診断用の、ネットワークから独立したハード
ウェアおよびソフトウェア接続インターフェイス

●堅牢型プラスチックハウジング、基盤実装LED、接続用新規装着機構

●低消費電力型3.3V単一電源

局種 リモートデバイス局

占有局数 1局～4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 50	x	20	x	50	[mm]

質量 0.1	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5	新横浜第2センタービル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=342&ProductType=Anybus-CompactCom
<URL>	http://www.anybus.de/products/abcc_cc-link.shtml
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

Anybus CompactCom M40 CC-Link (AB6602ハウジング付 / AB6702ハウジング無)
Anybus CompactCom M40 CC-Linkは、お客様の製品をCC-Link上で通信
させるためのコネクタ付フル装備の通信モジュールです。開発コストを削減し、短期間での製品市場投入を実現します。

特長
●CC-Link	v	1.10	v	2.00	対応

●低遅延

●イベントベースのインターフェースによりいつでも入出力データに簡単にアクセス

●高速なイベントベースのアプリケーションハードウェアインターフェースに対応：	8/16-
bitパラレル、高速SPI。シフトレジスタ(I/O機器用)にも対応。

●ファームウェア管理ツールにより、シリアル接続	(UART)で簡単にダウンロード可能

●確かなセキュリティ：ソフトウェアシグネチャーの必須化によりモジュールに許可されて
いないソフトウェアのダウンロードを防止、また暗号化により違法コピーを防止

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 52mmx50mmx22mm

質量 0.1	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

ABS-CCL AnyBus-S CC-Linkスレーブモジュール
CC-Linkスレーブ機器開発を迅速に実現する機器組込式モジュール

特長
●コンパクトなクレジットカードサイズ(86×54×15mm)
リモートデバイス用プロファイルを全てサポート
128点のI/Oデータ及び16ワードのI/Oデータサポート(CC-Link	V.1)
896点のI/Oデータ及び128ワードのI/Oデ－タサポートx(CC-Link	V.2)
占有局数：1～ 4
FLASHでの保存/ロードコンフィグレーションサポート
ボーレート：156Kbit/s ～ 10Mbit/s

局種

占有局数 1-4

CC-Linkバージョン Ver.1	/	Ver.2

外形寸法 15(H)x86(W)x54(D)

質量 43g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5	新横浜第2センタービル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=489&ProdType=Anybus	X-gateway
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMS�Industrial�Networks�AB� 機器組込みパーツ

Anybus-CompactCom CC-Linkプラグインモジュール
Anybus-CompactCom CC-Linkは、CC-Link対応のスレーブモジュールで、同一のAnybus-CompactComを介し
た瞬時接続でホストインターフェース128点(ビット)のI/Oデータおよび16ワードのI/Oデータを扱うことができます。

特長
●リモートデバイスの全プロファイルをサポート(Anybusインターフェースプロファイルが
デフォルト)

●占有ステーション数：1～ 4

●156kbit/Sから10Mbit/Sまでボーレートの選択が可能

●光学的絶縁CC-Linkインターフェース

●CC-Link機能性、適合性について完全試験実施済み

●拡張データによりCC-Link	Ver.2.0をサポート

●CE予備適合、ULおよびRoHS準拠

●CE	pre-compliance,	UL	&	RoHS	conformance

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver	1.10	&	2.0

外形寸法 52mm×50mm×22mm

質量 0.1	[kg]

標準価格

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA	BUILDING2	9F
HMS	INDUSTRIAL	NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL>	http://www.hms-networks.com
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?
PID=342&ProductType=Anybus-CompactCom
<URL>	http://www.anybus.de/products/abcc_cc-link.shtml
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMS�Industrial�Networks�AB� 機器組込みパーツ

ABS-CCL AnyBus-S CC-Linkスレーブモジュール
CC-Linkスレーブ機器開発を迅速に実現する機器組込式モジュール

特長
●コンパクトなクレジットカードサイズ(86×54×15mm)

●リモートデバイス用プロファイルを全てサポート

●128点のI/Oデータ及び16ワードのI/Oデータサポート(CC-Link	V.1)
896点のI/Oデータ及び128ワードのI/Oデ－タサポートx(CC-Link	V.2)

●占有局数：1～ 4

●FLASHでの保存/ロードコンフィグレーションサポート

●ボーレート：156Kbit/s ～ 10Mbit/s

局種

占有局数 1-4

CC-Linkバージョン Ver.1	/	Ver.2

外形寸法 15(H)x86(W)x54(D)

質量 43g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
NARA	BUILDING2	9F
HMS	INDUSTRIAL	NETWORKS
TEL:045-478-5340
FAX:045-476-0315
<URL>	http://www.hms-networks.com
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� 機器組込みパーツ

comX 10CA-CCS - Communication Module for CC-Link Slave 
The module for all communication tasks

特長
●Complete	Slave	interface	including	network	connector

●Host	connection	via	Dual-Port	Memory	or	SPI

●Allows	one	baseboard	design	for	all	networks

●Certified	CC-Link	interface

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 70	x	30	x	21,5	mm	

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<URL>	http://hilscher.com/products_details_hardware.html?
p_id=P_4f353e059faf3&bs=11
<E-mail>	info@hilscher.com
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Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� 機器組込みパーツ

NJ 10D-CCS - Exchangeable IP40 Module for CC-Link Slave 
Can be mounted at any point of the delivery chain

特長
●Complete	Slave	interface	in	closed	IP40	housing

●Host	connection	via	Dual-Port	Memory	or	SPI

●Easy	slide-in	mounting	without	tools

●Locks	and	connects	without	additional	components	on	the	baseboard

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法
53,4	x	25,2	x	19,2	mm	/	
front	plate
60	x	50,4	x	19,2	mm	/	Module	

質量 max.	80	g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<URL>	http://hilscher.com/products_details_hardware.html?
p_id=P_4cebc4124318b&bs=11
<E-mail>	info@hilscher.com

Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� 機器組込みパーツ

NRP 10-CCS - Chip carrier for CC-Link Slave 
Ready-to-solder netX Design in stamp size

特長
●Rapid	alternative	to	an	own	development

●Complete	Slave	interface	with	smallest	footprint

●Prototyping	or	SMD	series	production

●One	circuit	board	design	for	all	fieldbus	protocols	

●Host	connection	via	Dual-Port	Memory	or	SPI

●Combines	advantages	of	an	ASIC	with	the	benefits	of	a	Module

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 32	x	32	x	4	mm

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<E-mail>	info@hilscher.com
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Hilscher�GmbH（ヒルシャー・ジャパン株式会社）� 機器組込みパーツ

NIC 10-CCS - DIL-32 communication IC for CC-Link Slave 
Communication for simple slave devices with or without own host processor

特長
●Compact	DIL-32	communication	module	for	cost-efficient	field	devices

●Modbus	RTU	protocol	via	SPI	or	UART	to	the	host

●CC-Link	slave	interface	including	bus	logic		

●Direct	I/O	data	transfer	via	external	shift	registers

●One	design	for	all	networks	due	to	standard	interfaces

●Certified	CC-Link	interface

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 42	x	21	x	17,4	mm	
(including	pins)

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<URL>	http://hilscher.com/products_details_hardware.html?
p_id=P_4ab881d7a4d78&bs=11
<E-mail>	info@hilscher.com

Hilscher�GmbH(ヒルシャー・ジャパン株式会社)� 機器組込みパーツ

comX 10CN-CCS - Communication Module for CC-Link Slave 
The module for all communication tasks

特長
●Complete	Slave	interface	with	network	connection	to	the	baseboard	

●Host	connection	via	Dual-Port	Memory	or	SPI

●Enables	flexible	positioning	of	the	network	connector

●Certified	CC-Link	interface

局種 Remote	I/O	station	and	
Remote	device	station

占有局数 4

CC-Linkバージョン V1.1	and	V2.0

外形寸法 70	x	30	x	21.5	mm	

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://hilscher.com/home.html
<URL>	http://hilscher.com/products_details_hardware.html?
p_id=P_4f353e22a310c&bs=11
<E-mail>	info@hilscher.com
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ルネサスエレクトロニクス株式会社� 機器組込みパーツ

R-IN32M3シリーズ CC-Link対応通信LSI
「R-IN32M3シリーズ」は、CC-Linkスレーブ機器開発を容易に実現可能な産業向け通信LSI。
通信プロトコルを意識せず、CC-Linkスレーブ対応機器の開発が可能。

特長
●リアルタイムOSの一部をハードウェア化して搭載した“リアルタイムOSアクセラレー
タ”により低揺らぎの安定制御かつ低消費電力を実現。

●イーサネット処理の一部をハードウェア化したイーサネットアクセラレータにより高速大
容量かつ低消費電力通信を実現。

●ARM	Cortex-M3と大規模メモリを内蔵し、アプリケーション実装可能。ネットワー
ク処理専用DMAコントローラにより、高速IO処理実現。

●イーサネット2ポート及びTimer、Watchdog	Timer、CAN、UART、CSI、I2Cの
各種ペリフェラル回路搭載

●プロトコルベンダー提供のプロトコルスタックを使用することにより各種フィールドバス
や、イーサネットプロトコルに対応可能。

●開発ツールとして、ARM開発環境、評価ボード、サンプルソフト及びサンプルドライ
バを準備。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.2.00	/	1.10

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒211-8668
神奈川県川崎市中原区下沼部1753
TEL	:	044-435-1499
FAX	:	044-435-1819
<URL>	http://japan.renesas.com/
<URL>	http://japan.renesas.com/products/soc/assp/fa_lsi/multi_protocol_
communication/r-in32m3/

Adullam�Tech.� 機器組込みパーツ

Autobus-CCS
Autobus CC-Linkはユーザー機器に内蔵される組込モジュールでCC-Link V1,V2を支援し、合理的な価額でサポー
トしています。また、コンパクトで多様なモジュール型を提供しております。

特長
●CC-link	Remote	Device	支援	(V1,	V2	支援)

●CompactなSize

●多様なモジュール型とオプション提供

●ボーレートと局番をスイッチ及びHost	I/Fで設定可能

●Dual	Port	RAM	(	Parallel	I/F	)と	UART	(Serial	I/F)	支援

●	Cost	effective

局種 リモートデバイス局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン Ver.1/Ver.2

外形寸法 30	x	70mm	

質量 100g以下

標準価格 106$

問合せ先

<URL>	http://adm-tech.co.kr/
<URL>	http://en.adm-mall.co.kr/products/CC-Link/31/
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三菱電機株式会社� 機器組込みパーツ

Q50BD-CCV2形インタフェースボード
特長

●マスタ局、待機マスタ局、ローカル局、インテリジェントデバイス局が容易に開発で
きます。ユーザ基板にインタフェースボードを装着することにより、CC-Linkマスタ局、
待機マスタ局、ローカル局、インテリジェントデバイス局の機能を実現することができ
ます。

●CC-Link	Ver.2に対応
CC-Link	Ver.2対応では、1ネットワークあたり、RX/RYを最大8192点、	RWr/
RWwを最大2048ワードまでサイクリック点数が拡張できます。また、従来仕様
(Ver.1)との互換性もあります。

●省スペース
基板寸法70mm×80mmの小形基板です。

●汎用バスインタフェースで容易にユーザ基板上の回路と通信できます。ユーザ基板
とインタフェースボードとのインタフェースは、一般のメモリ制御信号(アドレスバス、
データバス、リード、ライト等)ですので、ユーザ基板との通信が容易です。

局種 マスタ局・ローカル局・	インテリジェ
ントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.2

外形寸法 70.0×80.0mm

質量 0.03kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� 機器組込みパーツ

組込み形I/Oモジュール AJ65MBTL1N-□
超小形の基板直接取付けタイプ、自由で効率的な設計が可能

特長
●超小型タイプ

●取付はピンヘッダによる接続方式

●カスケード接続が可能

●ノイズフィルタなどの対策強化が可能

●電源部はトランス絶縁、外部I/Oとの接続はフォトカプラ絶縁

●保護機能の充実

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法 53(W)×31.5(H)×22(D)[mm]

質量 0.03kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� 機器組込みパーツ

MFP1N MFP2N MFP3N CC-Link専用通信LSI
CC-Link対応機器の開発が容易。

特長
●通信プロトコルを意識することなく、CC-Link対応機器が容易に開発できます。

●MFP1N(マスタ/ローカル、インテリジェントデバイス局用)
通信プロトコル、ネットワーク管理などを内蔵し、CC-Linkを制御するマスタ機器やメッ
セージ通信を扱う機器の開発が行えます。

●MFP2N(リモートl/O局用)
通信プロトコルをすべて内蔵しているため、CPUレスでビット情報(デジタル入出力)
を扱う機器が容易に開発できます。

●MFP3N(リモートデバイス局用)
通信プロトコルを内蔵し、外部CPUとは2ポートRAM経由でアクセスするだけで、
通信プロトコルを意識することなく、ビット情報(デジタル入出力)及びワード情報(リモー
トレジスタ)を扱う機器が容易に開発できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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三菱電機株式会社� PLC

FX2N-64CL-M形 マスタブロック
FXシーケンサをCC-Link/LTシステムのマスター局にするユニットです。

特長
●マスタユニットと各リモートI/Oユニットは専用コネクタで簡単に接続でき、省配線が
図れます。

●最大64局のリモートI/Oユニットが接続できます。

●リモートI/Oユニットには、一般のX(入力)、Y(出力)のデバイスが割付けられ、汎用
入出力同様のプログラムで動作します。

●2点、4点のリモートI/Oユニットを使用してもデバイス番号が連続した番号に割付け
られるため、効率的なI/O割付けができます。

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 90×43×87mm

質量 0.15kg

標準価格 30,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� PLC

FX3UC-32MT-LT(-2)形 マイクロシーケンサ
CC-Link/LT用マスタ機能を標準装備、マイクロシーケンサの常識を超えた高速、高性能シーケンサ

特長
●基本性能を大幅に向上

●基本命令、応用命令を強化、演算性能を大幅にスピードアップ、また64kステップ
のRAMメモリを標準搭載、プログラムの大容量化にも対応

●業界最高水準の機能群を複合化
最高100kHz	3軸独立の位置決め、6点同時100kHzの高速カウント機能を搭載

●業界初、漢字表示ディスプレーモジュールを標準装備

●アナログ機能を一段と強化
プログラムレスにアナログ制御ができるアナログ入力/出力用特殊アダプタを4台接
続可能
PID命令ほか、数値演算機能も大幅に強化

●通信機能を強化
汎用通信ポートを2ch拡張でき、通信ポートを最大3chまで拡張可能

●リモートI/Oユニットには、一般のX(入力)、Y(出力)のデバイスが割付けられ、汎用
入出力同様のプログラムで動作

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 90(H)×55(W)×87(D)mm

質量 0.25kg

標準価格 80,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Lシリーズ CC-Link/LTマスタユニット LJ61CL12
MELSEC-Lシリーズ用のCC-Link/LTマスタユニットです。

特長
●高速応答性	1.2ms(2.5Mbps)

●大容量のI/O制御が可能。最大2048点のI/O制御が可能。

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.-

外形寸法 90(H)×28.5(W)×95(D)[mm]

質量 0.12kg

標準価格 34,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット QJ61CL12
マスタ局1台に対して，最大64局のリモート局を接続できます。

特長
●高速応答性	1.2ms(2.5Mbps時)

●大容量のI/O制御が可能
最大2048点のI/O制御が可能

局種 マスタ局

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]

質量 0.09kg

標準価格 34,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

CC-Link-CC-Link/LT ブリッジユニット AJ65SBT-CLB
AJ65SBT-CLBは，CC-LinkからCC-Link/LTへのブリッジ機能を実現するためのユニットです。

特長
●CC-LinkとCC-Link/LTを組合せて各階層に応じた最適ネットワークを構成

●Aシリーズ、QnAシリーズでCC-Link/LTが使用可能

局種 リモートデバイス局	(CC-Link側)

占有局数 2局/4局/8局(CC-Link側)

CC-Linkバージョン Ver.	1.10

外形寸法 49(H)×87(W)×40(D)[mm]

質量 0.09kg

標準価格 34,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット MILコネクタタイプ CL□-□M□
業界最小クラスの小形サイズ

特長
●リレーターミナルや端子台交換ユニットへの接続も簡単なMILコネクタ

●コネクタを外すだけでユニット交換が可能

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 4点モード時：4局		8点モード時：
2局16点モード時：1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 85(H)×24(W)×53(D)[mm]

質量 0.05kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット ケーブルタイプ CL□-□D□
業界最小クラスの小形サイズ

特長
●ケーブルと同様にダクト内への収納が可能

●通信ケーブルと外部機器接続ケーブルが一体形で配線が簡単

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 65(H)×20(W)×12(D)[mm]

質量 0.07kg

標準価格 8,500円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ CL□-□S□
2 ピース端子台の構造により，メンテナンスを容易に行えます。

特長
●プラスコモン/マイナスコモン共用の入力ユニット

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法

質量 0.09kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) CL□-□C□
業界最小クラスの小形サイズ

特長
●センサの取付けが簡単なオープンセンサコネクタを採用

●通信コネクタを外すだけでユニット交換が可能

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 4点モード時：2局8点、
16点モード時：1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 85(H)×24(W)×39(D)[mm]

質量 0.05kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット ネジ端子台タイプ CL□-□B□
業界最小クラスの小形サイズ

特長
●接続先が一目でわかる名板付き端子台カバー

●プラスコモン/マイナスコモン共有の入力ユニット

●2線式センサや負荷がそのまま接続できる端子台構造

●6方向に取付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 4点モード時：2局8点、
16点モード時：1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 49(H)×64(W)×40(D)[mm]

質量 0.09kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ−デジタル変換ユニット ネジ端子台タイプ CL2AD4-B
CC-Link A/D変換ユニットと比べ小型化

特長
●チャンネルごとに入力レンジの切換えが可能

●4つの変換方式

●入出力占有点数(占有局数)が変更可能

●操作性、メンテナンスの向上

●簡易防塵形状による信頼性の向上

●ユニット取付け方向は6方向に取付けが可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 49(H)×69(W)×40(D)[mm]

質量 0.15kg

標準価格 55,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ CL2DA2-B
CC-Link D/A変換ユニットと比べ小型化

特長
●チャンネルごとに出力レンジの切換えが可能

●交信断時のアナログ出力保持／クリアの設定が可能

●入出力占有点数(占有局数)が変更可能

●操作性、メンテナンスの向上

●簡易防塵形状による信頼性の向上

●ユニット取付け方向は6方向に取付けが可能

局種 リモートデバイス局

占有局数 2局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 49(H)×69(W)×40(D)[mm]

質量 0.15kg

標準価格 57,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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株式会社�エニイワイヤ� センサ・エンコーダ

CC-Link/LT ピッキングターミナル ALT27XB-02G-P
あらゆる分野の仕分け、組み立て作業に欠かせないピッキングシステム。
PLCのD-I/O感覚で使え、取り付けが簡単な「省配線Picking Terminal」をご提案します。
手軽な省配線CC-Link/LTでシンプルなピッキングシステムの構築が可能です。

特長
●施工が容易
・CC-Link/LTで簡単省配線
・圧接型リンクコネクタで簡単施工

●自由度の高い拡張性のあるシステム構成が可能

●現場要望を反映したターミナル
・明るくきれいなLEDランプ表示部(無点灯時乳白色)
・荒っぽい操作に耐えるゴムカバー付きレバースイッチ(機械的寿命100万回)
・現場でノード番号が簡単に設定できるターミナル
・高い場所に取り付けても取出し確認スイッチにひも取り付け可能

局種 リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 －

質量 0.075kg

標準価格 オープンプライス

問合せ先

テクニカル・サポートダイヤル
	E-mail：info@anywire.jp	TEL：075-952-8077
本社・西日本営業所
	〒617-0813	京都府長岡京市井ノ内下印田8番1
	TEL：075-956-1611		FAX：075-956-1613
東日本営業所
	〒101-0035	東京都千代田区神田紺屋町47番地	新広栄ビル6F
	TEL：03-5209-5711		FAX：03-5209-5713
中部営業所
	〒461-0048	愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14
	TEL：052-723-4611		FAX：052-723-4683
九州営業所
	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神1-15-2	第6明星ビル7F
	TEL：092-724-3711		FAX：092-724-3713
<URL>	http://www.anywire.jp
<E-mail>	info@anywire.jp
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倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-Z/LT 4×0.75mm2 CC-Link/LT対応可動部用ケーブル
CC-Link/LT対応の可動部用ケーブルです。

特長
●細線化した軟銅複合より線を導体に使用しており、左右屈曲部やケーブルベア等、
可動部分でのご使用が可能です。

●外被には耐油・耐熱性ビニル混合物を使用しています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 ケーブル外径	約6.9mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokoy1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp

大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CM/LT(2586) CC-Link/LT対応可動部用ケーブル
CC-Link/LT対応の可動部用ケーブルです。

特長
●UL規格認定品です(スタイル2586)。

●耐油・難燃性に優れた外被を使用しています。

●ロボットケーブルと同等の屈曲性能を有しています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 ケーブル外径	約7mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社	
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp
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三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link/LT専用フラットケーブル CL9-FL4-18
特長

●コスト低減
専用フラットケーブルを使用することにより配線工数が軽減され、配線コストを低減
することが可能です。

●誤配線防止
裏表非対称のケーブル形状のため、逆さまに接続するとコネクタが閉まりません。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9fl418.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link/LT専用可動ケーブル CL9-MV4-075
特長

●屈曲特性に優れた絶縁体(ETFE)と素線構造により400万回以上*1の屈曲性能を
実現しました。
(*1	規定条件下での測定値です。)

●耐油性に優れたシースを使用しておりますので、切削油、潤滑油が付着しやすい環
境にでも使用できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9mv4075.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

VCTFケーブル，可動ケーブル接続用コネクタ CL9-CNR-23 CL9-CNR-20
特長

●簡単作業
・コネクタの取付けは専用圧接工具(形名：L-TOOL-N)で簡単に圧接できます。市
販のプライヤでも取付け可能です。

●誤配線防止
・各コネクタに誤配線確認用窓が付いています。	赤、白、黒色のケーブルが見え
た場合は誤配線です。
・VCTF/可動ケーブル接続用コネクタのカバーには誤配線防止用のカラーマーク
が付いています。

●多機能
・カバー先端樹脂部分をニッパー等で切り取ることで、分岐接続用コネクタとして使
用が可能です。
・嵌合部は雄雌同体となっているため同一コネクタでの嵌合が可能です。また、専
用フラット/VCTF/可動ケーブルのそれぞれのコネクタにおいてもお互いに勘合が可
能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格 7,400円(20個セット)

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9connector.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

フラットケーブル接続用コネクタ CL9-CNF-18
特長

●簡単作業
・コネクタの取付けは専用圧接工具(形名：L-TOOL-N)で簡単に圧接できます。市
販のプライヤでも取付け可能です。

●誤配線防止
・各コネクタに誤配線確認用窓が付いています。	確認窓からオレンジ色のケーブル
が見えた場合は誤配線です。

●多機能
・カバー先端樹脂部分をニッパー等で切り取ることで、分岐接続用コネクタとして使
用が可能です。
・嵌合部は雄雌同体となっているため同一コネクタでの嵌合が可能です。また、専
用フラット/VCTF/可動ケーブルのそれぞれのコネクタにおいてもお互いに勘合が可
能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格 3,500円(10個セット)

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9connector.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

オープンセンサコネクタ(e-CON)ENC-A* ENC-M*
特長

●多機能
・センサ、アクチュエータ等とCC-Link/LTユニットを簡単に接続することができます。
・適合電線サイズは0.08～ 0.50mm2(AWG28～ 20)と幅広いラインナップに対
応しております。
・導通チェック窓により、活線状態でもテスターによる導通確認が可能です。

●簡単作業
・専用圧接工具(形名：e-TOOL-N)で簡単に圧接が可能です。電線の前処理が
不要で、ごみを出しません。

●信頼性
・圧接による結線方式ですので、接触不良によるトラブルを解消します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/ecnam.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

吉野川電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CRFV-A075C04-LT CC-Link/LT専用可動部用ケーブル
産業用ロボット及び省力化機器等の可動部配線に最適です。

特長
●耐屈曲性向上品
±90°屈曲往復結果：400万回以上(支持棒φ60・荷重500g)移動U字屈曲(ケー
ブルチェーンなど)でご使用の場合の弊社推奨曲げ半径Rは7d以上(d：ケーブル外
径)

●耐油・耐熱・難燃性仕様です。
※使用条件によっては、打合わせの上、仕様を変更する場合があります。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 ケーブル外径	約7.2mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒761-0493
香川県高松市小村町331
吉野川電線株式会社
TEL：087-847-5161	FAX：087-847-9484
<URL>	http://www.yoshinogawa.co.jp
<E-mail>	info@yoshinogawa.co.jp
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三菱電機株式会社� 電源

CL1PSU-2A形 CC-Link/LT専用電源
特長

●電源アダプタを内蔵したCC-Link/LTシステム専用電源

●入力電源はAC85～ 264Vフリー

局種 専用電源

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 90(H)×90(W)×90(D)mm

質量 0.40kg

標準価格 19,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<ＵＲＬ>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� 電源

CL1PAD1形電源アダプタ
特長

●外部電源よりCC-Link/LTシステムに電源供給時、システム全体を安定させるため
の電源アダプタです。

局種 電源アダプタ

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 85(H)×66(W)×90(D)mm

質量 0.26kg

標準価格 8,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<ＵＲＬ>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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IDEC�株式会社� 電源

PS2C形 CC-Link/LTスイッチングパワーサプライ
電源アダプタ内蔵/一体化したCC-Link/LT専用のスイッチングパワーサプライ
ACフリー入力(AC100 ～ 240V)で全世界対応

特長
●CC-Link/LT用の電源アダプタ内蔵

●CC-Link/LT用とは別に汎用の24V補助出力電源が付いた機種もご用意

●カバー付ディレーティングなしで、周囲温度50℃まで使用可能

●端子台タイプに加え、フィンガープロテクション構造も完備したワールドワイド電源

●FCCクラスA、VCCIクラスA準拠

●高調波電流規制適合

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

・東京本社	テクニカルサポート	
[機器製品]	TEL	(03)5782-7684	FAX	(03)5782-7698	
[電子製品]	TEL	(03)5782-7692	FAX	(03)5782-7698	
・名古屋営業所	テクニカルサポート	TEL	(052)732-2712	FAX	(052)732-2722	
・大阪営業所	テクニカルサポート	TEL	(06)6398-3070	FAX	(06)6398-3080	
・広島営業所	テクニカルサポート	TEL	(082)242-7110	FAX	(082)242-7115	
・福岡営業所	テクニカルサポート	TEL	(092)474-6331	FAX	(092)474-6334
<URL>	http://www.idec.com/
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� ツール

CC-Link/LT対応 EHLT01形ハンディラインテスタ
CC-Link/LTのシステムに直接接続してCC-Link/LTの通信状態モニタ、リモート局入出力モニタ、出力のON/
OFFテストなどができるユニットです。

特長
●マスタ機能を搭載
EHLT01自体がマスタユニットの役割をはたすことができるので、マスタユニットが無
くても入出力モニタや出力のON/OFFテストなどI/Oチェックができます。

●CC-Link/LT診断が可能
I/Oチェック、エラー検出、リモート局情報の表示、システム情報の表示などCC-
Link/LT診断およびモニタができます。

●CC-Link/LTシステムの立上げも簡単
EHLT01自体に電源供給機能を搭載しているので、CC-Link/LTシステム立上げ
時には、汎用電源(24V)を用意していただければ、EHLT01を介してCC-Link/LT
システムに電源を供給することができます。

局種

占有局数 無し

CC-Linkバージョン －

外形寸法 188mm(H)×96mm(W)×
36.5mm(D)

質量 0.42	kg

標準価格 80,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社
東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州支店	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせ	TEL.0568-36-2068	FAX.0568-36-2045
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ehlt01_feature.html
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三菱電機システムサービス�株式会社� 配線用パーツ

終端抵抗 CL9-TERM
特長

●小型サイズでワンタッチ取付けが可能です。電圧チェック窓により、幹線の電圧確
認を容易に行うことができます。

●専用フラット/VCTF/可動ケーブル単独でシステムを構成する場合及び、専用フラッ
ト/VCTF/可動ケーブルを混在してシステムを構成する場合にご使用できます。
※	幹線の両端には同一形名の終端抵抗をご使用下さい。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格 1,500円

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linklt/cl9term.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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三菱電機株式会社� 機器組込みパーツ

CC-Link/LT専用通信LSI
特長

●【CLC13】(マスタ局)通信プロトコルを内蔵して、外部CPUからはメモリのリード/ライ
トにより、通信プロトコルを意識することなく、データ交信、リモート局の制御をする
機器が簡単に開発できます。

●【CLC21】(リモートI/O局)通信プロトコルを内蔵して、外部CPUは使わず(プログラ
ムレス)にビットデータを扱う機器が簡単に開発できます。

●【CLC31】(リモートデバイス局)通信プロトコルを内蔵し、外部CPUとは2ポートRAM
経由でアクセスするだけで、通信プロトコルを意識することなく、ビット情報(デジタル
入出力)及びワード情報(リモートレジスタ)を扱う機器が容易に開発できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<ＵＲＬ>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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三菱電機株式会社� PLC

CC-Link Safety マスタユニット QS0J61BT12
三菱安全シーケンサMELSEC-QSシリーズに対応したCC-Link Safetyシステムマスタユニットです。

特長
●シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508	SIL3、EN954-1	カテ
ゴリ4、ISO13849-1	Ple)の認証を取得

●同一ネットワーク上に安全リモート局と一般リモート局の混在が可能
また安全リモート局のパラメータをGX	Developer	で簡単に設定可能

●安全リモート局から受信したエラー情報および、安全リモート局との交信処理中に発
生したエラー情報を安全CPU	内の故障履歴に登録

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]

質量 0.12kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-4T
配線とパラメータの組み合わせにより、EN954-1のカテゴリ3または、カテゴリ4に対応したシステムを構築することが
可能。ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を行うことが可能。

特長
●シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508	SIL3、EN954-1/
ISO13849-1	カテゴリ4)の認証を取得したリモートI/Oユニット

●ユニット内部で故障が発生した場合、自己診断機能により故障を検出して出力を
OFF

●ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を実施可能

●メモリ診断、回路ブロック診断などの自己診断を実施

●プログラミングツールのパラメータ設定画面を使用することで、容易に安全リモートI/
Oユニットの設定を行うことが可能

●ユニットに異常が発生した場合、電源のOFF→ONなしでユニット単体のリセットを行
うことが可能

局種 安全リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 65(H)×197(W)×74.5(D)[mm]

質量 0.45kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTS2-8D
配線とパラメータの組み合わせにより、EN954-1のカテゴリ3または、カテゴリ4に対応したシステムを構築することが
可能。ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を行うことが可能。

特長
●シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508	SIL3、EN954-1/
ISO13849-1	カテゴリ4)の認証を取得したリモートI/Oユニット

●ユニット内部で故障が発生した場合、自己診断機能により故障を検出して出力を
OFF

●ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を実施可能

●メモリ診断、回路ブロック診断などの自己診断を実施

●プログラミングツールのパラメータ設定画面を使用することで、容易に安全リモートI/
Oユニットの設定を行うことが可能

●ユニットに異常が発生した場合、電源のOFF→ONなしでユニット単体のリセットを行
うことが可能

局種 安全リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 65(H)×197(W)×74.5(D)[mm]

質量 0.46kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

CC-Link Safety リモートI/Oユニット QS0J65BTB2-12DT
配線とパラメータの組み合わせにより、EN954-1のカテゴリ3または、カテゴリ4に対応したシステムを構築することが
可能。自己診断機能により、ユニット内部の故障を検出して出力をOFFすることが可能。

特長
●シーケンサとして取得できる最高の安全レベル(IEC61508	SIL3、EN954-1/
ISO13849-1	カテゴリ4)の認証を取得したリモートI/Oユニット

●ユニット内部で故障が発生した場合、自己診断機能により故障を検出して出力を
OFF

●ダークテスト(接点の固着診断)により、外部安全機器を含んだ故障診断を実施可能

●メモリ診断、回路ブロック診断などの自己診断を実施

●プログラミングツールのパラメータ設定画面を使用することで、容易に安全リモートI/
Oユニットの設定を行うことが可能

●ユニットに異常が発生した場合、電源のOFF→ONなしでユニット単体のリセットを行
うことが可能

局種 安全リモートI/O局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 98(H)×163(W)×85(D)[mm]

質量 0.67kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

SF-CL1T264T
複雑な安全回路設計を軽減！SF-CL1T264Tが提供する安全システムのトータルソリューション
ライトカーテン・安全機器のネットワーク化と省配線化を実現しました

特長
●ライトカーテンや安全機器などのI/Oを安全フィールドネットワーク	CC-Link	Safetyに
接続し、安全回路の信号を集約して伝送、ネットワーク制御を行えます。

●ライトカーテンSF4Bシリーズを2セットまで、コネクタで簡単に接続できます。

●人体の通過時のみラインを停止させ、ワークの通過時はラインを停止させない
ライトカーテンのミューティングも、プログラムで制御できます。

●端子台はケーブルを接続したまま着脱ができるため、メンテナンス時の工数を削減し
ます。

局種 リモートI/O

占有局数 1局

CC-Linkバージョン －

外形寸法 190(W)×83(H)×98(D)mm

質量 約700g

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック	デバイスSUNX株式会社
技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/j/company/index.html
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット QJ71GP21-SX
生産現場のネットワークの高速・大容量化を実現

特長
●装置・設備の高速化とデータの大容量化が実現：ギガビットイーサネット技術を導入
して通信速度を1Gbps、ネットワーク型共有メモリを256Kバイト(ワードデータ)とし、
装置の高速化とデータの大容量伝送を実現します。

●敷設コスト・保守コストの削減：市販のイーサネット用ケーブル、ネットワークアナラ
イザーを使用することができ、ネットワークの敷設コスト、保守コスト等の削減が可能
です。

●ネットワーク型共有メモリ方式によるネットワーク構築の簡易化：「ネットワーク型共有
メモリ方式」の採用により、共有メモリとシーケンサデバイス間を自動リフレッシュ(更
新)します。これにより、コントローラの分散制御を図るネットワークを容易に構築でき
ます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 98(H)×27.4(W)×90(D)[mm]

質量 0.18kg

標準価格 180,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 外部電源供給機能付 QJ71GP21S-SX
生産現場のネットワークの高速・大容量化を実現

特長
●装置・設備の高速化とデータの大容量化が実現：ギガビットイーサネット技術を導入
して通信速度を1Gbps、ネットワーク型共有メモリを256Kバイト(ワードデータ)とし、
装置の高速化とデータの大容量伝送を実現します。

●敷設コスト・保守コストの削減：市販のイーサネット用ケーブル、ネットワークアナラ
イザーを使用することができ、ネットワークの敷設コスト、保守コスト等の削減が可能
です。

●ネットワーク型共有メモリ方式によるネットワーク構築の簡易化：「ネットワーク型共有
メモリ方式」の採用により、共有メモリとシーケンサデバイス間を自動リフレッシュ(更
新)します。これにより、コントローラの分散制御を図るネットワークを容易に構築でき
ます。

●外部給電による安定運用：シーケンサCPUのシャットダウン時も、ループバックせず
に通信を継続できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 98(H)×55.2(W)×90(D)[mm]

質量 0.28kg

標準価格 250,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット RJ71GP21-SX
特長

●CC-Link	 IEコントローラネットワークは、大規模なコントローラ分散制御に最適なギ
ガビットイーサネットベースのコントローラネットワークです。高速(1Gbps)・大容量
(128Kワード)・光二重ループにより、信頼性の高いコントローラネットワークシステ
ムを構築できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×27.8(W)×110(D)
[mm]

質量 0.18kg

標準価格 150,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

マルチネットワーク対応Ethernetユニット RJ71EN71
特長

●2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link	IEフィールドネットワークのマスタ局/
ローカル局または、CC-Link	 IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使
用いただけます。

局種 管理局/通常局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×27.8(W)×110(D)
[mm]

質量 0.17kg

標準価格 150,000円

問合せ先

三菱電機株式会社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE内蔵CPUユニット R□ENCPU 
MELSEC iQ-RシリーズのCPU本体にCC-Link IEを内蔵しています。

特長
●ネットワーク部の2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link	IEフィールドネットワー
クのマスタ局/ローカル局または、CC-Link	 IEコントローラネットワークの管理局/通
常局としてご使用いただけます。

●CPU部のEthernetポートは、Ethernetの通信ポートとして使用できます。

●ネットワーク部の2つのEthernetポートは、別々のネットワークを組み合わせて使用で
きます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×56(W)×110(D)[mm]

質量 0.40kg

標準価格
140,000円/240,000/
400,000円/500,000円/
700,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

CC-Link IEコントローラネットワークユニット RJ71GP21S-SX
特長

●CC-Link	IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使用いただけます。

●外部供給電源機能付きタイプを使用することで、シーケンサの電源ダウン時でも通
信を継続できます。

●局単位ブロック保証により、データの整合性が保証されます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106mm(H)×56mm(W)
×110(D)[mm]

質量 0.26kg

標準価格 220,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
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三菱電機株式会社� PC・他

CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード Q80BD-J71GP21-SX Q80BD-J71GP21S-SX
パソコンをCC-Link IEコントローラネットワークシステムに接続して、パソコンとシーケンサ間で高速かつ大容量デー
タ通信を実現します。

特長
●パソコンをCC-Link	IEコントローラネットワークに組み込むことができます。

●ユニバーサルPCIに対応します。(PCI-Xスロットにも対応しています。)

●CC	IE	ControlユーティリティにてチャネルNo.、局番などの各種設定が簡単に行え
ます。

●Windows用ソフトウェアパッケージを同梱しています。(Windows以外のOSでご使
用のお客様向けに、各種OS用ドライバを開発するためのリファレンスマニュアルを
ご用意しております。)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 121(H)×181(W)×18.5(D)
[mm]

質量 0.12kg/0.14kg

標準価格 210,000円/280,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PC・他

CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード Q81BD-J71GP21-SX Q81BD-J71GP21S-SX
CC-Link IE コントローラネットワークボードは，パソコンをCC-Link IE コントローラネットワークに接続して，パソコンと
シーケンサ(コントローラ)間で高速かつ大容量データ通信を実現します。

特長
●パソコンにCC-Link	IEコントローラネットワークボードを装着することにより，パソコンを
CC-Link	IEコントローラネットワークの管理局，通常局として使用することができます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 -

質量 0.13kg/0.14kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<ＵＲＬ>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� PC・他

CompactPCI対応CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード
CompactPCIバス対応コンピュータをCC-Link IEコントローラネットワークシステムに接続して、コンピュータとシーケ
ンサ間で高速かつ大容量データ通信を実現します。

特長
●Compact	PCI	バス対応のCC-Link	IE	コントローラネットワークインタフェースボード
です。Compact	PCI	対応のFA	コンピュータで制御するシステムをCC-Link	IEコン
トローラネットワークに組み込むことができます。

●CC-Link	IE	コントローラネットワークの管理局/	通常局としてご使用いただけます。

●外部供給電源機能付タイプ(ECP-CLECBDS)を利用することで、FA	コンピュータ
のシャットダウン中も通信を継続できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 210	x	131	x	20	[mm]

質量 0.17kg	/	0.20kg

標準価格 231,000円	/	308,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社
東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州支店	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
技術的なお問い合わせ	TEL.0568-36-2068	FAX.0568-36-2045
<URL>	http://www.mee.co.jp
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/cc-link/ecp-clecbd_feature.html
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三菱電機株式会社� 表示器

GOT1000用CC-Link IEコントローラネットワーク通信ユニット GT15-J71GP23-SX
通信速度：1Gbps、ネットワーク型共有メモリ：大容量256KbyteのCC-Link IEコントローラネットワークに対応。情
報系から生産現場まで幅広く活躍！

特長
●高速通信システムの実現

●GOTマルチチャンネルに対応

●大規模かつフレキシブルな、システム構成

●充実したRAS機能

●GOT本体でのネットワーク診断機能追加

●他ネットワークとの通信(ルーチング機能)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 136(W)×44(H)×120(D)mm

質量 0.28kg

標準価格 165,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<ＵＲＬ>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb
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JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

光ケーブル GI(50/125)2心高強度タイプ CCNC-IEC/HSB
CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(機器間配線、幹線用)

特長
●柔軟でかつ側圧、衝撃に強く、耐摩耗性に優れた高強度タイプの製品です

●機器間配線や幹線など、ケーブル保護が出来ない環境に最適です

●RoHS指令に適合

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約6.5(mm)

質量 約31(kg/km)

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp

JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

光ケーブル GI(50/125)2心 標準タイプ CCNC-IEC/AW
CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(機器内配線、架内配線に使用できます)

特長
●機器内配線、架内配線に最適です。

●RoHS指令対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約2.0×4.0(mm)

質量 約11	(kg/km)

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp
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冨士電線株式会社� ケーブル・コネクタ

FSDK-G50+WLCP+WLCP-□W
CC-Link IEコントローラネットワークに対応したWLC型光コネクタ付2心メガネ型コード

特長
●Φ2.0mmの2心メガネ型コードの両端にWLC型コネクタを取り付けた端末加工品

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 仕上外径：約2.0mm×約4.0mm

質量 7.5kg/km

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

冨士電線株式会社	東京事務所
TEL	:	03-5217-0911
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/kakou/cc-link/wlc-fsdk.htm
<E-mail>	sales@fuji.swcc.co.jp

冨士電線株式会社� ケーブル・コネクタ

FSTK-G50-02-V+WLCP+WLCP-□W
CC-Link IEコントローラネットワークに対応したWLC型光コネクタ付コード集合型ケーブル

特長
●φ2.0mmの単心コード2本を集合し被覆を施した
ケーブルの両端に、WLC形コネクタを取り付けた
端末加工品

●テンションメンバに抗張力繊維を採用しており
可とう性に優れたケーブル

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 仕上外径：約6.5mm

質量 40kg/km

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

冨士電線株式会社	東京事務所
TEL	:	03-5217-0911
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/kakou/cc-link/wlc-fstk.htm
<E-mail>	sales@fuji.swcc.co.jp
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三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 UL認定光ファイバケーブル QG-BU
UL規格に対応した、難燃性の高い光ファイバケーブルです。

特長
●ULリステッド(UL	TYPE	OFNR)に対応しており、ULワイヤリング・ハーネス・プロ
グラムを適用しております。

●UL1666のライザー燃焼試験に合格した難燃性の高いケーブルです。

●外径が細いケーブルにより布設環境の狭い場所にも使用できます。

●420N以下の力で直接けん引が可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 φ5mm

質量 20kg	/	km

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/opt-fiber/gi_optfiber/
gi_optfiber_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 可動部用光ファイバケーブル  QG-VCT
1000万回の屈曲試験に合格した、可とう性に優れた光ファイバケーブルです。
ケーブルベアやカーテンレール方式でご使用いただけます。

特長
●1000万回の屈曲試験に合格した、屈曲性能が非常に優れた光ファイバケーブル
です。

●ケーブルベア、カーテンレール等繰返し動作を行う可動部での使用が可能です。

●金属を用いていないため、柔軟で可とう性に優れています。

●布設時ケーブルを直接けん引することが可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 φ6mm

質量 30kg ／ km

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-.353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/opt-fiber/
gi_optfiber/gi_optfiber_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

QG-AW, B, C, DL CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(盤内用、屋内用、屋外用、屋外補強型)
CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(当社オリジナル保護ホルダ付)

特長
●盤内用・屋内用・屋外用・屋外補強型と豊富なラインナップで、様々な環境に対
応できます。

●屋内用・屋外用ケーブルは細径、コード集合構造を採用することにより工場の狭い
布設環境に対応できます。

●屋内用・屋外用ケーブルはテンションメンバ無しで屋外補強型と同等の許容張力が
あり、直接けん引が可能です。

●屋外用ケーブルは防水特性があり、冠水・一時的な水没にも耐えられます。

●付属の保護ホルダを装着することにより、コネクタ根元の折損防止や盤内の省ス
ペース化を図れます。

●曲げ特性を向上させたコネクタブーツにより、コネクタ根本の断線を低減します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/opt-fiber/gi_optfiber/
gi_optfiber_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

AC302893ファイバー光パッチ・コード：Duplex Zip 2.0mm LCD/PC-LCD/PC、2f、OM2 低損失、2m、ライザー
パッチ・コード・アセンブリは、Duplex Zip 2.0mm、マルチモード50ミクロン、OM2、両端ともLC二重コネクタに
より接続できるファイバー・ケーブルにより構成。挿入損失は最大0.3dBに設定。

特長
●0.3dBの低損失挿入

●100%光学テスト済み

●低挿入損失と高耐久性を実現する高品質セラミック・フェルール

●標準サイズとして2、5、10、15、25mをご用意

●任意の長さで構成可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp
<URL>	http://www.belden.com/
<URL>	http://www.belden.com/07Markets/07_Industrial/07_Industrial_
Network_Protocol_Solutions/CC_Link.cfm
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日本製線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Control対応2心光ファイバコード
機器内配線に適したLCコネクタ付き2心メガネ型光コード

特長
●型式：C-2G50EM-BLC/LC
2連型(DLC)コネクタも対応可能です
外被色：若草
ファイバ種別：GI(50/125)
耐環境性：環境配慮型(EM)、RoHS指令対応
平型、コード集合型、屋外型も対応可能です

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 短径1.8mm×長径3.6mm

質量 6.0kg/km

標準価格

問合せ先

日本製線株式会社
問い合わせ窓口	辻・佐久間
TEL	:	03-3572-3471
<URL>	http://www.nscable.co.jp
<E-mail>	info@nscable.co.jp

Shanghai�Powerful�Automation�Technology�Development�Co.,�Ltd� ケーブル・コネクタ

PWF-QG-G50-2C-B
CC-Link IE Control ネットワーク対応 光ファイバケーブル

特長
●柔軟でかつ側圧、衝撃に強く、耐摩耗性に優れた高強度タイプの製品です

●機器間配線や幹線など、ケーブル保護が出来ない環境に最適です

●任意の長さで構成可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 ケーブル外径約7.0mm

質量 34kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	上海湃偓福自动化科技发展有限公司
電話番号	:	+86-021-56591078
<URL>	http://www.sh-powerful.com/
<E-mail>	shanghai_pwf@163.com
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ダイヤトレンド株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(GI G50/125タイプ) DFC-QGシリーズ
コネクタ付きのCC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブルです。
光コードにコア径50μm、クラッド径125μmのマルチモードGI用光ファイバを採用。

特長
●盤内用、盤内	可動用、屋内用、屋内用(補強)、屋内	可動用、屋外用(補強)
LAPシースをラインナップ。

●[盤内用]DFC-QG□-CP21(**M)
→コネクタ：DLC,	SC,	FC,	なしから選択。
[盤内	可動用]DFC-QG□-CPV21(**M)
→コネクタ：DLC,	SC,	FC,	なしから選択。
[屋内用]DFC-QG□-RM21(**M)
→コネクタ：DLC,	SC,	FC,	なしから選択。
[屋内用(補強)]DFC-QG□-RMT□1(**M)
→コネクタ：DLC,	SC,	FC,	なし	/	光コード数：	2,	4,	6,	8	から選択。
[屋内	可動用]DFC-QG□-RMV21(**M)
→コネクタ：DLC,	SC,	FC,	なしから選択。
[屋外用(補強)LAPシース]DFC-QG□-FDL□1(**M)
→コネクタ：DLC,	SC,	FC,	なし	/	光コード数：	2,	4,	6,	8	から選択。

●ご指定のケーブル長でのオーダー製作承ります。(2000mまで)
※[盤内用]/[盤内	可動用]→1000mまで

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 オープンプライス

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339		FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL>	https://www.diatrend.com
<URL>	https://www.diatrend.com/optifiber/cc-linkie/gi_lineup.htm

ダイヤトレンド株式会社� ケーブル・コネクタ

中継アダプタ DFC-DLC-ADP
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル(DLCコネクタ)を延長できる中継アダプタです。

特長
●DLC⇔DLC用中継アダプタ

●着脱耐久性	：	500回以上

●接続損失：0.5dB以下	(シングルモードファイバ使用時)
	 0.3dB以下	(マルチモードファイバ使用時)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 オープンプライス

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339		FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL>	https://www.diatrend.com/
<URL>	https://www.diatrend.com/optifiber/option/lineup.htm
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岡野電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Control用光ファイバコード
機器配線に使用可能な2心メガネコード

特長
●・型番：EM-OKOP-5G17-CM(LG)-DLC-DLC
・色：若草(他色をご希望の場合はお問い合わせください)
・ファイバ種：GI(50/125)
・コネクタ：両端DLCコネクタ(2連LCコネクタ)
・耐環境性：RoHS指令対応
・販売形態：長さをご指定下さい

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約1.7×3.6(mm)

質量 5(kg/km)

標準価格

問合せ先

会社名	:	岡野電線株式会社
電話番号	:	046-261-3122
その他	:	
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/products/optical.html
<E-mail>	info-e@okano-cable.co.jp

岡野電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Control用耐側圧光ファイバケーブル
側圧に耐えられる強靭な光ファイバケーブル

特長
●・型番：屋外用ゴリラケーブル両端DLCコネクタ付
・ケーブル色：黒
・ファイバ種：GI(50/125)
・コネクタ：両端DLCコネクタ(2連LCコネクタ)
・耐環境性：RoHS指令対応
・販売形態：長さをご指定下さい

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約6.2(mm)

質量 40(kg/km)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	岡野電線株式会社
電話番号	:	046-261-3122
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/products/optical.html
<E-mail>	info-e@okano-cable.co.jp
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Long�Yang�Enterprise�Co.,�Ltd.� ケーブル・コネクタ

Optical Fiber Cable FL-MT0303D series
CC-Link IE Controller Network Compatible Armored Fiber Patch Cord, LC-LC,
OM3 50/125 (PVC/LSZH) 
FL-MT0303Dx-XXX(x: Jacket Material, XXX: Length)

特長
●Tight	buffer	fiber		

●Armid	 yarn	 as	 strength	member	make	 cable	 have	 excellent	 tensile	
strength.

●2-core	optical	fiber	jumper.			

●With	armored	to	make	fiber	most	strong.			

●Good	flexibility.					

●Good	mechanical	and	temperature	performance.

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.fastlink.com.tw/
<E-mail>	emily@longyang.com.tw
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三菱電機株式会社� 周辺ソフトウェア

CC-Link IE コントローラネットワーク オブジェクト開発
CC-Link IEオブジェクト開発を使用し、CC-Link IEコントローラネットワーク対応機器を開発できます。

特長
●オブジェクト開発はオブジェクトコードとリファレンスマニュアルで構成されています。

●デバイスキットを使用して実現できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

三菱電機株式会社� 周辺ソフトウェア

GX Works2 SW1DNC-GXW2-J
シーケンサエンジニアリングソフトウェア
プログラミングを簡単に。すべての操作を快適に。

特長
●「ネットワークパラメータ(CC-Link)」でパラメータ設定することにより、シーケンスプロ
グラムなしで、パラメータ設定ができます。

●パラメータは表形式で簡単に設定ができます。

●「CC-Link診断」にて，ビジブルに各局の状態を確認することができます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 ￥150,000

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/
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三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社� 周辺ソフトウェア

CC-Link IE コントローラネットワーク 無停止型サーバー ftServer
CC-Link IEコントローラネットワーク対応無停止型サーバーは、先進の二重化で止まらないシステムを実現します。

特長
●高信頼な計装システムにフィット。高速・高信頼なCC-Link	 IEの機能をサポートし
た無停止型サーバーがライン監視や生産管理システムなどのシステムの稼働率の
向上を実現いたします。

●無停止型サーバーftServer	は、主要コンポーネントの二重化で稼働率99.999%
実証。製造現場への導入で従来の計装シーケンサの導入だけでなく、システム停
止の回避できシステム全体の信頼性向上を実現いたします。

●専門的な知識は不要で、シングルサーバーと同等の操作性で運用管理者の負担を
低減。また、1台の無停止型サーバーでハードウエアを冗長構成しており、万が一
の障害発生時にも待機系システムに自動切替するため、二重化システムを意識す
る必要がありません。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 445(幅)	×	743(奥行)	
×	178(高さ)mm

質量 54.43kg

標準価格

問合せ先

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
お問合せフォーム	
<URL>	https://www.mind.co.jp/contact/ssl/php/474/inquiryform.
php?fid=474&svid=sv_02_05_15
<URL>	http://www.mind.co.jp/
<URL>	http://www.mind.co.jp/service/idc_platform/platform_products/
businessplatform/ftserver/index.html
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株式会社�TFF�フルークネットワークス� ツール

CertiFiber Pro マルチモード光損失測定キット
CC-Link IEコントローラ 光ファイバー配線の迅速な損失測定とドキュメント化

特長
●認証までの時間を短縮	-	3	秒間で	2	本のファイバーを	2	波長で試験	

●ANSI/TIA	および	ISO/IEC	最新規格によって要求されるエンサークルド・フラック
スによる測定に準拠

●LinkWare™	管理ソフトウェアで、試験結果を解析し、専門的な試験レポートを作成

●ProjX™	管理システムのより、すべての測定作業が確実かつ正確に完了しているこ
とを確認

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 67㎜×133㎜×279㎜

質量 1.28㎏

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社TFF	フルークネットワークス
TEL	:	03-6714-3117
<URL>	http://jp.flukenetworks.com
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/CertiFiberPro
<E-mail>	infoj@fluke.com	

株式会社�TFF�フルークネットワークス� ツール

FTK1300マルチモード光損失測定拡張キット
ファイバーの光損失試験、光パワーの測定、コネクター端面確認の測定キット

特長
●光ファイバー作業者に必要な、光ファイバー･ケーブルの光損失測定、フェルール
端面の確認、およびクリーニングを含めた多彩な構成キットが用意され、専用の頑
丈なキャリング･ケースと共にパッケージ化

●CheckActive™	機能により、特別な設定なしに、接続した光ファイバー･ケーブル
が稼働中かどうかの確認を、ブザー音の発生とアイコン表示により実現

●1000	件の結果を保存できる大容量の内蔵メモリーとテスト結果を分析し、プロ並
みのテスト・レポートを作成するのに役立つ	LinkWare	ケーブル・テスト管理ソフト
ウェア

●2	波長同時の光ロス(損失)テスト機能による試験時間の半減化およびMin/Max機
能が、断続的な光パワー変動の正確な追跡を自動化

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 165㎜	x	80㎜	x	39㎜

質量 325g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社TFF	フルークネットワークス
TEL	:	03-6714-3117	
<URL>	http://jp.flukenetworks.com
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/datacom-cabling/fiber-testing/
SimpliFiber-Pro-Optical-Power-Meter-and-Fiber-Test-Kits
<E-mail>	infoj@fluke.com
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三菱電機システムサービス�株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応 光メディアコンバータ  DMC-1000SL-DC
CC-Link IEコントローラネットワークの局間を最大15kmまで延長することが可能です。製鉄所、プラント等非常に大
規模な設備にもCC-Link IEコントローラネットワークをご使用いただけます。

特長
●CC-Link	IE	コントローラネットワークにおける通信距離の拡大が可能です。

●1000BASE-SXユニットと1000BASE-LXユニットの通信を実現します。

●3R再生方式の低ジッタ伝送により、4段までのカスケード接続が可能です。

●リンクパススルーに対応しているためケーブル断線時に、CC-Link	IE	コントローラネッ
トワークのループバック機能が使用できます。

●UL、CE規格取得済みです。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W31×H95×D90	[mm]

質量 0.25	[kg]

標準価格 210,000円

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linkie/dmc1000sldc/dmc1000sldc_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp

三菱電機システムサービス�株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応接続ターミナル SC-ECT-P3
CC-Link IE コントローラネットワークにおける局間へのユニット追加、または段階的な立上げを既設ケーブルの配線
変更することなく可能とする製品

特長
●局間に接続ターミナル1台を入れることで、最大3台までのユニット追加が可能(4台
以上は不可です)

●既設ケーブルを張替えることなく段階的な立上げをすることが可能(追加ユニットに対
して4心ケーブル1本の敷設作業のみ)

●ネジでの取付け、またはDINレールへの取付けが可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W151×H65×D64	[mm]

質量 0.3	[kg]

標準価格 30,000円

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linkie/connectedterminal/
connectedterminal_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-QSシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット QS0J71GF11-T2
安全シーケンサをCC-Link IEフィールドネットワークに接続するためのユニットです。

特長
●システムの配置に合わせた柔軟な配線が可能。ネットワークの配線は，スター接続，
ライン接続またはリング接続ができます。スター接続の場合は，1000BASE-T対応
のスイッチングハブが使用できます。1つのネットワークにスター接続とライン接続の
混在もできるため，制御盤間はスター接続，ライン内はライン接続といった柔軟な配
線ができます。

●通信速度が1Gbpsのため，高速な交信ができます。また，通信応答性能が向上し
ているため，タクトタイムを短縮できます。

●伝送遅れ時間が短いため，通信時に発生する遅延を意識する必要がありません。

●高い安全性を確保したデータ交信(安全通信)が行えます。同一ネットワークの安全
局間で，安全コネクションを確立後にデータ交信します。

局種 マスタ局(安全局)/
ローカル局(安全局)

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 98(H)×27.4(W)×115(D)[mm]

質量 0.18kg

標準価格 オープン価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット QJ71GF11-T2
CC-Link IEフィールドネットワークでは，スレーブ局と高速かつ大容量なデータ交信ができます。

特長
●通信速度が1Gbpsのため，高速な交信ができます。また，通信応答性能が向上し
ているため，タクトタイムを短縮できます。

●接続インタフェースには，Ethernet規格の1000BASE-Tを使用しています。市販
の1000BASE-T規格対応のEthernet	ケーブルが使用できるため，配線コストが抑
えられます。

●ネットワークの配線は，スター接続，ライン接続またはリング接続ができます。スター
接続の場合，1000BASE-T対応のスイッチングハブが使用できます。1つのネット
ワークにスター接続とライン接続の混在もできるため，制御盤間はスター接続，ライ
ン内はライン接続といった柔軟な配線ができます。

●伝送遅れ時間が短いため，通信時に発生する遅延を意識する必要がありません。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 98(H)×27.4(W)×115(D)[mm]

質量 0.18kg

標準価格 80,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2
CC-Link IE フィールドネットワークでは，スレーブ局と高速かつ大容量なデータ交信ができます。

特長
●システムの配置に合わせた柔軟な配線が可能。ネットワークの配線は，スター接続，
ライン接続またはリング接続ができます。スター接続の場合は，1000BASE-T対応
のスイッチングハブが使用できます。1つのネットワークにスター接続とライン接続の
混在もできるため，制御盤間はスター接続，ライン内はライン接続といった柔軟な配
線ができます。

●伝送遅れ時間が短いため，通信時に発生する遅延を意識する必要がありません。

局種 マスタ局/ローカル局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 90(H)×45(W)×95(D)[mm]

質量 0.27kg

標準価格 80,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ マルチネットワーク対応Ethernetユニット RJ71EN71
特長

●2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link	IEフィールドネットワークのマスタ局/
ローカル局または、CC-Link	 IEコントローラネットワークの管理局/通常局としてご使
用いただけます。

局種 マスタ局/ローカル局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×27.8(W)×110(D)
[mm]

質量 0.17kg

標準価格 150,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

Ｐ
Ｌ
Ｃ



354

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット QD77GF16
モーション制御に必要な同期性とEthernetの汎用性を両立、CC-Link IEフィールドネットワークを活用した駆動制御
を実現します。

特長
●簡単なパラメータ設定とシーケンスプログラムからの始動で最大16軸の位置決め制
御、同期制御、カム制御を簡単に行うことができます。

●CC-Link	IEフィールドネットワークのマスタ局として使用できます。

●1つのネットワークで、サーボアンプ、フィールド機器(リモートI/O、センサ等)と通信
ができます。

●同期通信機能に対応しているDC入力、トランジスタ出力、アナログ入力/出力、
高速カウンタユニットと動作タイミングを揃えることで、各スレーブ機器とサーボアンプ
間の同期制御を実現します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 98.0(H)	×	27.4(W)	×	115(D)

質量 0.26kg

標準価格 ￥260,000

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2821
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/index.html
<URL>	http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/ssc/pmerit/sscq/
qd77gf/point.html

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE内蔵CPUユニット R□ENCPU
MELSEC iQ-RシリーズのCPU本体にCC-Link IEを内蔵しています。

特長
●ネットワーク部の2つのEthernetポートは、Ethernet、CC-Link	IEフィールドネットワー
クのマスタ局/ローカル局または、CC-Link	 IEコントローラネットワークの管理局/通
常局としてご使用いただけます。

●CPU部のEthernetポートは、Ethernetの通信ポートとして使用できます。

●ネットワーク部の2つのEthernetポートは、別々のネットワークを組み合わせて使用で
きます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×56(W)×110(D)[mm]

質量 0.40kg

標準価格
140,000円/240,000円/
400,000円/500,000円/
700,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� PC・他

インタフェースボード Q80BD-J71GF11-T2, Q81BD-J71GF11-T2
パソコンをCC-Link IEフィールドネットワークシステムに接続して、パソコンとシーケンサ間で高速かつ大容量データ
通信を実現します。

特長
●CC-Link	IEフィールドネットワークにパソコンを容易に組み込むことが可能

●システム制御や高速なデータ収集が可能

●従来のボード製品で作成したユーザプログラムが流用可能

●画面上でCC-Link	IEフィールドネットワークの状態を確認

●Windows用ソフトウェアパッケージを同梱しています。(Windows以外のOSでご使
用のお客様向けに、各種OS用ドライバを開発するためのリファレンスマニュアルを
ご用意しております。)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法
121(H)×18.5(W)×181(D)[mm]/
121(H)×18.5(W)×181(D)[mm]/
80(H)×18.5(w)×181(D)[mm]

質量 0.11kg/0.08kg(standard)/
0.07kg(low	profile)

標準価格 160,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PC・他

CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションボード MR-EM340GF
パソコン環境で、CC-Link IEフィールドネットワークによるモーション制御

特長
●豊富なモーション制御で最適なソリューションを実現

●CC-Link	IEフィールドネットワークで様々なフィールド機器を自由に接続

●充実した開発・デバッグ環境	MELSOFT	EM	Software	Development	Kit

●Visual	C++(R)で簡単プログラミング

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 167.65(W)	mm	×	111.15(H)	
mm

質量 0.13kg

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6740	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3793	 中部支社	 052-565-3326
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
関越支社	 048-600-5835	 関西支社	 06-6347-2821
新潟支店	 025-241-7227	 中国支社	 082-248-5445
神奈川支社	 045-224-2623	 四国支社	 087-825-0055
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/ssc/pmerit/sscemb/
mr_em/point.html
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三菱電機株式会社� PC・他

MELIPC MI5000シリーズ MI5122-VW
特長

●装置制御と情報処理機能を融合し、1台で実現します。リアルタイムOS	
VxWorks®を搭載していることで、一般的な産業用パソコンでは対応できないリア
ルタイム制御を実現し、高速・高精度な装置制御、情報処理に貢献します。

●CC-Link	IEフィールドネットワークのマスタ局/ローカル局としてご使用いただけます。

局種 マスタ局、ローカル局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×362(W)×119(D)[mm]

質量 2.674kg

標準価格 オープン

問合せ先

三菱電機FAサイトの『お問い合わせ』→『購入・見積もり』から各支社を選択いただき、
制御機器ーシーケンサ	MELSECの窓口をご確認ください。
三菱電機FAサイト
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット RJ71GF11-T2
特長

●CC-Link	IEフィールドネットワークは、コントローラ分散制御・I/O制御・安全制御・
モーション制御を統合するオールラウンドなギガビットイーサネットベースのフィールド
ネットワークです。生産ラインや装置、機器のレイアウトに合わせて、スター型・ラ
イン型・リング型の接続方式によるフレキシブルな配線を実現します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×27.8(W)×110(D)
[mm]

質量 0.17kg

標準価格 50,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク対応シンプルモーションユニット RD77GF
一つのネットワークで、サーボアンプ、I/O、高速カウンタなど様々なフィールド機器を自由に接続でき、高度なモーショ
ン制御を実現します。

特長
●一つのエンジニアリングソフトウェアMELSOFT	GX	Works3で簡単に設定・診断
ができます。

●サーボ指令通信周期にあわせた入出力が可能です。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク対応新製品サーボアンプ「MR-J4-GF(-RJ)」と接
続できます。

●ネットワークのマスタ局として使用できるため、システム構築のコストを抑えられます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106.0(H)	×	27.8(W)	
×	110.0(D)

質量 0.23kg

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2821
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/ssc/pmerit/ssciqr/
rd77gf/point.html
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット FX5-CCLIEF
MELSEC iQ-FシリーズFX5シーケンサをCC-Link IEフィールドネットワークにインテリジェントデバイス局として接続す
るためのインテリジェント機能ユニットです。

特長
●サイクリック伝送を使用することで、FX5シーケンサの入出力をマスタ局の入出力の
ように使用できます。

●トランジェント伝送を使用することで、マスタ局からFX5シーケンサのデバイスに直接
アクセスできます。トランジェント伝送では、異なるネットワークとも交信できます。

●パラメータ設定は、GX	Works3の画面上でできます。設定用のプログラムを作成
する必要はありません。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 90(H)×50(W)×103(D)[mm]

質量 0.3kg

標準価格 49,000円

問合せ先

本社	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 静岡支店	 054-202-5630
関越支社	 048-600-5835	 関西支社	 06-6486-4122
新潟支店	 025-241-7227	 中国支社	 082-248-5348
神奈川支社	 045-224-2624	 四国支社	 087-825-0055
北陸支社	 076-233-5502	 九州支社	 092-721-2247
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット RJ72GF15-T2
CC-Link IEフィールドネットワークのビルディングブロックタイプのリモートユニットです。MELSEC iQ-Rシリーズの各
種I/Oユニット、インテリジェント機能ユニットを組み合わせてリモート局を構築できます。

特長
●ユニットを自由に組み合わせることで、用途別に最適なサイズ、機能のリモート局と
して構成することができます。

●USBポートを使用してリモートヘッドユニットからネットワーク上の他局にアクセスする
ことで、パラメータ設定・モニタリングなどエンジニアリングの効率を向上します。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/faspec/point.
do?kisyu=/plcnet&popup=1&formNm=RJ72GF15-T2
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三菱電機株式会社� PLC

MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク ヘッドユニット LJ72GF15-T2
MELSEC-L シリーズの入出力ユニットおよびインテリジェント機能ユニットを，CC-Link IEィールドネットワークに接続するた
めのユニットです。ヘッドユニットは，CC-Link IE フィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として使用できます。

特長
●サイクリック伝送を使用することで，ヘッドユニットに装着したユニットの入出力を，マ
スタ局の入出力のように使用できます。

●トランジェント伝送を使用することで，マスタ局およびローカル局からヘッドユニットの
デバイスや，インテリジェント機能ユニットのバッファメモリに直接アクセスできます。
トランジェント伝送では，異なるネットワークとも交信できます。マスタ局およびローカ
ル局からヘッドユニットへの要求は，専用命令で行います。

●ヘッドユニットのパラメータ設定は，GX	Works2	の画面上でできます。設定用のプ
ログラムを作成する必要はありません。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 90(H)×50(W)×95(D)[mm]

質量 0.23kg

標準価格 68,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

株式会社�キーエンス� PLC

KV-7000シリーズ用 Ethernetユニット KV-XLE02
CC-Link IE Fieldをはじめ、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINETに1ユニットで対応。

特長
●動作局：インテリジェンスデバイス局に対応

●通信速度は1Gbpsのため高速なデータ交信ができます。

●パラメータ設定は、KV	STUDIO(ラダーサポートソフト)上で設定するのみで完了し、
プログラムレスで交信可能。

●スター/ライン/リング型のトポロジに対応し、柔軟な配線ができます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 36(W)×92.5(H)×95(D)mm

質量 約190g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社キーエンス	制御システム事業部
TEL:06-6379-1271	FAX:06-6379-1270
<URL>	http://www.keyence.co.jp
<URL>	https://www.keyence.co.jp/products/controls/plc-building/
kv-7000/models/kv-xle02/
<E-mail>	info@keyence.co.jp
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Balluff�GmbH� デジタルI/O

BNI CIE-104-105-Z015
8x M12ポートがあるCC-Link IE Field スタンダード入力モジュール。 16 デジタル入力（PNP）、分配された入力ボッ
クス、耐水、Field取付可、IP67。

特長
●16デジタル入力	（PNP）

●IP	67	耐水・滞油性

●8x	ポート	M12

●Field取付可

●モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ

局種 インテリジェントデバイスステーション

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 W	x	H	x	D	[mm]	
68	x	224	x	36.9

質量 685	[g]

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/

Balluff�GmbH� デジタルI/O

BNI CIE-106-105-Z015
8x M12ポートがあるCC-Link IE Field Standard 入力モジュール。16 デジタル入力（NPN）、分配された入力ボッ
クス、耐水、Field取付可、IP67。

特長
●16	デジタル入力	（NPN）

●IP	67	耐水・耐油性

●8x	ポート	M12

●Field取付可

●モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ

局種 インテリジェントデバイスステーション

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 W	x	H	x	D	[mm]	
68	x	224	x	36.9

質量 685	[g]

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/
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Balluff�GmbH� デジタルI/O

BNI CIE-302-105-Z015
8x M12ポートがあるCC-Link IE Field Standard IOモジュール。 最大16 デジタル入力/出力（PNP）、自由な構
成可能、分配されたI/Oボックス、防水、Field取付可、IP67。

特長
●最大	16	デジタル出力/最大16デジタル入力（PNP）自由な構成可

●IP	67	耐水・耐油性

●8x	ポート	M12

●Field取付可

●モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ

局種 インテリジェントデバイスステーション

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 W	x	H	x	D	[mm]	
68	x	224	x	37.9

質量 685	[g]

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/

Balluff�GmbH� デジタルI/O

BNI CIE-311-105-Z015
8x M12ポートがあるCC-Link IE Field Standard IOモジュール。 最大16 デジタル入力/出力（NPN）、自由な構
成可、分配されたI/Oボックス、防水、Field取付可、IP67。

特長
●最大16デジタル出力/最大16デジタル入力（NPN）自由な構成可

●IP	67	耐水・耐油性

●8x	ポート	M12

●Field取付可

●モジュール情報と追加機能のための統合ディスプレイ

局種 インテリジェントデバイスステーション

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 W	x	H	x	D	[mm]	
68	x	224	x	36.9

質量 685	[g]

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/
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パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

CC-Link IE Field対応通信ユニット HGシリーズ用 SC-HG1-CEF
デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)をCC-Link IE Fieldに直結。高精度測定値をダイレクトに転送可能。

特長
●デジタル変位センサ(HG-Sシリーズ)の測定値及び設定がCC-Link	IE	Field通信で
きます。
※変更	書き込み可能

●変位センサの測定値及び設定値がワード情報として取得でき、出荷管理やトレーサ
ビリティに活用できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 W	38mm×H	58mm×D	80mm

質量 約100g

標準価格 30000円

問合せ先

〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック	デバイスSUNX株式会社
技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/

パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

CC-Link IE Field対応通信ユニット SC-GU3-04
デジタルセンサ(ファイバ、圧力、レーザ)をCC-Link IE Fieldに直結。デジタルセンサの表示値・設定値がPCもしくは、
タッチパネルで閲覧、変更可能。更に、横スライド無しでセンサ着脱が可能。

特長
●センサの入光量(圧力は、圧力値)、設定値が、ワード情報として取得できます。出
荷管理やトレーサビリティに活用できます。

●センサのメンテナンスや故障時の交換に配慮して、横スライド作業無しで、センサ
の着脱が可能です。メンテナンススペース不要。

●1-5Vのアナログ入力ユニットSC-T1JAを使用することで、1-5Vのアナログ入力信
号を16台取得することが可能。

局種 リモートデバイス局

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 40(W)×46.7(H)×96.7(D)mm

質量 約100g

標準価格 30000円

問合せ先

〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1
パナソニック	デバイスSUNX株式会社
技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
<URL>	http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/
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パナソニック�デバイスSUNX株式会社� デジタルI/O

CC-Link IE Field対応IO-Linkマスタユニット SC-LG2-CEF-P
本製品はIO-Link対応デバイスと接続することで、CC-Link IE Fieldネットワーク通信から測定データの取得およびパ
ラメータの設定/取得を行なうことができます。
本製品は、デジタル入･出力機能(ON/OFF信号)を有したIO-Link非対応デバイスと接続することもできます。 
CC-Link IE Fieldネットワーク通信からIO-Link非対応デバイスのON/OFF信号の入力状態を取得したり、IO-Link
非対応デバイスに対してON/OFF信号を出力したりすることができます。

特長
●IO-Link用e-CON仕様準拠コネクタポート8個

●PCソフト「SC-LG-CEF	Configuration	Tool」を使用することで、PCからCC-Link	
IE	Fieldマスタを通して、本製品とIO-Linkデバイスの設定が可能。
PCソフト「SC-LG-CEF	Configuration	Tool」は弊社ホームページからダウンロード
可能です。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 53(W)×110(H)×80(D)mm

質量 210g

標準価格 98,000円

問合せ先

会社名	:	パナソニック	デバイスSUNX株式会社
電話番号	:	技術相談テレフォンサービス	フリーダイヤル：	0120-394-205
	 技術相談FAXサービス	フリーダイヤル：	0120-336-394
住所:	〒486-0901	愛知県春日井市牛山町2431-1	
<URL>	https://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/

三菱電機株式会社� デジタルI/O

防水・防塵タイプ(IP67)リモートI/Oユニット NZ2GF12A□-□
防水・防塵タイプ(IP67)リモートI/Oユニットです。

特長
●	IP67対応のため、制御盤レス化が可能となり、制御盤のコスト削減・省スペース
化が可能です。

●ワンタッチコネクタのため、配線工数の削減、増締めメンテが不要です。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 235(H)×60(W)×38.5(D)[mm]

質量

標準価格 105,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/ip67_io.html
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット MILコネクタタイプ NZ2GFCM□-□
CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシ
ブルなシステム構築を可能にします。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

●リレーターミナルや端子台ユニットへの接続が容易

●エラー履歴の確認が可能

●エンジニアリングツールのCC-Link	IE	Field構成による簡単設定

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE□-□
CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシ
ブルなシステム構築を可能にします。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

●センサの接続が容易

●エラー履歴の確認が可能

●エンジニアリングツールのCC-Link	IE	Field構成による簡単設定

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット 端子台タイプ NZ2GF2B□-□
CC-Link IE フィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせを自在に行え、フレキ
シブルなシステム構築を可能にします。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

●ユニット交換が容易

●エラー履歴の確認が可能

●エンジニアリングツールのCC-Link	IE	Field構成による簡単設定

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ NZ2GF2S□-□
CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシ
ブルなシステム構築を可能にします。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

●工具レスで配線可能

●配線チェックが容易

●エンジニアリングツールのCC-Link	IE	Field構成による簡単設定

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット FCNコネクタタイプ NZ2GFCF□-□
CC-Link IEフィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシ
ブルなシステム構築を可能にします。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

●リレーターミナルや端子台ユニットへの接続が容易

●エラー履歴の確認が可能

●エンジニアリングツールのCC-Link	IE	Field構成による簡単設定

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html

三菱電機株式会社� デジタルI/O

安全機能付きリモートI/Oユニット NZ2GFSS2-32D
CC-Link IEフィールドネットワーク用安全機能付きのリモートI/Oユニットです。

特長
●一般制御と安全制御を混成

●国際標準の安全規格に対応

●安全通信ネットワークの統合化

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 100(H)×90(W)×113(D)[mm]

質量 0.45kg

標準価格 150,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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METIS�CO.,�LTD.� デジタルI/O

MT99DK7-IEF-DIO
This product is a PLC product based on CC-Link IE Field and it is a digital input / output device.
User can change the input and output modules according to the user's environment.

特長
●CC-Link	IE	Field	compatible.

●Input	32	points	 (maximum	64	points),	output	32	points	 (maximum	64	
points)	can	be	used.

●Input	 or	Output	 can	be	used	 in	combination	according	 to	 the	user's	
environment.

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W=123.7,	D=82,	
H=117.3	[mm]

質量 200g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr

サンテスト�株式会社� デジタルI/O

IRDM-CFN
サンテスト IRDシリーズCC-Link IE Field 通信モジュール
リニアセンサモジュールや油圧サーボモジュールなどのモジュールと組み合わせて使います。

特長
●CC-Link	 IE	Field	を通じてサブモジュールで得られた現在位置を取得したり、パラ
メータを変更することができます。

●サブモジュールはGYリニアセンサモジュール(IRDS-GY)や油空圧サーボモジュール
(IRDS-SV)などをはじめ、様々なタイプをご用意しており、ユーザで必要に応じて組
み合わせて使うことが出来ます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 55(W)×99(H)×111(D)mm	
(突起部除く)

質量 250g

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	サンテスト株式会社
電話番号	:	06-6465-5561
e-mail	:	info@santest.co.jp
<URL>	http://www.santest.co.jp/ja
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三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログユニット NZ2GF2BN-60AD4 NZ2GF2BN-60DA4 
CC-Link IE フィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシ
ブルなシステム構築を可能にします。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●DINレールにて、6方向の取付けが可能

●ユニット交換が容易

●エラー履歴の確認が可能

●GX	Works2のCC	IE	Field構成による簡単設定

●NZ2GF2BN-60AD4：アナログ入力ユニット
NZ2GF2BN-60DA4：アナログ出力ユニット

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 50(H)×133(W)×68(D)[mm]

質量 0.30kg/0.29kg

標準価格 78,000円/90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� アナログI/O

温度調節ユニット NZ2GF2B-60TCTT4, NZ2GF2B-60TCRT4
CC-Link IE フィールドネットワーク用ブロックタイプのリモートユニットです。増設・組み合わせ自在に行え、フレキシ
ブルなシステム構築を可能にします。

特長
●制御モードの選択が可能

●複数ループの同時昇温が可能

●ピーク電流の抑制が可能

●エラー履歴の確認が可能

●GX	Works2のCC	IE	Field構成による簡単設定

●NZ2GF2B-60TCTT4：熱電対
NZ2GF2B-60TCRT4：白金測温抵抗体

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 65(H)×160(W)×99(D)[mm]

質量 0.35kg

標準価格 128,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ出力ユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE-60DAV8、NZ2GFCE-60DAI8
ブロックタイプアナログ出力ユニットです。

特長
●NZ2GFCE-60DAV8とNZ2GFCE-60DAI8の変換速度は1ms/チャンネルです。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 65(H)×175(W)×43.5(D)[mm]

質量 0.22kg

標準価格 120,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社		 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html

三菱電機株式会社� アナログI/O

アナログ入力ユニット センサコネクタ(e-CON)タイプ NZ2GFCE-60ADV8、NZ2GFCE-60ADI8
ブロックタイプアナログ入力ユニットです。

特長
●アナログ入力ユニットの変換速度は1ms/チャンネルです。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 65(H)×175(W)×43.5(D)[mm]

質量 0.22kg

標準価格 100,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/io.html
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三菱電機株式会社� アナログI/O

マルチ入力(電圧/電流/温度)ユニット NZ2GF2S-60MD4
ブロックタイプマルチ入力(電圧/電流/温度)ユニットです。

特長
●チャンネル間絶縁で、変換速度は40ms/4チャンネルです。

●ネジ締め作業の手間と工数を削減可能な2ピースのスプリングクランプ端子台に対
応しました。

●さまざまな種類の温度センサ(熱電対12種類、測温抵抗体10種類)に対応しました。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 65(H)×175(W)×43.5(D)[mm]

質量 0.23kg

標準価格 128,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/faspec/point.
do?kisyu=/plcnet&formNm=NZ2GF2S-60MD4&popup=1

株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

小形多点数、組合せ自由形リモートI/O R30シリーズ
Ethernet系産業用オープンネットワークに最適な自由形リモートI/Oです。

特長
●高さ110mmのコンパクト設計。内部通信バスの高速化で、入出力点数16点のI/
Oカードを16枚分、計256点を約1msで上位ネットワークに伝送できます。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 W104...454×H110×
D110mm

質量 約125	g

標準価格 100,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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株式会社�エム・システム技研� アナログI/O

多チャネル組合せ自由形リモートI/O R3 シリーズ R3-NCIE1
カードの種類が豊富で、チャネル単価が安いリモートI/Oです。

特長
●電源カード、通信カード、入出力カードおよびベースから構成され、基本的にはディッ
プスイッチの設定だけで容易に使用することが可能です。

●豊富な入力カードや通信カードを備え、多種多様な分野にて使用していただけます。

●ネットワークの2重化、電源の2重化に対応しています。

局種 リモートデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン －

外形寸法 W56～448×H130×D120mm

質量 約190	g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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三菱電機株式会社� 表示器

GOT1000シリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット GT15-J71GF13-T2
GOTがCC-Link IEフィールドネットワークに対応しました。

特長
●CC-Link	IEフィールドネットワーク対応GOT通信ユニットです。

●CC-Link	 IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として、GOTを組み
込んだシステムの構築が可能となります。

●GOTの専用画面でネットワークの回線状態を診断できます(ネットワークモニタ機能)。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 136	×	44	×	111[mm]

質量 0.26[kg]

標準価格 80,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2882
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/got_spec/
gotDirectProductInfoServlet.do?katamei=GT15-J71GF13-T2
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多摩川精機�株式会社� センサ・エンコーダ

ネットワークアブソセンサTAS2021
特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

〒462-0825
名古屋市北区大曽根3-15-58
大曽根フロントビル6階
TEL	：052-919-1588	/	FAX	：052-916-8655
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HMS�Industrial�Networks�AB� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field
Networking Gateway

特長
●The	Anybus	X-gateway	copies	I/O-data	in	both	directions	thus	enabling	
data	exchange	between	the	two	networks.	Default	I/O	configuration	is	20	
bytes	Input	and	20	bytes	Output.	Changing	default	settings	is	very	easy	
using	the	windows	based	configuration	software	Anybus	Configuration	
Manager	X-gateway	from	HMS	(free	of	charge).The	CC-Link	IE	Field	
interface	supports	a	fixed	baud	rate	of	1	Gbit/s.	It	acts	as	a	CC-Link	IE	
Field	Network	intelligent	device	station	and	supports	up	to	512	bytes	of	
I/O	data,	distributed	between	bit	and	word	data	as	desired.	The	station	
number	configuration	is	set	via	switches.

局種 Intelligent	Device	Station

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法 WHD:	44•127•114mm

質量 400g

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.hms-networks.com/

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - CANopen (AB7963)
CC-Link IE FieldをCANopenに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またCANopenネットワーク上のスレーブとして機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとCANopenネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、CANopenネットワー
ク上のCANopenスレーブとしての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - DeviceNet (AB7955)
CC-Link IE FieldをDeviceNetに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またDeviceNetネットワーク上のスキャナ(マスター )として機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとDeviceNetネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、DeviceNetネットワー
ク上のDeviceNetスキャナ(マスター)としての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - DeviceNet (AB7960)
CC-Link IE FieldをDeviceNetに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またDeviceNetネットワーク上のアダプタ(スレーブ)として機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとDeviceNetネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、DeviceNetネットワー
ク上のDeviceNetアダプタ(スレーブ)としての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherCAT (AB7961)
CC-Link IE FieldをEthterCATに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またEtherCATネットワーク上のスレーブとして機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとEtherCATネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、EtherCATネットワー
ク上のEtherCATスレーブとしての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherNet/IP (AB7956)
CC-Link IE FieldをEtherNet/IPに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またEtherNet/IPネットワーク上のアダプタ(スレーブ)として機能します。

特長
●CC-Link	IE	Field	ネットワークとEtherNet/IPネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、EtherNet/IPネット
ワーク上のEtherNet/IPアダプタ(スレーブ)としての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン 	-	

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - EtherNet/IP (AB7957)
CC-Link IE FieldをEtherNet/IPに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またEtherNet/IPネットワーク上のスキャナ(マスター )として機能します。

特長
●CC-Link	IE	Field	ネットワークとEtherNet/IPネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、EtherNet/IPネット
ワーク上のEtherNet/IPスキャナ(マスター)としての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - Modbus RTU (AB7964)
CC-Link IE FieldをModbus RTUに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またModbus RTUネットワーク上のスレーブとして機能します。

特長
●CC-Link	IE	Field	ネットワークとModbus	RTU	ネットワークを相互接続する単体型
のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、Modbus	RTU	ネッ
トワーク上のModbus	RTUスレーブとしての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - Modbus-TCP (AB7958)
CC-Link IE FieldをModbus-TCPに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またModbus-TCPネットワーク上のサーバー (スレーブ)として機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとModbus-TCPネットワークを相互接続する単体型
のゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	IE	Fieldスレーブ、Modbus-TCPネッ
トワーク上のModbus-TCPサーバー(スレーブ)としての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -	

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFIBUS (AB7953)
CC-Link IE FieldをPROFIBUSに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またPROFIBUSネットワーク上のマスターとして機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとPROFIBUSネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	 IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	 IE	Fieldスレーブ、PROFIBUSネット
ワーク上のPROFIBUSマスターとしての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	ｊp-sales@hms-networks.com

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ



379

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFIBUS (AB7959)
CC-Link IE FieldをPROFIBUSに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またPROFIBUSネットワーク上のスレーブとして機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとPROFIBUSネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	 IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	 IE	Fieldスレーブ、PROFIBUSネット
ワーク上のPROFIBUSスレーブとしての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� ゲートウェイ

Anybus X-gateway CC-Link IE Field - PROFINET IO (AB7954)
CC-Link IE FieldをPROFINETに接続します。
CC-Link IE Fieldネットワーク上のスレーブとして、またPROFINETネットワーク上のスレーブとして機能します。

特長
●CC-Link	 IE	Field	ネットワークとPROFINETネットワークを相互接続する単体型の
ゲートウェイ

●2つの産業用ネットワーク間で、I/Oデータを送受信(最大I/O	832点、204ワード
IN/OUT)

●CC-Link	 IE	Fieldネットワーク上のCC-Link	 IE	Fieldスレーブ、PROFINETネット
ワーク上のスレーブとしての機能を提供

●CE、UL認証取得の堅牢なハウジング、DINレール取付可能

●設定にプログラミングスキルは不要

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44	x	127	x	114	[mm]

質量 0.4	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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Balluff�GmbH� ゲートウェイ

BNI CIE-508-105-Z015
CC-Link IE Field - IO-Link module with 8x M12 ports. 8 IO-Link ports and max. 16 digital inputs/outputs 
(PNP), free configurable. Distributed I/O box, Waterproof, Field mountable, IP67

特長
●8	IO-Link	ports.	max.	16	Digital	Outputs	/	max.	16	Digital	 Inputs	 free	
configurable.

●IP	67耐水性、耐油性

●M12ポート8個

●フィールド設置可能

●アドレス設定用統合表示

●診断用統合表示

局種 インテリジェントデバイスステーション

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W	x	H	x	D	[mm]	
68	x	224	x	37.9

質量 685	[g]

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/

Balluff�GmbH� ゲートウェイ

BNI CIE-518-105-Z015
CC-Link IE Field - IO-Link module with 8x M12 ports. 8 IO-Link ports and max. 16 digital inputs/outputs 
(PNP@Pin4 and NPN@Pin2), free configurable. Distributed I/O box, Waterproof, Field mountable, IP67

特長
●8	IO-Link	ports.	max.	16	Digital	Outputs	/	max.	16	Digital	Inputs	(PNP@
Pin4	and	NPN@Pin2)	free	configurable.

●IP	67耐水性、耐油性

●M12ポート8個

●フィールド設置可能

●アドレス設定用統合表示

●診断用統合表示

局種 インテリジェントデバイスステーション

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W	x	H	x	D	[mm]	
68	x	224	x	37.9

質量 685	[g]

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.balluff.com/
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三菱電機株式会社� ゲートウェイ

CC-Link IEフィールドネットワーク-AnywireASLINKブリッジユニット NZ2AW1GFAL
CC-Link IEフィールドネットワーク−AnyWireASLINKブリッジユニット

特長
●CC-Link	 IEフィールドネットワークとAnyWireASLINKを，シームレスに接続すること
ができます。

●AnyWireASLINKでは総延長距離200mであれば，柔軟な分岐，接続が可能です。

●AnyWireASLINKでは小型スレーブユニットによりシステムの省スペース化が可能です。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 95(H)×40(W)×100(D)	[mm]

質量 0.2kg

標準価格 ¥49,000

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� ゲートウェイ

CC-Link IEフィールドネットワーク−CC-Linkブリッジユニット NZ2GF-CCB
CC-Link IEフィールドネットワークに，CC-Linkリモート局を接続するためのユニットです。
ブリッジユニットを使用することで，CC-Link IEフィールドネットワークに，CC-Link Ver.1対応のCC-Linkリモート局を
接続できます。

特長
●CC-Link	パラメータ設定不要

●CC-Link	リモート局を簡単に制御可能

●独立したサイクリック伝送

局種

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法 69.5(H)×160(W)×68(D)[mm]

質量 0.38kg

標準価格 35,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� ゲートウェイ

Ethernetアダプタユニット NZ2GF-ETB
Ethernetに接続された外部機器を、CC-Link IE フィールドネットワークに接続するためのユニットです。

特長
●SLMPによる交信が可能

●MCプロトコル対応機器の接続

●MELSOFT製品，GOTとの接続

●CC-Link	IEフィールド	ネットワーク診断

●Ethernetアダプタ診断

局種

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法 90(H)×135(W)×109(D)	[mm]

質量 0.70kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plceng/
download/library/index.html

三菱電機エンジニアリング�株式会社� ゲートウェイ

ECLEF-NV1G形ゲートウェイユニット
CC-Link IEフィールドネットワークとONVIFネットワークの相互接続を可能にするCC-Link IEフィールドネットワーク 
インテリジェントデバイス局対応ゲートウェイユニットです。

特長
●CC-Link	IEフィールドネットワークとONVIFネットワークの相互接続が可能。
CC-Link	IEフィールドネットワーク	マスタ局から、ONVIFネットワークのカメラの制御、
確認ができます。
ONVIFネットワークとCC-Link	 IEフィールドネットワークとの間でイベントハンドリング
(イベント送信/イベント受信)ができます。
ONVIFネットワークに接続されたパソコンとのデータ送受信(ソケット通信)ができます。

●ゲートウェイユニット1台につき、ONVIF規格準拠のカメラを最大16台制御できます。
また、ゲートウェイ設定ツールにて、カメラ1台あたり最大100ポイントの制御する位
置を登録できます。

●三菱電機製エンジニアリングツールGX	Works2で使用できるFB(ファンクションブ
ロック)を用意しています。
FB(ファンクションブロック)により、プログラムを簡単に作成でき、プログラムの可読
性の向上を図ることができます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 180×50×70	[mm]
(突起部含まず)

質量 0.33kg
(ユニット電源・FG用端子台を含む)

標準価格 オープン

問合せ先

会社名	:	三菱電機エンジニアリング株式会社	名古屋事業所		営業部	営業課
電話番号	:	0568-36-2096
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Cisco�Systems� ゲートウェイ

Cisco® Industrial Ethernet(IE)4010 シリーズ スイッチ
Cisco® Industrial Ethernet(IE)4010 シリーズ スイッチは、28 ギガビット イーサネット インターフェースと、高密度産業
用 Power over Ethernet (PoE) を備えた、高性能かつ高耐久性のレイヤ2 レイヤ3 スイッチで、産業環境におけるアクセ
ス スイッチとして理想的な選択です。IE 4010 シリーズは、実績あるCisco IOS® ソフトウェアが提供する包括的なセキュ
リティ機能と高可用性を実現するリング プロトコルを提供します。このスイッチは、非常に厳しい環境に耐えながら、IT ネッ
トワーク全体の設計、コンプライアンス、パフォーマンスの要件に準拠するように作られています。

特長
●・	堅牢な産業用設計:	過酷な環境と温度範囲に耐えるように設計(-40	～	75	°C)
・	使いやすい	GUI	デバイス	マネージャ:	Web	ブラウザを通じた簡単な構成と監視
が可能
・	SwapDrive	「Zero-Config」による交換:	障害発生時に簡単にスイッチを交換可能
・	高密度産業用	Power	over	Ethernet	(PoE/PoE+):	最大	24	の	PoE	または	
PoE+	ポートをサポート	(2つの電源による最大	200W	の電力バジェット)
・	完全なギガビット	イーサネット	スイッチ:	複数の耐障害性デザインオプションを持
つ、全体で28ギガビット	イーサネット	ポート

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法
445	x	4,450	x	3,560	mm
(1.75	x	17.5	x	14.0	インチ),	
1	RU	(ラックユニット)高

質量 電源なし：5.46–5.78	kg
(12.1-12.7	ポンド)

標準価格

問合せ先

会社名	:	シスコシステムズ合同会社	コンタクトセンター
電話番号	:	0120-092-255
その他	:	
<URL>	http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
<URL>	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/industrial-
ethernet-4010-series-switches/index.html

Cisco�Systems� ゲートウェイ

Cisco® Industrial Ethernet(IE)5000 シリーズ スイッチ
Cisco® Industrial Ethernet(IE)5000 シリーズ スイッチは、4 個の10ギガビットまたは1ギガビット イーサネット アッ
プリンクと 24 個のギガビット イーサネット ダウンリンクを備えており、最も過酷な産業環境でレイヤ2/3 のライン レー
ト集約と銅線 Power over Ethernet(PoE)接続を提供するラック マウント高耐久性スイッチです。IE 5000は、優れ
た高帯域幅ハードウェア スイッチングと実績のある Cisco IOS® ソフトウェアを使用しています。IE 5000 は、高い
安全性と、アクセス/アグリゲーション レイヤの展開に対応した拡張性を備えています。

特長
●・	堅牢な産業用設計:	過酷な環境と温度範囲に耐えるように設計(-40	～	74	°C)
・	使いやすい	GUI	デバイス	マネージャ:	Web	ブラウザを通じた簡単な構成と監視
が可能
・	SwapDrive	「Zero-Config」による交換:	障害発生時に簡単にスイッチを交換可能
・	高密度産業用	Power	over	Ethernet	(PoE/PoE+):	最大	12	の	PoE	または	
PoE+	ポートをサポート	(1つの電源による	PoE	または	PoE+	用の60	W、および	
2	つの電源による最大	185	W	の電力バジェット)
・	4	X	10	ギガビット	イーサネット	(GE)	アップリンクと	24	X	1	ギガビット	イーサネッ
ト	(GE)	を備えた高性能イーサネット	スイッチ

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法
445	x	4,450	x	3,560	mm
(1.75	x	17.5	x	14.0	インチ),	
1	RU	(ラックユニット)高

質量 電源なし：6.21	kg(13.7	ポンド)

標準価格

問合せ先

会社名	:	シスコシステムズ合同会社	コンタクトセンター
電話番号	:	0120-092-255
その他	:	
<URL>	http://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
<URL>	 http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/switches/industrial-
ethernet-5000-series-switches/index.html
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Cisco�Systems� ゲートウェイ

Cisco Industrial Ethernet 4000 シリーズ スイッチ
Cisco® Industrial Ethernet(IE)4000 シリーズは、当社の高耐久化スイッチング プラットフォームに追加された最新
の製品であり、産業環境向けに、優れた高帯域幅スイッチングと、実績ある Cisco IOS® ソフトウェアベースのルー
ティング機能を提供します。IE 4000 シリーズは、Cisco Resilient Ethernet Protocol(REP)を使用した非常にセキュ
アなアクセスと、業界トップクラスのコンバージェンスを備えており、極度の環境に耐えながら、FAが融合されたIT ネッ
トワーク全体の設計、コンプライアンス、パフォーマンス要件に準拠するように作られています。

特長
●・過酷な環境と温度範囲に耐えるように設計(-40	～	70	°C)
・使いやすい	GUI	デバイス	マネージャ：Web	ブラウザを通じた簡単な構成と監視
が可能
・SwapDrive「Zero-Config」による交換：障害発生時に簡単にスイッチを交換可能
・高密度産業用	Power	over	Ethernet(PoE)：PoE/PoE+	のサポートにより、IP	
カメラと	IP	電話、バッジ	リーダー、ワイヤレス	アクセス	ポイントなどのデバイスに
Ethernet上で電力を供給

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 155.4	x	155.4	x	129.2	mm
(6.12	x	6.12	x	5.09	インチ)

質量 2.88	kg(6.35	ポンド)

標準価格

問合せ先

会社名	:	シスコシステムズ合同会社	コンタクトセンター
電話番号	:	0120-092-255
その他	:	
<URL>	http://www.cisco.com/

METIS�CO.,�LTD.� ゲートウェイ

MT99DK8-IEF-Gateway
This product is a PLC product based on CC-Link IE Field and it is CC-Link IE Field - ethernet 
communication convert device.

特長
●CC-Link	IE	Field	compatible.

●CC-Link	IE	Field	-	ethernet	communication	convert	device.

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W=123.7,	D=82,	
H=117.3	[mm]

質量 200g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.imetis.co.kr
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

CC-Link IE フィールドネットワーク インターフェースユニット MR-J3-T10
CC-Link IE フィールドネットワークを駆動制御に！

特長
●MR-J3-T3タイプサーボアンプに「MR-J3-T10」を追加するだけで、CC-Link	 IE	
フィールドネットワークに簡単接続！

●1Gbpsの通信速度を誇るCC-Link	 IE	フィールドネットワークにより、タクトタイムを
大幅に短縮！

●世界で広く使用されるEthernetベースのネットワークのため、コネクタ、ケーブルは
市販品を海外でも入手可能！

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 28×161×103	[mm]

質量 0.15	[kg]

標準価格 72,000円

問合せ先

三菱電機株式会社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	
本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4120
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ(FR-A7NCE)
高性能・高機能インバータ
(CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)

特長
●性能の追求
・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速
度制御が実現可能です。トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
・PLG付モータと組合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。
	ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで
実現できます。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、
トラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

●環境負荷の低減
・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを
低減できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/	
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-A800シリーズ(FR-A8NCE)
高性能・高品質な新型最高水準インバータ
(CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A8NCEが必要です。)

特長
●ダントツの駆動性能
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御で、速度応答の向上、高
速運転を実現します。
・PMセンサレスベクトル制御により、エンコーダなしでPMモータを高精度で駆動できます。

●安心&安全
・安全機能を使った制御が簡単に実現できます。(セーフティストップ機能)
・DC24V制御電源入力を装備。DC24V外部電源を接続することで、主電源をオ
フしても通信の継続やパラメータ設定が可能です。

●簡単設定&簡単操作
・USBホストコネクタ(Aタイプ)を装備。市販のUSBメモリにパラメータをコピーできます。

●工場こそエコ
・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させ
ることにより、よりいっそうの省エネが可能です。

●システム対応力
・多重定格対応により、用途に合わせて最適なインバータの選定が可能です。

●環境適合
・新開発の駆動技術と電源技術で、インバータから発生する電磁ノイズを低減できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/	

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-F700Pシリーズ(FR-A7NCE)
ファン・ポンプ用省エネプレミアムインバータ
(CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)

特長
●大幅な省エネによるCO2削減
・励磁電流を常に最適に調整する最適励磁制御でモータ効率を最大限に向上させ
ることにより、よりいっそうの省エネが可能です。
・汎用モータとIPMモータのどちらの運転も可能で、設定1つで汎用モータからIPM
モータへ切換えができます。(まずは汎用モータのインバータ駆動、次に汎用モータ
からIPMモータへの置き換えと、段階的な設備投資で予算確保にも有利です。)

●使い易く
・二乗トルク加減速パターン・PID制御・商用切換・V/F5点アジャスタブル・瞬
停時運転継続・回生回避など多彩な機能でファン・ポンプに最適です。

●環境に配慮
・ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを低減できます。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現しました。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力し、劣化度合いをモニタできるため、ト
ラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/	
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

CC-Link IE フィールドネットワーク サーボアンプ MR-J4-GF
特長

●MR-J4-GFは、CC-Link	IE	フィールドネットワークに標準対応しています。

●マスタユニットとの組み合わせた場合、ポイントテーブル方式による位置決め運転が
可能です。位置決めユニットなしで、I/O感覚で位置決め運転ができます。

●シンプルモーションユニットとの組み合わせた場合、高度な同期制御・補間制御が
できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

三菱電機株式会社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	
本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4120
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/	

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

MELSERVO-J4シリーズ モーション対応CC-Link IEフィールドネットワークサーボアンプ MR-J4-B-RJ010
MR-J4シリーズがCC-Link IEフィールドの同期通信機能に対応。CC-Link IEフィールドでモーション制御を実現します。

特長
●MR-J4-B-RJ010サーボアンプとMR-J3-T10インタフェースユニットを組み合わせる
ことで、CC-Link	IE	フィールドネットワークに接続可能。

●同期通信機能対応のQD77GF16シンプルモーションと組み合わせることで、モー
ション制御による同期制御、補間制御を実現します。

●さらに進化させた独自の高速サーボ制御アーキテクチャを集積した専用実行エンジン
を採用。2.5kHzの速度周波数応答を実現しました。また独自開発した高分解能
絶対位置エンコーダ	(4,194,304p/rev)の採用と相まって、処理スピードを格段に
向上。ハイエンドマシンのパフォーマンスを最大限に引き出します。

●ワンタッチチューニング機能をオンするだけで、機械共振抑制フィルタ、アドバンスト
制振制御II、ロバストフィルタを含めたサーボゲイン調整が完了。先進の振動抑制
機能を手軽に駆使することで、マシンの性能を最大限に発揮させます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問合せください

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6740	 中部支社	 052-565-3326
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2821
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5445
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2251
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/nproduct/servo/
sv1212-3/sv1212-3a.pdf
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

三菱汎用インバータ FREQROL-A700シリーズ  (CC-Link IE Fieldネットワーク対応にはオプションFR-A7NCEが必要です。)
高性能・高機能インバータ

特長
●性能の追求
・PLG(エンコーダ)なしの汎用モータで、ベクトル制御による高精度・高応答な速
度制御が実現可能です。
	トルク制御や速度制御中のトルク制限も可能です。
・PLG付モータと組合わせることで、本格的ベクトル制御が実現可能です。
	ゼロ速制御・サーボロックはもちろん、トルク制御・位置制御も汎用インバータで
実現できます。

●信頼性・保全性の向上
・冷却ファンやコンデンサの長寿命化を実現します。
・自己診断により、部品寿命の警報を出力したり、劣化度合いをモニタできるため、
トラブルを未然に防ぐことができます。
・脱着式制御端子台や冷却ファンカセットの採用により交換が簡単になります。

●環境負荷の低減
・新開発ノイズフィルタ(EMCフィルタ)内蔵のため、インバータから発生するノイズを
低減できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.MitsubishiElectoric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

汎用インバータFREQROL-A700シリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプション FR-A7NCE
スロットインで簡単接続！
超高速のCC-Link IEフィールドネットワークで、簡単シームレスにインバータを制御！

特長
●CC-Link	 IEフィールドネットワーク対応内蔵オプションです。汎用インバータ
FREQROL-A700本体内に装着できます。
F700P対応も2011年12月生産分以降で対応しております。

●超高速通信によりインバータの各種モニタ機能を高速化、複数モニタ同時監視・
複数パラメータ同時読出し/書込みによる保守性向上を実現しています。

●シームレスなネットワーク環境により、上位情報系からインバータのモニタ・設定も簡
単です。
※2011年	4月以降に生産されたFREQROL-A700シリーズで対応可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/document/
nproduct/inv/shin112/shin112.pdf
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

汎用インバータFREQROL-F700Pシリーズ用CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプション FR-F7NCE
FREQROL-A700に続いてFREQROL-F700Pにも対応。CC-Link IEフィールドネットワーク対応内蔵オプションによ
り更に高速に！

特長
●CC-Link	 IEフィールドネットワーク対応内蔵オプションです。汎用インバータ
FREQROL-F700P本体内に装着出来ます。

●超高速通信によりインバータの各種モニタ機能を高速化、複数モニタ同時監視・
複数パラメータ同時読出し/書込みによる保守性向上を実現しています。

●シームレスなネットワーク環境により、上位情報系からインバータのモニタ・設定も簡
単です。
※2011	年○月以降に生産されたFREQROL-F700P	シリーズで対応可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 90,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2831
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/nproduct/inv/
shin112/shin112.pdf
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ファナック�株式会社� ロボット

FANUC Robot Series R-30iB/R30iB Mate A05B-26XX-BYYY
特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

〒462-0825
名古屋市北区大曽根3-15-58
大曽根フロントビル6階
TEL	：052-919-1588	/	FAX	：052-916-8655

HYUNDAI�HEAVY�INDUSTRIES�CO.,�LTD� ロボット

Hi5a Robot Controller
Robot controller

特長
●Robot	tasks	are	programmed	in	easy	language	similar	to	BASIC

●Advanced	control	technologies	are	applied,		such	as	path-invariant	motion	
planning,	dynamic	model	based	control	and	vibration	suppression	control

●Provides	reliable	maintenance	methods	for	maximizing	availability	by	on-
line	manual	and	remote	monitoring	system

●Reduces	installation	time	and	increases	productivity	with	powerful	S/W	
tools	on	PC	like	HRSpace,	HRLadder,	etc

●Complies	with	ISO	10218-1:2011,	ANSI/RIA15.6:2012		safety	standards

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W700	X	H900	X	D630

質量 Hi5a-S00	:	131[kg],	
Hi5a-S30	:	120[kg]

標準価格

問合せ先
ロ
ボ
ッ
ト
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株式会社�安川電機� ロボット

ロボットコントローラ YRC1000
ダントツの基本性能とデザインを追及。

特長
●外部3軸内蔵可能な世界最小コントローラ(容積125	L)

●トランスレスの世界共通サイズで海外電源電圧に対応

●新動作制御の適用によって高精度動作、高速動作を実現

●画面タッチによる直感的な操作が可能なクラス最軽量(730g)のプログラミングペン
ダント

●IP54

●2016年度グッドデザイン賞受賞

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 598	×	490	×	427[mm]

質量 国内仕様:60	
アジア,北米,欧州仕様:70[kg]

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

http://www.e-mechatronics.com/contact/index.html
<URL>	http://www.yaskawa.co.jp/
<URL>	http://www.e-mechatronics.com/product/robot/controller/yrc1000/
feature.html

Robostar�Co.,�Ltd� ロボット

N1 Controller
Robot controller for Multiple axes robot control using Servo motor.

特長
●Real	time	Multi	Tasking	Control.

●Slot	unit	A/S	 is	possible	because	 it	 can	be	attached	/	detached	by	
modular	design	of	each	part.

●Full	Digital	typed	Servo	Control	Driver	.

●Improved	positioning	precision	with	17Bit	Encorder.

局種 Intelligent	device	station

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 440(W)	X	183(D)	X	245(H)[mm]

質量 11.74kg

標準価格 Please	contact	us

問合せ先

<URL>	http://www.robostar.co.kr/ja/index.do
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Robostar�Co.,�Ltd� ロボット

RCS-8000C(Small), RCS-8000C(Middle)
Robot controller for 1-axis robot control using Servo motor.

特長
●Real	time	Multi	Tasking	Control.

●100w,	200w,	400w,	800w,	1000w	Type	1-Axis	Controller.

●Full	Digital	typed	Servo	Control	Driver.

●Improved	positioning	precision	with	17Bit	Encorder.

局種 Intelligent	device	station

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 105.5	X	210	X	194.7[mm]

質量 2.52kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.robostar.co.kr/ja/index.do
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三菱電機エンジニアリング�株式会社� バーコード・ID

ECLEF-V680D2形CC-Link IEフィールドネットワーク対応RFIDインタフェースユニット
オムロン(株)社製RFIDシステムV680シリーズの分散配置を可能にするCC-Link IEフィールドネットワークインテリジェ
ントデバイス局対応RFIDインタフェースユニットです。

特長
●CC-Link	IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として分散配置が可能。
CC-Link	 IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として、オムロン(株)
社製RFIDシステムV680シリーズの接続を実現できます。
CC-Link	 IEフィールドマスタ局からRFIDインタフェースユニットまでの距離が最大
12,000mまで延長可能となります。

●2チャンネル接続用のECLEF-V680D2には、アンプ分離タイプアンテナを2台、ま
たはアンプ内蔵タイプアンテナを1台接続できます。

●プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)ライブラリを提供
パラメータ設定、データのリード/ライトなどの各種機能実行のためのプログラムを
FB(ファンクションブロック)として提供しており、これらFBをユーザプログラムに任意
に組み込み使用することにより、プログラムを簡単に作成できます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 180	x	55	x	70	[mm]	
(接続アンテナケーブルを除く)

質量 0.3Kg

標準価格 148,000円

問合せ先

三菱電機エンジニアリング株式会社
東日本営業支社	TEL.03-3288-1743	FAX.03-3288-1575
中日本営業支社	TEL.052-565-3435	FAX.052-541-2558
西日本営業支社	TEL.06-6347-2926	FAX.06-6347-2983
中四国支店	TEL.082-248-5390	FAX.082-248-5391
九州支店	TEL.092-721-2202	FAX.092-721-2109
<URL>	http://www.mee.co.jp/
<URL>	http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/rfid/pdf/sales_fa_meefan_
cc-link_ie_field_eclef-v680d2_meic099_141A_1512.pdf
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Emerson�Industrial�Automation�-�ASCO� 受配電機器

G3 CC-Link IE Field™ Communications Module (node) 
G3 nodes for CC-Link IE Field™ have an integrated graphic display and are capable of addressing 
combinations of up to 1200 outputs and 1200 inputs.

特長
●Innovative	graphic	display	for	settings	and	diagnostics,	simple	and	
efficient	distribution	for	up	to	17	manifolds	per	communication	node,	
interfaces	to	501,	502,	503,	2002,	2005,	2012,	2035,	ISO	15407-
2	&	ISO	5599/II	pneumatic	valve	series,	up	to	128	valve	solenoids	
per	manifold,	one	node	supports	16	I/O	modules,	IP65,	and	supports	a	
temperature	range	of	-23°C	to	+50°C.

局種 Normal	Station

占有局数 1	Station

CC-Linkバージョン

外形寸法 67.5	mm	x	118.1	mm	x	56.3	mm	

質量 269g

標準価格 Price	Available	Upon	Request

問合せ先

For	further	information	please	contact	us	at	248-596-3300
or	at	asconumatics.insidesales@emerson.com
<URL>	http://www.asco.com/g3
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三菱電機株式会社� その他

特小無線ブリッジユニット
•CC-Link IEフィールドネットワークに、通信距離が長く、電波の回り込み特性に優れた特定小電力無線の無線子局
を接続できます。

特長
●•無線子局を無線中継することにより、広範囲に設置された多数の無線子局と通信
できます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 65(H)×160(W)×61.6(D)[mm]
(アンテナを除く)

質量 0.25kg(アンテナを除く)

標準価格 オープン価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794		 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/wireless.html

三菱電機株式会社� その他

高速カウンタユニット NZ2GFCF-D62PD2
高速カウンタユニットは、入力パルスの最高計数速度を8Mpps(差動入力、2 相4逓倍時)とした、CC-Link IE フィー
ルドネットワークのリモートデバイス局です。

特長
●フレキシブルなシステム構築が可能

●GX	Works2のCC	IE	Field構成による簡単設定

●ファンクションブロック(FB)で簡単にプログラミングが可能

●局番設定が容易

局種

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法 50(H)×133(W)×68(D)	[mm]

質量 0.25kg

標準価格 89,000円

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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テセラ･テクノロジー株式会社� その他

TS-R-IN32M4-CL2
ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link IE Field対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M4-CL2)のソフトウエア開
発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

特長
●・産業イーサネットLSI(R-IN32M4-CL2)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可能
	(対応プロトコル：CC-Link	IE	Field)
・CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 W145mm	×	H35mm	
×	D95mm

質量 118g

標準価格 71,500(税抜)

問合せ先

会社名	:	テセラ・テクノロジー株式会社
e-mail	:	support@tessera.co.jp
<URL>	http://www.tessera.co.jp/index.html
<URL>	http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m4-cl2.html

テセラ･テクノロジー株式会社� その他

TS-R-IN32M3-CL
ルネサス エレクトロニクス製のCC-Link IE Field対応産業イーサネット通信用LSI(R-IN32M3-CL)のソフトウエア開
発やシステム開発を行う為の評価プラットフォーム(評価ボード)です。

特長
●・産業イーサネットLSI(R-IN32M3-CL)を搭載し、各種プロトコルの通信評価が可能
	(対応プロトコル：CC-Link	IE，EtherNet/IP，PROFINET等)
・CAN/I2C/UART(USB)/外部マイコンIF等各種インターフェースの評価が可能

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 W145mm	×	H35mm	
×	D95mm

質量 118g

標準価格 75,000(税抜)

問合せ先

会社名	:	テセラ・テクノロジー株式会社
e-mail	:	support@tessera.co.jp
<URL>	http://www.tessera.co.jp/index.html
<URL>	http://www.tessera.co.jp/ts-r-in32m3-cl.html
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アドバンテック株式会社� PLC

アンマネージド産業用ギガビット＆SFP対応イーサネットスイッチングハブ EKI-5729F/5726F
コンパクトなIP30ハウジングとワイドな電源入力範囲、ワイドな使用温度、EMCレベル3に対応する8/16ポートと光
メディア拡張用SFPを2ポート搭載するスイッチングHUBです。

特長
●冗長化対応でワイドな電源入力範囲（DC8.4～ 52.8V）、フェイル接点搭載

●ワイドな動作温度範囲	-10～ 60°C、ワイド温度	I-タイプ	-40～ 75℃

●ジャンボフレームサポート	（最大9,216	Bytes）

●ポートベースQoS対応

●ループ誤配線検知機能搭載

●EMSレベル3対応

●UL508,	UL-C1D2,	FCC,	CE,	ATEX,	DNV

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

43	x	120	x	84	mm	
EKI-5729F/EKI-5729FI	
8ポート+SFP	2ポート
74	x	120	x	84	mm	
EKI-5726F/EKI-5726FI	
16ポート+SFP	2ポート	

質量

標準価格

問合せ先

アドバンテック株式会社	
TEL	:	03-6802-1021	/	0800-500-1055
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-
ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5729F/mod_fbe01d0a-8332-4082-8d6f-
bb3525d59d45.aspx
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-
ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5726F/mod_93dec80a-0a6f-4818-abd9-
f4c311516d53.aspx

アドバンテック株式会社� PLC

アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ EKI-3725/3728
コンパクトなIP40ハウジングとワイドな電源入力範囲とワイドな使用温度に対応する5または8ポートのスイッチング
HUBです。

特長
●冗長化対応でワイドな電源入力範囲(DC8.4～ 52.4V)、フェイル接点搭載

●ワイドな動作温度範囲	-10～ 60°C	

●ジャンボフレームサポート	(最大9,216	Bytes)

●ポートベースQoS対応

●ループ誤配線検知機能搭載

●低消費電力設計	5ポート:2.4W	/	8ポート:4.5W

●UL60950-1,	FCC,	CE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

28.5	x	120	x	85.3	mm		-	
EKI-3725
44.5	x	120	x	85.3	mm		-	
EKI-3728

質量

標準価格

問合せ先

アドバンテック株式会社	
東京都台東区浅草6-16-3	
TEL	:	03-6802-1021	/	0800-500-1055
<URL>	http://www.advantech.co.jp
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/1-2MLK0J/EKI-3725/
mod_2c059c18-4b09-42ec-a4b5-22ba394d3500.aspx
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/1-2MLK0J/EKI-3728/
mod_2f120f49-0e16-4533-a72d-89d7e341b110.aspx
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アドバンテック株式会社� PLC

アンマネージド産業用ギガビット対応イーサネットスイッチングハブ EKI-5725/5728/5726
コンパクトなIP30ハウジングとワイドな電源入力範囲とワイドな使用温度、EMCレベル3に対応する5/8/16ポートの
スイッチングHUBです。

特長
●冗長化対応でワイドな電源入力範囲(DC8.4～ 52.8V)、フェイル接点搭載

●ワイドな動作温度範囲	-10～ 60℃、ワイド温度範囲	I-タイプ-40～ 75℃

●ジャンボフレームサポート	(最大9,216	Bytes)

●ポートベースQoS対応

●ループ誤配線検知機能搭載

●EMSレベル3対応

●UL508,	UL-C1D2,	FCC,	CE,	ATEX,	DNV

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

28.5	x	120	x	85.3	mm		-	
EKI-5725/5725I	5ポート
44.5	x	120	x	85.3	mm		-	
EKI-5728/5728I	8ポート
74.0	x	120	x	84.0	mm		-	
EKI-5726/5726I	16ポート

質量

標準価格

問合せ先

アドバンテック株式会社	
東京都台東区浅草6-16-3	
TEL	:	03-6802-1021	/	0800-500-1055
<URL>	http://www.advantech.co.jp
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-
ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5725/mod_41eecfe4-4c08-4266-a128-
16baddb7b30f.aspx
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-
ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5728/mod_2ac7b145-cd81-4cda-8b0b-
ba34a32887db.aspx
<URL>	http://www2.advantech.co.jp/products/0cba8822-7dac-484d-
ad9d-91f70d02c0d5/EKI-5726/mod_8e1006ae-5ac6-4945-b54e-
f0c65309911f.aspx
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シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社� 表示器

GP-Pro EX 三菱電機(株)iQ-R/Fイーサネットドライバ
SLMP 通信に対応しました

特長
●SLMP	Client機能をサポート

●プログラマブル表示器GP/SPシリーズがSLMP	サーバ機器と通信可能です

●SLMP	サーバ機器を経由しCC-Link	IEネットワーク上の機器にもアクセス可能です

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

以下のサイトにてご確認ください。
<URL>	http://www.proface.com/ja/contact
<URL>	http://www.proface.co.jp/
<URL>	http://www.proface.com/ja/product/hmi/top

表
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FAG�Industrial�Service�GmbH� センサ・エンコーダ

FAG SmartCheck
特長

●FAG	SmartCheck	-	永続オンライン振動監視システム	(振動、温度)	-	2つのアナ
ログ	(0 ～ 10V、0～ 20mA)	および1つのデジタル入力による処理パラメーター
の記録
	・アナログ出力	(0～ 10V、0～ 20am)	または切替出力による警報または特性値
の表示
	・	デバイスのLEDによる警報ステータスの表示
	・	Ethernet・RS485インタフェース
	・	11～ 32V電源またはEthernetによる電源	
・	IP67発送品には、ソフトウェア製品SmartWeb・SmartUtilityライトも含まれます。	

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 44mm	x	55mm	x	57mm

質量 210	g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.schaeffler.co.jp/content.schaeffler.jp/ja/index.jsp
<URL>	http://www.fag-smartcheck.com

Cognex�Corporation� センサ・エンコーダ

In-Sight 5000 Vision Systems
特長

●	In-Sight	5000シリーズビジョンシステムは、工業グレードの機能を標準搭載する世
界で唯一のビジョンシステムです。振動に耐える頑丈なダイキャストアルミニウムおよ
びステンレス筐体、密閉型M12コネクター、塵や水分に対するIP67・IP68保護
等級の保護レンズカバーに至るまで、工場フロアにおける安心感をもたらします。

●すべての	In-Sight	5000	画像処理システムモデルは、クラス最高のパフォーマンス
を提供します。ほとんどのモデルには、使い方が簡単なIn-Sight	Explorerソフトウェ
アを介して、コグネックス画像処理ツールの完全ライブラリを搭載しています。ツー
ルには、訓練の容易なコード読み取り、OCR、調査、測定およびカラーツールに
加えて、部品位置技術の業界標準であるPatMax®が含まれます。

●新しい5	MP	(メガピクセル)	In-Sight	5605ビジョンシステムは、工業グレードの丈
夫なIn-Sight	5000シリーズハードウェアと究極のスタンドアローンビジョンシステム
用高解像度画像装置のベストインクラスビジョンツールを組み合わせています。In-
Sight	5605システムは、高精度欠陥検出および測定用途に最適であり、ビジョン
ツールが、大型部品・製品・包装においても特徴を精密に検出するのを容易にす
る広範囲視野を提供します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 特徴によって変わります

質量 特徴によって変わります

標準価格

問合せ先

コグネックス株式会社
〒113-6591	東京都文京区本駒込2-28-8	文京グリーンコート23F
TEL:	0120-005409
<URL>	http://www.cognex.com/
<URL>	http://www.cognex.com/ProductsServices/VisionSystems/default.
aspx?id=1500
<E-mail>	support@cognex-china.com
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Cognex�Corporation� センサ・エンコーダ

In-Sight Micro Vision Systems
特長

●In-Sight	Microは、完全なビジョンシステムを、わずか30mm	x	30mm	x	60mm
というリモートヘッドカメラ程度の小さな筐体に搭載しています。その小ささと、最大
45度の角度での取り付けを可能にする独自の非線形補正ツールにより、In-Sight	
Microは、製造ラインのあらゆる場所にある手の届きにくい機械およびロボットの狭
い場所への取り付けに最適です。

●In-Sight	Microには、様々な業界における多様なビジョン用途に対応するための、
実績のあるコグネックス画像処理ツールのライブラリーが含まれています。また、新
しいEasyBuilder®を使用し、ステップ・バイ・ステップで画像処理システムを構築
することにより、最も強力な画像処理ツールが初心者でも簡単に操作できるようにな
りました。

●PC不要！独自のVisionView®オペレーター用インタフェースパネルにより、製造工
程の監視がさらに容易になります。VisionViewは、ネットワーク上のコグネックスビ
ジョンシステムを自動検出し、タイルビューで最大9つのビジョンシステム情報を同時
表示します。

●In-Sight	Microファミリーは、オールインワンカラービジョンシステムのパフォーマンス
基準となる存在です。食品加工から商品包装まで、薬品検査から自動車組立まで。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 30	x	30	x	60	mm

質量

標準価格

問合せ先

コグネックス株式会社
〒113-6591	東京都文京区本駒込2-28-8	文京グリーンコート23F
TEL:	0120-005409
<URL>	http://www.cognex.com/
<URL>	http://www.cognex.com/ProductsServices/VisionSystems/default.
aspx?id=110
<E-mail>	support@cognex-china.com

セ
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Industrial�Control�Communications,�Inc� ゲートウェイ

マルチプロトコルEthernet ゲートウェイ ETH-1000
ETH-1000はユーザーによる構成が可能な、マルチプロトコルEthernetゲートウェイ兼RS-485通信ゲートウェイです。
このゲートウェイは、多数の主要な産業用通信ネットワークや商用通信ネットワークをシームレスに中継します。 通信
用ゲートウェイ、ミレニアムシリーズの製品群のひとつであるETH-1000 では、これら全製品で利用可能な共通フォー
ムの各要素、構成、使用経験を活かすことができます。
CC-Link IE SLMP通信プロトコルが内蔵されているため、 この装置は、CC-Link IEフィールドEthernetアダプタモ
ジュール(NZ2GF-ETB)によって、CC-Link IEフィールド産業用Ethernetネットワークに接続できます。

特長
●USB接続対応。
●10/100Base-T	Ethernetポート
●電源供給方法は三通り。USBケーブル(端末から構成する場合)、メイン端子ブロッ
クの7-24VDC入力端子、からEthernet(PoE)を介してIEEE	802.3afによる電源。
(当ゲートウェイ用の電源供給設備不要。)

●強力な32ビットプロセッサー2個で内部処理を管理。
●独自のアラーム分析を電子メールで配信。
●Adobe®	Flash	Playerプラグインにより、ウェブブラウザーからリアルタイムでインタ
ラクティブ操作。構成実施、データベース操作、マルチウィンドウ搭載グラフィック
操作パネル型ユーザーインターフェイスに関するヘルプを含む。いずれも、メートル
法、、チャート、計器表示といった、さまざまな形式で表示させるために構成可能。

●ユーザーによる構成が可能な、ネットワーク上でのタイムアウト処理。
●2線、4線RS-485ネットワーク対応。
●デスクトップ、パネルまたは壁面、DINレールに設置(設置用付属品つき)。
●PLC-style	 logical,	 arithmetic	 and	 filtering	 database	manipulation	
operations	 allow	 the	 construction	 of	 complex	 autonomous	 data	
conditioning	functions

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.iccdesigns.com

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ



403

株式会社たけびし� 周辺ソフトウェア

MELSEC Ethernet DAサーバー (型式：QE71DAS)
Wonderware社のアーキテクチャ「ArchestrA」に対応した通信ミドルウェアです。通信設定やRAS機能を提供し、
InTouch10やWonderware Application ServerとSLMP対応機器を簡単に接続することが可能です。

特長
●ArchestrA対応・・・Microsoft管理コンソール「MMC」をベースにしており、首尾
一貫した操作性を提供します。

●多様な接続性・・・InTouchとの接続(SuilteLink)や、OPCによるクライアントア
プリケーションとの接続が可能です。

●ダイナミック・・・DAサーバーを停止せずに通信設定の変更が可能です。24時間
操業の現場に必須の機能です。

●リモート操作・・・事務所PCから現場PCのDAサーバーの操作やモニタが可能です。

●短期立ち上げ・・・RAS機能として通信状態、タグの現在値や品質情報などをモ
ニタできます。トラブル時の原因追跡が容易になります。

●サービス起動・・・Windowsのサービスプログラムとして動作することが可能です。
ログイン画面の状態で動作開始します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 ￥68,000

問合せ先

株式会社たけびし
機電システム本部	技術部
〒615-8501	京都市右京区西京極豆田町29
TEL	075-325-2172	FAX	075-325-2273		
<URL>	http://www.takebishi.co.jp/
<URL>	http://www.faweb.net/das/
<E-mail>	fa-support@takebishi.co.jp

株式会社たけびし� 周辺ソフトウェア

デバイスエクスプローラ OPCサーバー  (型式：DXPENT)
デバイスエクスプローラOPCサーバーは、多様化するフィールド機器へのアクセス機能を提供する通信ソフトウェアです。
国際標準規格”OPC”に対応していますので、市販パッケージを組み合わせることで高度なシステムを低コストで構築可能
になります。

特長
●豊富な接続性・・・世界各国の製造現場で稼動するフィールド機器に対応しています。

●直感的操作性・・・直感的なユーザーインターフェイスを提供していますので、	
マニュアルを見なくて操作できます。

●安心の信頼性・・・10年以上連続してOPCの認証試験に適合しており、世界各
国のOPC対応製品がご利用頂けます。

●アジア対応力・・・日本語、英語、中国語に対応しています。台湾、韓国語にも
対応予定です。

●デバック支援・・・システム立ち上げ作業を軽減するRAS機能を提供しています。

●最新環境適応・・・Windows7システム、64ビットシステムに対応しています。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 ￥128,000

問合せ先

株式会社たけびし
機電システム本部	技術部
〒615-8501	京都市右京区西京極豆田町29
TEL	075-325-2172	FAX	075-325-2273		
<URL>	http://www.takebishi.co.jp/
<URL>	http://www.faweb.net/opc/
<E-mail>	fa-support@takebishi.co.jp

周
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三菱電機株式会社� その他

三菱データ収集アナライザ MELQIC IU2シリーズ IU2-3M10/IU2-3M10L
製造品質の向上に必要なデータ収集・解析・判定・保存を1台で実現！
高速・多チャンネル対応のオール・イン・ワン アナライザ MELQIC IU2シリーズ

特長
●データの収集・解析・判定・保存がMELQIC本体内蔵機能だけで実現することが
できます。

●用途に応じた増設ボード(高速アナログ入力，高速カウンタ，パルス出力，熱電対入
力，CAN通信など)をラインアップしています。

●GPIBやEthernet、アナログ入力などで計測器やセンサと接続して、さまざまなデー
タ収集が行えます。

●Q/LシリーズシーケンサとEthernet接続し、MCプロトコル(QnA互換3Eフレーム)に
よるデータの読出し/書込みが行えます。

●FA仕様のハードウェアコンセプトで現場での長期適応が可能です。

●外部モニタ、GOT表示器、外付ストレージ、ユーザインターフェースなどの接続で
多様な現場環境に対応できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 270×198×242[mm]
(IU2-3M10/IU2-3M10L)

質量 5.3[kg](IU2-3M10)/
5.0[kg](IU2-3M10L)

標準価格 282,500円(IU2-3M10)/
178,000円(IU2-3M10L)

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 北陸支社	 076-233-5502
北海道支社	 011-212-3794	 中部支社	 052-565-3314
東北支社	 022-216-4546	 豊田支店	 0565-34-4112
福島支店	 024-923-5624	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
三菱電機FA機器電話技術相談：079-298-9440
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

そ
の
他
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横河電機�株式会社� その他

データアクイジションシステム GM SMARTDAC+ シリーズ GM10 データ収集モジュール GM90MB モジュールベース GM90PS 電源モジュール
データアクイジションシステム GM は、汎用性と拡張性に優れたデータロガーです。本体にデータ収集用のメモリを
内蔵し、さらに外部メディアとしてSDカードをサポートします。システムは、データ収集モジュール( GM10)、電源モ
ジュール( GM90PS)、各種モジュールを収納するモジュールベース( GM90MB)で構成されます。
/E4：SLMP通信オプション、/MC：通信チャネルオプションを選択すると、MELSECのデバイスデータをプログラ
ムレスで、記録、保存できます。 

特長
●長年培った計測技術の実績と信頼により、安心と使いやすさを兼ね備えた、フレキ
シブルなデータロガーです。
1．チャネル数の増減に柔軟に対応
			・最大420ch	測定
			・スライドロックで簡単着脱
2．Web	ブラウザから簡単アクセス
			・ハードウェア設定
			・リアルタイムモニタ
3．モバイル接続対応
			・Bluetooth	通信
			・タブレットによるモニタ、設定が可能
4．オープンネットワーク
			・Modbus、EtherNet/IP、SLMP、OPC-UA	サーバ対応
5．高性能、高信頼設計
			・高い測定確度
			・安心の内部メモリと外部記憶メディアによる冗長化
6．耐環境、耐ノイズ性能
			・広い使用温度範囲：-20	～	60℃
			・ノイズに強い電磁リレースキャナ方式アナログ入力をラインアップ

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

GM10：
45.1(W)×	111(H)×	107.1(D)	mm
GM90MB	モジュールベース：
57.7(W)×	135(H)×	103.5(D)	mm
GM90PS		電源モジュール：
88(W)×	135(H)×	126.7(D)	mm

質量
GM10：約0.25kg	
GM90MB：約0.15kg	
GM90PS-1N2W0：約0.55kg	

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	横河電機株式会社	IAプラットフォーム事業部	カスタマーサポートセンター
電話番号	:	0120-569116
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.smartdacplus.com/ja/index.html
<URL>	http://www.smartdacplus.com/ja/gm/gm01.html

そ
の
他
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横河電機�株式会社� その他

ペーパレスレコーダ (パネルマウントタイプ)  SMARTDAC+ シリーズ  GX10, GX20
GX10/GX20 は、測定データをリアルタイムにタッチパネルに表示し、SD メモリカードにデータを保存することがで
きるペーパレスレコーダです。
/E4：SLMP通信オプション、/MC：通信チャネルオプションを選択すると、MELSECのデバイスデータをプログラ
ムレスで、記録、保存できます。 また、/CG：カスタムディスプレーオプション機能を選択すると、作成した画面から、
MELSECのデバイスにデータを設定することができます。

特長
●1．測定
		・豊富な入出力でさまざまな測定対象に対応
		・入出力は増設可能なモジュール構造	
		・最大450	チャネルの多チャネル測定
		・パルス信号データ収集、積算カウント
2．記録
		・多チャネルの長時間記録に対応
		・内部メモリと外部メディアによる冗長化
		・セキュリティ重視のバイナリデータ保存に対応
			(汎用的なテキストデータ保存にも対応)
3．操作・表示
		・カスタムディスプレイ機能(オプション)で自由に画面を構築
		・多彩で便利な表示機能
		・タッチパネルの採用でさらに使いやすく
		・Web	ブラウザで遠隔監視とGX/GP	の設定変更が可能
4．活用
		・帳票の自動作成、自動印刷が可能
		・データ解析、設定、収集など、充実のソフトウェア
		・テキスト形式での保存に対応
		・SLMP	通信(MELSEC)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

GX10:	
144(W)	×	144(H)	×	255(D)	mm
GX20:	
288(W)	×	288(H)	×	220(D)	mm

質量 GX10:	Approx.	2.1	kg,	
GX20:	Approx.	6.0	kg

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	横河電機株式会社	IAプラットフォーム事業本部	カスタマーサポートセンター
電話番号	:	0120-569116
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.smartdacplus.com/ja/index.html
<URL>	http://www.smartdacplus.com/ja/gx/gx01.html

そ
の
他



407

横河電機�株式会社� その他

ペーパレスレコーダ (ポータブルタイプ) SMARTDAC+ シリーズ GP10, GP20
GP10/GP20 は、測定データをリアルタイムにタッチパネルに表示し、SD メモリカードにデータを保存することがで
きるポータブルタイプのペーパレスレコーダです。
/E4：SLMP通信オプション、/MC：通信チャネルオプションを選択すると、MELSECのデバイスデータをプログラ
ムレスで記録、保存できます。 また、/CG：カスタムディスプレーオプション機能を選択すると、作成した画面から、
MELSECのデバイスにデータを設定することができます。

特長
●1．測定
		・豊富な入出力でさまざまな測定対象に対応
		・入出力は増設可能なモジュール構造	
		・最大450	チャネルの多チャネル測定
		・パルス信号データ収集、積算カウント
2．記録
		・多チャネルの長時間記録に対応
		・内部メモリと外部メディアによる冗長化
		・セキュリティ重視のバイナリデータ保存に対応
			(汎用的なテキストデータ保存にも対応)
3．操作・表示
		・カスタムディスプレイ機能(オプション)で自由に画面を構築
		・多彩で便利な表示機能
		・タッチパネルの採用でさらに使いやすく
		・Web	ブラウザで遠隔監視とGX/GP	の設定変更が可能
4．活用
		・帳票の自動作成、自動印刷が可能
		・データ解析、設定、収集など、充実のソフトウェア
		・テキスト形式での保存に対応
		・SLMP	通信(MELSEC)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

GP10：
144(W)×	168(H)×	197(D)	mm
GP20：
288(W)×	318(H)×	197(D)	mm

質量 GP10：約1.9kg、GP20：約5.4kg

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	横河電機株式会社	IAPFプラットフォーム事業本部	カスタマーサポートセンター
電話番号	:0120-569116	
<URL>	http://www.yokogawa.co.jp/
<URL>	http://www.smartdacplus.com/ja/index.html
<URL>	http://www.smartdacplus.com/ja/gp/gp01.html

そ
の
他
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株式会社�エム・システム技研� その他

リモートグラフィックパネル RGP30
通信ネットワークを通じて情報の表示・操作だけを行う表示部を持たない表示器です。

特長
●簡易Webサーバを搭載した、汎用Web技術を用いた表示器で、外部からネットワー
ク経由でRGP30に接続し、画面を表示可能が可能です。
また、HDMI端子をもち、HDMI対応ディスプレイに接続することで画面を表示可能
です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W50×H110×D110mm

質量 400g

標準価格 165,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

そ
の
他
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株式会社�エム・システム技研� 伝送装置

WEBロガー 2 DL30
DL30は、Webサーバ機能を内蔵したコンパクトなデータロガーです。DL30が自動的に作成するトレンド表示や帳票
などのWeb画面は、インターネット経由でPCやタブレットのブラウザから閲覧できます。またメールによる異常通報や
クラウドへのファイル転送、PLCとのデータ通信など各種機能を装備しています。

特長
●監視・記録されたデータを確認するWebブラウザ用画面(トレンド、データ、イベント、
帳票)を実装し、ユーザによるグラフィック画面作成も可能です。

●本体に入出力カードを組合せる構造で、必要な信号の種類と点数に応じて自由に
選定、組合せることができます。

●日報、月報、年報などの帳票を作成します。

●入力データを監視し、Eメールにてメッセージを送信します。

●SLMPマスタとして、PLCからもデータを収集できます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W50×H110×D98mm

質量 約300	g

標準価格 150,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp

伝
送
装
置
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倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-IEF-SB  24AWG×4P (固定部用タイプ)
24AWG 単線導体を使用した、標準タイプです。

特長
●AL-PET	テープ＋編組による2	重シールドを施してあり、耐ノイズ性に優れています。

●耐油･耐熱(75℃ )･難燃性(垂直トレイ試験)、UL444	CM	に対応しています。

●ANSI/TIA/EIA-568-B.2	Category	5e	規格に準拠した産業用Ethernet	対応
ケーブルです。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA	現場における各種、産業用イーサネットやPLC	間及びPLC-上位層間等のイー
サネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性PVC	を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

局種 ―

占有局数 ―

CC-Linkバージョン ―

外形寸法 ケーブル外径	約6.7mm

質量 約60kg/km

標準価格 お問合せください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokyo1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/fanc_ief.pdf
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp

倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-IEF-P  25AWG×4P (固定部用タイプ)
25AWG の撚線タイプで、柔軟性に優れています。

特長
●AL-PET	テープ＋編組による2	重シールドを施してあり、耐ノイズ性に優れています。

●耐油･耐熱(75℃ )･難燃性(垂直トレイ試験)、UL444	CM	に対応しています。

●ANSI/TIA/EIA-568-B.2	Category	5e	規格に準拠した産業用Ethernet	対応
ケーブルです。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA	現場における各種、産業用イーサネットやPLC	間及びPLC-上位層間等のイー
サネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性PVC	を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

局種 ―

占有局数 ―

CC-Linkバージョン ―

外形寸法 ケーブル外径	約6.7mm

質量 約55kg/km

標準価格 お問合せください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokyo1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/fanc_ief.pdf
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp
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倉茂電工�株式会社� ケーブル・コネクタ

FANC-IEF-Z  26AWG×4P (可動部用タイプ)
導体素線を細線化された集合線タイプで、耐震･耐屈曲性に優れています。

特長
●AL-PET	テープ＋編組による2	重シールドを施してあり、耐ノイズ性に優れています。

●ANSI/TIA/EIA-568-B.2	Category	5e	規格に準拠した産業用Ethernet	対応
ケーブルです。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品認定品です。

●CC-Link	IE	フィールドネットワーク対応のツイストペアケーブルです。
FA	現場における各種、産業用イーサネットやPLC	間及びPLC-上位層間等のイー
サネットの配線にご使用頂けます。
シースに耐油性PVC	を使用しており、油の飛散する環境にもご使用できます。

局種 ―

占有局数 ―

CC-Linkバージョン ―

外形寸法 ケーブル外径	約6.5mm

質量 約50kg/km

標準価格 お問合せください

問合せ先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-13-10(日本橋中野ビル6F)
倉茂電工株式会社	東京支店
TEL:03-5644-7601	FAX:03-5644-8231
E-mail	:	tokyo1@kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp
<URL>	http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/fanc_ief.pdf
<E-mail>	eigyo@kuramo.co.jp

HELUKABEL�GmbH� ケーブル・コネクタ

HELUKABEL 801197 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR
カテゴリ7eケーブル

特長
●HELUKABEL	801197	Cat7e	S/FTP	4x2xAWG23/1	PUR	ハロゲンフリー耐
油性ロバストケーブル	(固定設置向け/最大1000MHzの周波数)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7,8	mm

質量 68	kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.helukabel.jp
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HELUKABEL�GmbH� ケーブル・コネクタ

HELUKABEL 803693 Cat6A S/FTP 4x2xAWG22/1 PVC
カテゴリ6Aケーブル 

特長
●HELUKABEL	803693	Cat6A	S/FTP	4x2xAWG22/1	PVC、固定取付用、
周波数最大	500	MHz

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 9,6mm

質量 115	kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.helukabel.jp

HELUKABEL�GmbH� ケーブル・コネクタ

HELUKABEL 805614 Cat7 SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR
Category 7 cable 

特長
●HELUKABEL	805614	Cat7	SF/FTP	4x2xAWG24/7	PUR、常時移動／ド
ラッグチェーン用、周波数最大	600	MHz

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 8,9mm

質量 90	kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.helukabel.jp
<URL>	http://www.helukabel.de/en/en/products/produkte_detail.html?j_la
nguage=en&productKey=DNT_81610
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HELUKABEL�GmbH� ケーブル・コネクタ

HELUKABEL 80810 Cat7e S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC
カテゴリ7eケーブル

特長
●HELUKABEL	80810	Cat7e	S/FTP	4x2xAWG23/1	FRNC、ハロゲンフリー、
難燃性	IEC	60332-3	適応、固定取付用、周波数最大	1000	MHz

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7,5	mm

質量 60	kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.helukabel.jp
<URL>	http://www.helukabel.de/en/en/products/produkte_detail.html?j_la
nguage=en&productKey=DNT_80810

HELUKABEL�GmbH� ケーブル・コネクタ

HELUKABEL 81610 Cat 5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 PVC
カテゴリ 5e ケーブル

特長
●HELUKABEL	81610	Cat	5e	SF/UTP	4x2xAWG24/1	PVC,	固定取付用、
周波数最大	200	MHz

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6,0	mm

質量 50	kg/km

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.helukabel.jp
<URL>	http://www.helukabel.de/en/en/products/produkte_detail.html?j_la
nguage=en&productKey=DNT_81610
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大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CS-IE AWG24×4P CC-Link IE Field固定用ケーブル(標準タイプ)
CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。

特長
●2重シールド(遮蔽テープ＋編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

●EIA ／ TIA-568-C.2(Cat.5e)準拠

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.5	mm

質量 約	55	kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp

大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CS-IE-S AWG25×4P CC-Link IE Field固定用ケーブル(柔軟タイプ)
CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：75m)

特長
●撚線導体を使用することにより、ケーブルの柔軟性に優れています。

●2重シールド(遮蔽テープ＋編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.6	mm

質量 約	55	kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp
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大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

RM-CAT5e(20276) AWG26×4P、CM-IE AWG26×4P CC-Link IE Field可動用ケーブル
CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：45m)

特長
●高寿命シールドを使用しています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●2重シールド(遮蔽テープ＋編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.8	mm

質量 約	55	kg/km

標準価格

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-253-9202
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp

大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CM-IE CC-Link IE Field可動用ケーブル
CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：45m)

特長
●高寿命シールドを使用しています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●2重シールド(遮蔽テープ＋編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.8	mm

質量 約	55	kg/km

標準価格

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-968-1710
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp
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大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CS-IE  CC-Link IE Field固定用ケーブル(標準タイプ)
CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。

特長
●2重シールド(遮蔽テープ＋編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

●EIA ／ TIA-568-C.2(Cat.5e)準拠

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.5	mm

質量 約	55	kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-968-1710
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp

大電�株式会社� ケーブル・コネクタ

CS-IE-S  CC-Link IE Field固定用ケーブル(柔軟タイプ)
CC-Link IE Fieldの高速伝送に対応し、快適なFAネットワークを構築できます。(最大使用長：75m)

特長
●撚線導体を使用することにより、ケーブルの柔軟性に優れています。

●2重シールド(遮蔽テープ＋編組遮蔽)を施し、耐ノイズ性に優れています。

●耐油・難燃性に優れた外皮を使用しています。

●UL規格認定品です。(AWMスタイル20276)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.6	mm

質量 約	55	kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

大電株式会社
FA	ロボット電線事業部	
久留米営業所	0942-51-2121
東京営業所	03-5805-5885
名古屋営業所	052-968-1710
大阪営業所	06-6229-1983
<URL>	http://www.dyden.co.jp
<E-mail>	jyoden@dyden.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1417359 VS-OE-OE-94F/...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR ハロゲンフリー , 水色RAL 5021, シールド対応, 片
側フリー , 上 片側フリー , ケーブル長: 長さ自由(0.5 ～ 400.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.4	mm

質量 42	kg/km

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
<URL>	https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemd
etail:pid=1417359&library=jpja&pcck=P-10-01-02&tab=1

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1418853 VS-08-RJ45-10G/C
RJ45オスインサート、CAT6A、10 Gigabit

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 -

質量 3	g

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

NBC-MSX/... SCO
プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 -

質量 11	g

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1408644 NBC-MSX-MSX SCO-10G/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート 
M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, ケー
ブル長: 自由に入力(0.2 ～ 40.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1408645 NBC-MSX-R4QC SCO-10G/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート 
M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 自由に
入力(0.2 ～ 40.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1408646 NBC-MSX-R4RC SCO-10G/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート 
M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 自由に
入力(0.2 ～ 40.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1408647 NBC-MSX-R4AC SCO-10G/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート M12 
SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 プラグ ストレート RJ45 / IP20, ケーブル長: 自由に入力(0.2 ～ 40.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1408648 NBC-MSX SCO-10G/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, ケーブルタイプ各種, シールド対応, プラグ ストレート 
M12 SPEEDCON / IP67, コーディング: X, 上 片側フリー , ケーブル長: 自由に入力(0.2 ～ 40.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1411853 NBC-R4AC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート 
RJ45 / IP20, 上 片側フリー , ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1411854 NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
パッチケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 
/ IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 / IP20, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1411855 NBC-R4AC-R4RC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート 
RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1411856 NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート 
RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1414321 NBC-R4AC-R4MC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート 
RJ45 / IP20, 上 プラグ ストレート RJ45 クリップ式 / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1414322 NBC-R4MC-R4MC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート 
RJ45 クリップ式 / IP67, 上 プラグ ストレート RJ45 クリップ式 / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1414323 NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, プラグ ストレート RJ45 
プッシュプル / IP67, 上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1414324 NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67, 上 プラグ 
ストレート RJ45 プッシュプル / IP67

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1415637 NBC-R4RC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, 上 片側フリー , 
ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1415638 NBC-R4QC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, 上 片側フリー , 
ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

1415639 NBC-R4MC-IE8A/.../...
ネットワークケーブル, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-極, PUR, 水色RAL 5021, シールド対応, 上 片側フリー , 
ケーブル長: 任意の入力(0.2 ... 100.0 m)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 -

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

会社名	:	フエニックス・コンタクト株式会社
電話番号	:	045-471-0093	(代表)
e-mail	:	sales@phoenixcontact.co.jp

吉野川電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

RIV-S011P04S-IE CC-LinkIE対応ケーブル(高可動部用)
ケーブルキャリア、屈曲に適したCC-LinkIE対応の高可動部用ケーブルです。

特長
●最大配線長30m

局種

占有局数

CC-Linkバージョン -

外形寸法 ケーブル外径	約6.5mm

質量 -

標準価格 お問合せ下さい

問合せ先

〒761-0493
香川県高松市小村町331
吉野川電線株式会社
TEL:087-847-5161	FAX:087-847-9484
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Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

DataTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル (7939A)
このケーブルは優れた電気的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために
設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

特長
●•AWG24結合対裸銅鎖	(7x32)
•全体を覆うベルドフォイルシールド
•プレナムではない	
•ポリオレフィン絶縁
•産業等級の耐熱性、耐油性。(0.030”)黒か青の	ポリ塩化ビニル製ジャケット
•各UL1581当たり	-40°Cの低温曲げ試験合格

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 0.340	Inches
8.64	mm

質量 40lbs	/	1000	ft.									
18.18g	/	304.8m

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp
<URL>	http://www.belden.com/
<URL>	http://www.belden.com/products/browse/industrial/
networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm

Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

DataTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル(7953A)
このケーブルは優れた電気的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために
設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

特長
●•AWG23裸銅固体	
•内部テープ分離機
•全体を覆うベルドフォイルシールド
•リップコード
•プレナムではない
•ポリオレフィン絶縁
•FRPO	内装ジャケット
•産業等級の耐熱性、耐油性。(0.030”)黒の	PVC	外装ジャケット
•TIA/EIA-568-B.2-1,	Category	6	(検証済)
•ケーブルは各UL1581当たり	-40°Cの低温曲げ試験合格

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 0.340	Inches
8.64	mm

質量 32lbs	/	1000	ft.									
14.5kg	/	304.8m

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp
<URL>	http://www.belden.com/
<URL>	http://www.belden.com/products/browse/industrial/
networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm
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Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

データTuff  Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールドネットワーク用 ケーブル(7921A)
このケーブルは優れた電気的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために
設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

特長
●・AWG24結合対固体裸銅
・全体を覆うベルドフォイルシールド、＋70％のスズめっき銅編組
・固体らせん状ドレイン線AWG24
・プレナムではない	
・ポリオレフィン絶縁
・産業等級の耐熱性、対油性。(0.030”)黒、赤、ティールか青色のポリ塩化ビ
ニル製ジャケット
・TIA/EIA-568-B.2,	カテゴリ	5e(検証済)
・各UL1581当たり-40°Cの低温曲げ試験合格

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 0.340	Inches
8.64	mm

質量 55lbs	/	1000	ft.
24.9kg	/	304.8m

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp
<URL>	http://www.belden.com/
<URL>	http://www.belden.com/products/browse/industrial/
networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm

Belden�Electronics�Division� ケーブル・コネクタ

データTuff Cat5e産業イーサネット対応CC-Link IEフィールド用ケーブル (7929A)
このケーブルは優れた電気的性能用の結合対技術を利用し、荒い環境の中にある基幹のアプリケーションのために
設計されています。シールドは、電磁妨害(EMI)および無線周波妨害(RFI)からの免疫が優れています。

特長
●•AWG24結合対裸銅固体	
•全体を覆うベルドフォイルシールド
•AWG24標準スズめっきドレイン・ワイヤ	
•プレナムではない
•ポリオレフィン絶縁
•産業等級の耐熱性、耐油性。(0.030”)黒か青の	ポリ塩化ビニル製ジャケット
•TIA/EIA-568-B.2,	カテゴリ	5e	(検証済)
•各UL1581当たり	-40°Cの低温曲げ試験合格

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 0.340	Inches
8.64	mm

質量 37lbs	/	1000	ft.
16.8kg	/	304.8m

標準価格

問合せ先

ベルデンジャパン
東京都中央区日本橋1-12-8	第二柳屋ビル2F
Tel.	03-6848-6390
e-mail:	japan.sales@belden.com	
株式会社コーレンス	機材営業本部	第二機材部
〒106-0032	東京都港区六本木1丁目8番7号
Tel.	03-5114-0848	Fax.	03-3589-3199
e-mail	:	ec2@correns.co.jp
<URL>	http://www.belden.com/
<URL>	http://www.belden.com/products/browse/industrial/
networkandprotocol/cclink/CC-Link.cfm
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JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-24
JMACSのCCNC-IEFは、FA分野でEMI対策が必要とされるシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブ
ルです。UL、C・ULリステッド製品です。

特長
●ISO／ IEC11801(Cat．5)、TIA ／ EIA-568-C．2(Cat．5e)の特性に準拠。

●ギガビットイーサネット(1000BASE-T)の高速伝送に対応。

●アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、
通信の伝送品質が安定します。

●FA分野での用途を考慮し、シースには、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリー
のビニル混合物を使用しています。(RoHS指令対応)

●レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約6．5	(mm)

質量 約55	(kg/km)

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp

JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

産業用イーサネットケーブル・CCNC-IEF-26
JMACSのCCNC-IEFは、FA分野でEMI対策が必要とされるシールド付き(2重シールド)の産業用イーサネットケーブ
ルです。26AWGは、撚り線導体のため、パッチコード用として最適です。

特長
●ISO／ IEC11801(Cat．5)、TIA ／ EIA-568-C．2(Cat．5e)の特性に準拠。

●ギガビットイーサネット(1000BASE-T)の高速伝送に対応。

●アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、
通信の伝送品質が安定します。

●FA分野での用途を考慮し、シースには、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリー
のビニル混合物を使用しています。(RoHS指令対応)

●レングスマークを印字していますので、条長管理が容易です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約6．0	(mm)

質量 約45	(kg/km)

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp
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JMACS�株式会社� ケーブル・コネクタ

ロボット／可動部 産業用イーサネットケーブル RX-IETP-SB
ロボットやケーブルキャリアなど、移動屈曲部への配線に適した産業用イーサーネットケーブルです。

特長
●ISO／ IEC11801(Cat．5)、TIA ／ EIA-568-C．2(Cat．5e)の特性に準拠。

●アルミ箔貼付けPETテープと高密度編組の2重シールドにより耐ノイズ性に優れ、
通信の伝送品質が安定します。

●FA分野での用途を考慮し、シースには、難燃性と耐油・耐熱性能に優れた鉛フリー
のビニル混合物を使用しています。(RoHS指令対応)

●1000万回の繰り返し曲げ試験に合格

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 約	6.5	(mm)

質量 約	45	(kg/km)

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目20番1号
JMACS株式会社
営業部
TEL:06-4796-0080		FAX:06-4796-0090
東京営業所
TEL:03-3239-5204		FAX:03-3556-1240
<URL>	http://www.jmacs-j.co.jp/
<E-mail>	sales@jmacs-j.co.jp

LS�Cable&system�Ltd.� ケーブル・コネクタ

SF/UTP Category 5E 4-Pair Cable Fixed (SFP-E-C5G-E1ZN-X 0.5X004P/GY)
LSSS-LN0063-05
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2, UL444, IEC 61156-5 Complied
100 ohm Solid Bare Copper
RoHS Complied

特長
●High	Stability	through	Solid	Bare	Copper

●Double	Shield	:	Al/Mylar	Foiled	Tape	+	Tinned	Copper	Braid

●Transmission	Distance	:	Max.	100m

●Low	Smoke	Zero	Halogen

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.lssimple.com
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LS�Cable&system�Ltd.� ケーブル・コネクタ

SF/UTP Category 5E 4-Pair Cable Flexible (SFP-E-C5G-E1ZP-X 0.5X004P/GY(LS SIMPLE))
LSGS-16-LN0011-01
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2, UL444, IEC 61156-5 Complied
Stranded Copper cable of 100 ohm
RoHS Complied

特長
●High	Flexibility	through	Stranded	Copper

●Double	Shield	:	Al/Mylar	Foiled	Tape	+	Tinned	Copper	Braid

●Transmission	Distance	:	Max.	100m

●Low	Smoke	Zero	Halogen

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.lssimple.com

太陽ケーブルテック�株式会社� ケーブル・コネクタ

FAFX-5E25SLAB
CC-Link Ver.1.10に対応した可とう性2重シールドイーサネットケーブル

特長
●可とう性を有する移動用FAイーサネットケーブルです。2重シールド構造により雑
音環境の厳しい環境で使用できます。パッチコード用ケーブルとして適した特性の
ケーブルです。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン Ver.1.10

外形寸法 外形	6.5mm

質量 概算質量	54kg/km

標準価格 営業までお問い合わせください

問合せ先

会社名	:	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12協立新横浜ビル9F
太陽ケーブルテック株式会社	東京支店	
電話番号	:	03-470-7721
<URL>	http://www.taiyocabletec.com/
<URL>	http://www.taiyocable.com/pdf/fa-ethernet.pdf
<E-mail>	keiji.shimokawa@tcapgroup.com
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Lutze�Inc.� ケーブル・コネクタ

Industrial RJ45 IDC Connector #490128 
Straight RJ45 - Male 8 pole, Cat6a, Color Code T568B, 10Gigabit/sec.

特長
●Insulation	Displacement	Connector	(IDC),	Zinc	die-cast	housing,	Quick	
connect	technology,	Field	wireable,	easy	to	install,	AWG	27-22,	IP20,	UL	
listed

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.lutze.com
<URL>	http://www.luetze.com/catalogue/product-selection/details/
actuator-sensor-interface/field-attachable-rj45-connector/490128-rj45-
connector/

Lutze�Inc.� ケーブル・コネクタ

Industrial RJ45 IDC Connector #490129
Straight RJ45 - Male 8 pole, Cat6a, Color Code T568A, 10Gigabit/sec.

特長
●Insulation	Displacement	Connector	(IDC),	Zinc	die-cast	housing,	Quick	
connect	technology,	Field	wireable,	easy	to	install,	AWG	27-22,	IP20,	UL	
listed

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.lutze.com
<URL>	http://www.luetze.com/catalogue/product-selection/details/
actuator-sensor-interface/field-attachable-rj45-connector/490129-rj45-
connector/
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Lutze�Inc.� ケーブル・コネクタ

Industrial RJ45 IDC Connector #490151
Angled 90° RJ45 - Male 8 pole, Cat6a, Color Code T568B, 10Gigabit/sec.

特長
●Insulation	Displacement	Connector	(IDC),	Angled	90°four	rotating	
positions,	Zinc	die-cast	housing,	Quick	connect	technology,	Field	
wireable,	easy	to	install,	AWG	27-22,	IP20,	UL	listed.

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.lutze.com
<URL>	http://www.luetze.com/catalogue/product-selection/details/
actuator-sensor-interface/field-attachable-rj45-connector/490151-rj45-
connector/

Lutze�Inc.� ケーブル・コネクタ

LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat5e #104336
For the cabling of industrial fieldbus systems with the globally accepted TCP/IP protocol. Applications 
in automation technology, transport and conveyor technology, and machine tool manufacturing, etc.  
For flexible and stationary applications.

特長
●High	active	and	passive	interference	resistance	(EMC),	talc	and	silicone	
free,	

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 OD	7.3	mm,	0.287"

質量 46	lbs/1000ft,	68.5	kg/km

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.lutze.com/
<URL>	http://www.luetze.com/catalogue/product-selection/details/bus-
and-network-cables/104336-luetze-electronic-ethernet-c-pvc-1/
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Lutze�Inc.� ケーブル・コネクタ

LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat5e #104337
For the cabling of industrial field bus systems with the globally accepted TCP/IP protocol. Applications 
in automation technology, transport and conveyor technology, and machine tool manufacturing. For high 
flexing and continuous moving applications in C-tracks

特長
●High	active	and	passive	interference	resistance	(EMC),	talc	and	silicone	
free,	UL	approvals:	CMX,	AWM

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 OD	7.8mm/0.307"

質量 46	lbs/1000ft,	68.5	kg/km

標準価格 Contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.lutze.com
<URL>	http://www.luetze.com/catalogue/product-selection/details/bus-
and-network-cables/104337-luetze-superflexr-ethernet-c-purfor-highest-
requirements/

Lutze�Inc.� ケーブル・コネクタ

LUTZE Industrial Ethernet Cable, Cat6a #104397
For the cabling of industrial field bus systems with the globally accepted TCP/IP protocol. Applications 
in automation technology, transport and conveyor technology, and machine tool manufacturing. For 
flexible and stationary applications.

特長
●High	active	and	passive	interference	resistance	(EMC),	talc	and	silicone	
free.
UL	approvals:	PLTC,	CMG,	AWM	2570	600V

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 OD	9.6	mm/	0.378"

質量 65lbs/1000ft,	96.7	kg/km

標準価格 contact	for	more	information

問合せ先

<URL>	http://www.lutze.com
<URL>	http://www.luetze.com/catalogue/product-selection/details/bus-
and-network-cables/104397-luetze-electronic-ethernet-c-pvc-1/
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冨士電線株式会社� ケーブル・コネクタ

HFS-TPCC 5 0.5mm×4P
CC-Link IEフィールドネットワークに対応した高遮へい付きLANケーブル(固定配線用)

特長
●二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET＋編組)

●広帯域にわたって優れた遮へい特性

●プラグ加工も対応可能

●耐油PVC採用

●使用ケーブル最大長：パーマネントリンク90m、チャネル100m(20℃時)

局種 －

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 仕上外径：約6.5mm

質量 概算質量：55kg/km

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

冨士電線株式会社	東京事務所
TEL	:	03-5217-0911
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lan/cat5e/hfs-tpcc5.htm
<E-mail>	sales@fuji.swcc.co.jp

冨士電線株式会社� ケーブル・コネクタ

HFS-TPCC 5 PATCH-FA 26AWG×4P
CC-Link IEフィールドネットワークに対応した高遮へい付きLANケーブル(耐屈曲)

特長
●撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル

●二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET＋編組)

●プラグ加工も対応可能

●耐油PVC採用

●使用ケーブル最大長：パーマネントリンク60m、チャネル67m(20℃時)

局種 －

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 仕上外径：約6.2mm

質量 概算質量：約48kg/km

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

冨士電線株式会社	東京事務所
TEL	:	03-5217-0911
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/
<URL>	http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lan/cat5e/hfs-tpcc5-patch-fa.htm
<E-mail>	sales@fuji.swcc.co.jp
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ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han® 3 A RJ45  ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, インサート
Han® 3  A フード/ハウジング用完全シールドのハイブリッドコネクタインサート

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続
パワーとデータ接続を統合

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 42g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-Hybrid-GL-Cat6A-
insert-84p/09451001720
<E-mail>	jp@HARTING.com

ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8-poles, Cat. 6A, インサート
Han® 3  A フード/ハウジング用完全シールドRJ45コネクタインサート

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 41g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-GL-Cat6A-plug-
insert-8p/09451001520
<E-mail>	jp@HARTING.com
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ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8ピン, Cat. 6A, プラスチック
堅牢な完全シールドRJ45コネクタ、盤外用

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 70g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-GL-Cat6A-plug-
8p-plastic/09451251520
<E-mail>	jp@HARTING.com

ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han® 3 A RJ45 Gigalink コネクタ, 8ピン, Cat. 6A, メタル
高い堅牢性の完全シールドRJ45コネクタ、盤外用

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 133g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-GL-Cat6A-plug-
8p-met/09451151520
<E-mail>	jp@HARTING.com
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ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A,  メタル
高い堅牢性のシールドRJ45コネクタ、盤外用

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続
パワーとデータ接続を統合

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 127g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-Hybrid-GL-Cat6A-
plug-84p-met/09451151720
<E-mail>	jp@HARTING.com

ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han® 3 A RJ45 ハイブリッドプラグ, Cat. 6A, プラスチック
堅牢なシールドハイブリッドコネクタ、盤外用

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続
パワーとデータ接続を統合

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 42g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/Han3A-RJ45-Hybrid-GL-Cat6A-
plug-84p-pl/09451251720
<E-mail>	jp@HARTING.com
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ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

Han-Max® コネクタ, Cat. 5, 8ピン
堅牢なRJ45コネクタ、盤外用、バイヨネットロッキング

特長
●Cat.	5,	1	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 84g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/I-O-connectors-HARTING-RJ-
Industrialsup-sup-Ethernet-data-interfaces-Han-Maxsup-sup-Cable-connector
/396867?showProducts=1&q=%3Acode-asc%3AinProductListAllowed%3A
true%3A271%3APiercing+termination&text=&searchcategory=
<E-mail>	jp@HARTING.com

ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

HARTING PushPull RJ45中継用コネクタ
特長

●●防塵防水小型ワンタッチ式コネクタPushPullの中継用コネクタ
●PushPullシリーズ共通の防塵防水性	IP	65	/	IP	67
●差し込むだけでセルフロック、ロックをクリックで確認できる内部ロック機構。片手
で簡単に脱着でき、またロック時のクリック音により未挿入を防止。
●RJ45インターフェイス
●8ピン、Cat.	6	/	class	EA、10G対応
●特殊工具不要、	現場結線対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W	32.6	mm	x	H	21.0	mm	x	D	
65.5	mm

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社
電話番号	:	045-476-3456
e-mail	:	jp@HARTING.com	
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	http://www.eCatalogue.HARTING.co.jp
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ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

HARTING PushPull V4 RJ45 GL Cat. 6Aプラグ, 8ピン
堅牢な完全シールドRJ45コネクタ、盤外用、ワンタッチ式PushPullロッキングシステム

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP65/67
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 50g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/HPP-V4-RJ45-GL-Cat6A-plug-
8p/09451451520
<E-mail>	jp@HARTING.com

ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

HARTING RJ45 Industrial 10G
10G、現場結線対応RJ45コネクタ

特長
●●伝送速度：	10/100Mbps、1/10Gbps
●伝送性能：Cat.	5	/	Class	D(4ピン)、Cat.	6	/	Class	EA(8ピン)
●HARAX®	IDC結線技術により簡単かつ迅速に現場結線が可能
●保護等級：IP	20
(IP	65/67のPushPull	RJ45およびHan®	3A	RJ45と共通のインサート)
●温度範囲：－40℃～+70℃
●コンパクト設計によりマルチポートに対応
●45°のケーブル引き出し口を4方向に付け替え可能なアングルバージョンも用意
●システムケーブルも提供

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
e-mail	:	jp@HARTING.com
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	http://www.eCatalogue.HARTING.co.jp
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ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

RJI RJ45 GL コンパクトプラグ,  Cat. 6A, 8ピン  
コンパクト・堅牢なシールドRJ45コネクタ、盤内用

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP20
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 6g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/RJI-RJ45-GL-Compact-plug-
Cat-6A-8p-100/09451511525
<E-mail>	jp@HARTING.com

ハーティング�株式会社� ケーブル・コネクタ

RJI RJ45 GLプラグCat. 6A, 8ピン, IP20 
堅牢なシールドRJ45コネクタ、盤内用

特長
●Cat.	6A,	1	/	10	Gbps	Ethernet
IP20
ピアッシング接続

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量 32g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社
電話番号	:	045-476-3456
e-mail	:	jp@HARTING.com
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/ja/RJI-RJ45-GL-plug-Cat6A-8p-
IP20/09451511520
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日本テレガートナー株式会社� ケーブル・コネクタ

M12 Xコード ケーブルプラグ
M12 Xコード ケーブル取付用プラグ

特長
●現場加工可能なケーブルプラグ。
単線、撚線どちらにも対応。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

日本テレガートナー株式会社
TEL	:	03-6455-3210
<URL>	http://www.telegaertner.co.jp/product/industrialethernet/m12/
m12connector.html
<E-mail>	sales@telegaertner.co.jp

日本テレガートナー株式会社� ケーブル・コネクタ

RJ45シールドプラグ
単線・撚線のツイストペアケーブルに取付可能です。
加工には専用工具が必要になります。

特長
●単線・撚線どちらにも取り付け可能
ケーブル外径は最大7.3mmまで対応可能
Cat.6Aに対応
プラグはUL規格取得済み

●6.3mm、7.0mm、7.3mm用の専用ブーツを用意
ブーツは6～ 7色を用意
加工は1ステップで完了

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法

質量 2.79g

標準価格 280円

問合せ先

日本テレガートナー株式会社
TEL	:	03-6455-3210
<URL>	http://www.telegaertner.co.jp/
<URL>	http://www.telegaertner.co.jp/product/industrialethernet/
rj45shieldplug/rj45shieldplugboot.html
<E-mail>	sales@telegaertner.co.jp
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日本テレガートナー株式会社� ケーブル・コネクタ

MFP8 RJ45シールドプラグ Cat.6A ツールフリー
現場加工可能なRJ45シールドプラグ。

特長
●結線方法とケーブルの太さにより製品をご用意。
ケーブル外径9.0mmまで対応可能。
耐電圧：1000V(コンタクト間)、1500V(コンタクト-シールド間)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 51.2mm	x	16.2mm

質量

標準価格

問合せ先

日本テレガートナー株式会社
TEL	:	03-6455-3210
<URL>	http://www.telegaertner.co.jp/product/industrialethernet/
rj45shieldplug/mfp8.html
<E-mail>	sales@telegaertner.co.jp

日本テレガートナー株式会社� ケーブル・コネクタ

MFP8 RJ45シールドプラグ アングルタイプ Cat.6A ツールフリー
90度毎に角度を設定できる現場加工可能なRJ45シールドプラグ

特長
●ツールフリーで90度ごとに角度を決められるRJ45シールドプラグ。
結線方法とケーブルの太さにより製品をご用意。
ケーブル外径10mmまで対応可能。
耐電圧：1000V(コンタクト間)、1500V(コンタクト-シールド間)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 49mm	x	38mm

質量

標準価格

問合せ先

日本テレガートナー株式会社
TEL	:	03-6455-3210
<URL>	http://www.telegaertner.co.jp/product/industrialethernet/
rf45shieldplugangle/mfp8angle.html
<E-mail>	sales@telegaertner.co.jp
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日本製線�株式会社� ケーブル・コネクタ

シールドモジュラープラグ(Cat.5e) NSP524-S
【CC-Link IE Field】
24AWG ～ 26AWGに対応したシールドモジュラープラグ。
プラグレバーは爪折防止仕様。(ラビットラッチ)
ターミナル(コンタクトピン)は単線・撚線共用タイプ。

特長
●ANSI/TIA-568-C.2(Cat.5e)、JIS	X	5150:2016(Class	D)に準拠。
スリーブを使用した2ピース構造で成端ミスや結線ミスを軽減。
ケーブル挿入口を広く作りケーブル外径6.9mmまで対応。
RoHS適合、UL認証品。
Cat.6仕様もラインナップ。(NSP624-S：適用外径6.5mm～ 7.0mm)
推奨ケーブル：NSEDT-S(Cat.5e)、NSGDT6-S(Cat.6)
推奨工具・ブーツ：NST88(圧着工具)、NSB-6.7(適用外径6.7mm以下)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 8局8芯(RJ45)

質量 2.3g

標準価格

問合せ先

日本製線株式会社	本社営業部
問い合わせ窓口	辻・佐久間
TEL	:	03-3572-3471
<URL>	http://www.nscable.co.jp
<E-mail>	info@nscable.co.jp

日本製線�株式会社� ケーブル・コネクタ

耐ノイズ シールドLANケーブル(Cat.5e) 0.5-4P NSEDT-S(24AWG/単線)
【CC-Link IE Field】
AL-PETテープ一括遮蔽構造で耐ノイズ性とコストパフォーマンスを実現。
外被は14色ラインナップし、配線系統分けも可能。

特長
●ANSI/TIA-568C-2(Cat.5e)、JIS	X	5150:2016(Class	D)に準拠。
ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、PoE	Plus(IEEE802.3at)対応製品。
Cat.6仕様(NSGDT6-S)、屋外仕様(アルミラミネートシース)もラインナップ。
モジュラープラグ加工品の製作も可能。(0.5m～最大100m)
推奨モジュラープラグ：NSP524-S(Cat.5e)、NSP624-S(Cat.6)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.7mm

質量 45kg/km

標準価格

問合せ先

日本製線株式会社	本社営業部
問い合わせ窓口	辻・佐久間
TEL	:	03-3572-3471
<URL>	http://www.nscable.co.jp
<E-mail>	info@nscable.co.jp
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日本製線�株式会社� ケーブル・コネクタ

耐ノイズ スマートギガパッチ SPE-PC-SB(28AWG/撚線)
【CC-Link IE Field】
28AWG撚線仕様(細径)で柔軟性に優れた耐ノイズ細径パッチコード。
盤内など省スペース実装に適しており、美観に優れた配線を実現。

特長
●ANSI/TIA-568C-2(Cat.5e)、JIS	X	5150:2016(Class	D)適用。
ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、PoE	Plus(IEEE802.3at)対応製品。
AL-PETテープ＋編組による2重シールドを施し耐ノイズ性に優れます。
爪折防止プラグ(ラビットラッチ)、スリムブーツを採用し高密度実装に最適。
0.2m～最大40mまで対応し、お客様の設計に合った長さの選定が可能。
標準色：水色(SB)	※赤(RD)、黄色(YW)、紫(PU)の対応も可能。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 5.0mm

質量 27kg/km

標準価格

問合せ先

日本製線株式会社	本社営業部
問い合わせ窓口	辻・佐久間
TEL	:	03-3572-3471
<URL>	http://www.nscable.co.jp/
<E-mail>	info@nscable.co.jp

日本製線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Field対応 RJ45中継アダプタ
RJ45中継(JJ)アダプタ ※Cat.6A対応
型式：NSJJC6A-S-KEY

特長
●型式：NSJJC6A-S-KEY
ケーブルの延長(中継接続)やパッチコードとの接続用
19インチラックへの取付も可能(推奨パネル：NSMIXPPH24BK-S)
RoHS指令対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 (W)14.6mm×(D)30.0mm×
(H)16.1mm	

質量 約9g

標準価格

問合せ先

日本製線株式会社
問い合わせ窓口	辻・佐久間
TEL	:	03-3572-3471
<URL>	http://www.nscable.co.jp
<E-mail>	info@nscable.co.jp
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Molex�Inc.� ケーブル・コネクタ

Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® ENS3115M***
産業的に証明された波形率と結合されたRJ-45プラグCC-Link IE フィールド Cat5e ケーブル は振動および不測の
連結解除の影響から守る安全なロバスト接続を提供します。
RJ-Lnxx® レセプタクルと統合された時IEC IP67 rates sealを実現します。プラスティックネジ式バージョン

特長
●•ENS	–	シールド固体コア
•ファクトリーオーバーモールドソリューション
•環境上の危機的な状況の中の不適当な組み立てによる水浸入を防ぎます。
•現場での分解や切断は不可能
•厳しい環境下でもフィールド信頼性のある高い引張力
•振動に耐える耐久性
•フィールド適用の為に組み立て試験された100%工場試験済み製品

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 直径0.245"	(6.223mm)	

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/1300500412_CORDSETS.xml
<E-mail>	Melissa.Kladder@molex.com

Molex�Inc.� ケーブル・コネクタ

Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® ENV3115M***
産業的に証明された波形率と結合されたRJ-45プラグCC-Link IE フィールド Cat5e ケーブル は振動および不測の
連結解除の影響から守る安全なロバスト接続を提供します。
RJ-Lnxx® レセプタクルと統合された時IEC IP67 rates sealを実現します。プラスティックネジ式バージョン

特長
●•ENV	–	シールド固体コア
•シールド	紫外線安定性ポリウレタン
•ファクトリーオーバーモールドソリューション
•環境上の危機的な状況の中の不適当な組み立てによる水浸入を防ぎます
•現場での分解や切断は不可能
•厳しい環境下でもフィールド信頼性のある高い引張力
•振動に耐える耐久性
•フィールド適用の為に組み立て試験された100%工場試験済み製品

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 直径0.244"	(6.20	mm)

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/1300508088_MOLEX_PARTS.xml
<E-mail>	Melissa.Kladder@molex.com
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Molex�Inc.� ケーブル・コネクタ

Brad® 産業イーサネットRJ-Lnxx® RJ-45 – ENP3115M***
CC-Link IE Field Cat5e cables with RJ-45 plug, combined with industrially proven form factor provides a 
secure robust connection that protects against the effects of vibration and accidental disconnection
Achieves IEC IP67 rates seal when mated with an RJ-Lnxx® receptacle – Plastic threaded version.

特長
●•ENP	–	シールド標準Proplex™
•物理的に適用を要求するためのKevlar*	カバー	ケーブル
•ファクトリーオーバーモールドソリューション
•環境上の危機的な状況の中の不適当な組み立てによる水浸入を防ぎます。
•現場での分解や切断は不可能
•厳しい環境下でもフィールド信頼性のある高い引張力
•振動に耐える耐久性
•フィールド適用の為に組み立て試験された100%工場試験済み製品	

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 0.035"	(0.90mm)	公称直径

質量 -

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.molex.com/
<URL>	http://www.molex.com/molex/products/datasheet.
jsp?part=active/1300500170_CORDSETS.xml
<E-mail>	Melissa.Kladder@molex.com

ORing�Industrial�Networking�Corp.� ケーブル・コネクタ

Industrial Ethernet Swith (Series:IGS/IGPS)
IGS-3044GC

特長
●Fastest	Redundant	Ethernet	Ring:	O-Ring	(recovery	time	<	30ms	over	
250	units	of	connection)
Open-Ring	support	the	other	vendor’s	ring	technology	in	open	architecture
O-Chain	allow	multiple	redundant	network	rings
*note	Support	standard	IEC	62439-2	MRP	(Media	Redundancy	Protocol)	
function
Support	Modbus	TCP	protocol
STP/RSTP:2004/MSTP	supported
Supports	PTP	Client	(Precision	Time	Protocol)	clock	synchronization
IGMP	v2/v3	(IGMP	snooping	support)	for	filtering	multicast	traffic
Support	IPV6	new	internet	protocol	version
Provided	HTTPS/SSH	protocol	to	enhance	network	security
Support	TACACS+	and	802.1x	User	Authentication	for	securityg
					*NOTE:	This	function	is	available	by	request	only

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先
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岡野電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(より線・可動用・極細径タイプ)
・30AWG極細径より線導体・高耐屈曲ケーブル(ロボットケーブルタイプ)です
・とても細く柔軟なため、小さく曲げられます
・狭い場所や機器内への配線が容易

特長
●・用途：可動部配線
・型番：SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB
・色：灰
・耐屈曲性：左右屈曲試験1000万回以上、U字試験4000万回以上、捻回試
験1000万回以上の高耐屈曲性
・耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ＋横巻きシールド)により高耐ノイズ性を有し
ます
・対応規格：CC-Link	IE	フィールドネットワーク
、ANSI/TIA-568-C.2	Enhanced	Category5(準拠)
・耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱
・最大使用可能長：20m
・販売形態：1本～指定長対応、両端RJ45プラグ付

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 4.0mm

質量 25kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	岡野電線株式会社
電話番号	:	046-261-3122
e-mail	:	info-e@okano-cable.co.jp
その他	:	
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/products/lancable.html
<E-mail>	info-e@okano-cable.co.jp

岡野電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(単線・固定用)
24AWG導体(単線)・固定用の標準ケーブルです

特長
●・用途：固定部配線
・型番：OKTP-E5-AWG24X4P-SASB
・色：黄緑、青(水色)、黄、赤、オレンジ、白、(他色をご希望の場合はお問い
合わせください)
・耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ＋編組)により高耐ノイズ性を有します
・対応規格：CC-Link	IE	フィールドネットワーク、
ANSI/TIA-568-C.2	Enhanced	Category5(準拠)、UL(AWM20276)
・耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱(80℃ )
・最大使用長：100m
・販売形態：200m単位(両端RJ45プラグ付きをご希望の場合はお問い合わせくだ
さい)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.8mm

質量 55kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	岡野電線株式会社
電話番号	:	046-261-3122
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/
<E-mail>	info-e@okano-cable.co.jp
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岡野電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(より線・可動用)
26AWG細径より線導体・高耐屈曲ケーブル(ロボットケーブルタイプ)です

特長
●・用途：可動部配線
・型番：R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB
・色：灰
・機械特性：U字試験5000万回以上の高耐屈曲性
・耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ＋編組)により高耐ノイズ性を有します
・対応規格：CC-Link	IE	フィールドネットワーク、
ANSI/TIA-568-C.2	Enhanced	Category5(準拠)
・耐環境性：RoHS指令対応・耐油・耐熱
・最大使用可能長：60m
・販売形態：1本～指定長対応、両端RJ45プラグ付(ケーブル売りをご希望の場
合はお問い合わせください)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.3mm

質量 50kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	岡野電線株式会社
電話番号	:	046-261-3122
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/products/lancable.html
<E-mail>	info-e@okano-cable.co.jp

岡野電線�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE Field用イーサネットケーブル(単線・固定用・屋外用)
24AWG導体(単線)・固定用・屋外用のケーブルです

特長
●・用途：固定部配線
・型番：WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB
・色：黒
・耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ＋編組)により高耐ノイズ性を有します
・対応規格：CC-Link	IE	フィールドネットワーク、
ANSI/TIA-568-C.2	Enhanced	Category5(準拠)
・耐環境性：RoHS指令対応・防水・耐油・耐摩耗
・屋外で使用可能
・最大使用長：100m
・販売形態：200m単位(両端RJ45プラグ付きをご希望の場合はお問い合わせください)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.7mm

質量 55kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	岡野電線株式会社
電話番号	:	046-261-3122
<URL>	http://www.okano-cable.co.jp/
<E-mail>	info-e@okano-cable.co.jp
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大洋電機株式会社� ケーブル・コネクタ

産業用イーサネットパッチコード(細径)
FLAN-NSP-NSP-26334-□M

特長
●CC-Link	IEFに最適な細径ケーブルのパッチコードです。

●標準径と比べケーブルが細く、柔軟性があり、盤内配線、
特にスレーブ間の配線に最適です。

●1本からご希望の長さで製作致します。
製品は全数チャネル検査を実施しております。
最大長は10mまで。標準結線はT568Bストレート結線となります｡

●ケーブルの主な仕様
エンハンストカテゴリー5対応(Cat.5e対応)
UL認証：AWM	20276	(30V	80℃定格)
難燃性：VW-1
シース：非鉛耐油耐熱柔軟性ビニル
アルミ貼ポリエステル＋すずめっき軟銅線編組の2重シールド
導体：より線(AWG28×4P)
RoHS指令適合
鉛フリー

局種

占有局数

CC-Linkバージョン CC-Link	IE	Field	대응

外形寸法 ケーブル外径	約5.1mm

質量 ケーブル単体質量	約30kg/km

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

大洋電機株式会社
TEL	:	03-6661-8236
<URL>	http://www.taiyo-dnk.co.jp
<URL>	http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernet3.html
<E-mail>	info@taiyo-dnk.co.jp	

	

三菱電機システムサービス�株式会社� ケーブル・コネクタ

CC-Link IE フィールドネットワーク対応ケーブル SC-E5EWシリーズ
1000BASE-T規格に適合した外来ノイズ耐性の高い二重シールド付ケーブルです。

特長
●IEEE	802.3	1000BASE-T規格に適合したイーサネットケーブルです。
※屋内可動部用ケーブルは最大ケーブル長45mとなります。

●アルミテープと編組による二重シールド構造のため、遮蔽特性が優れており、EMI対
策や多条布設時における隣接ケーブルからの外来ノイズ対策にご使用いただけます。

●各種ケーブルをラインアップしております。
	・屋内用	：	SC-E5EW-S□M
	・屋内可動部用	：	SC-E5EW-S□M-MV
	・屋外用	：	SC-E5EW-S□M-L							(□：ケーブル長	[m])
屋内可動部用ケーブルは、ケーブル保護チェーンやホイストクレーンなど、繰返し動
作を行う可動部での使用が可能です。
屋外用ケーブルは、屋外布設や冠水の恐れがある場所でご使用いただけます。

●0.5m、1m～ 100mまで(屋内可動部用は1m～ 45mまで)1m間隔で製作し、お
客様の設備に合った長さのケーブルを選定いただけます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 屋内用：6.8	屋内可動部用：6.5	
屋外用：10	[mm]

質量 屋内用：60	屋内可動部用：55	
屋外用：90	[kg/km]

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/business/cc-linkie/sce5ew/sce5ew_index.html
<E-mail>	info@melsc.jp
<E-mail>	osb.webmaster@melsc.jp
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-BI-RJ45-FJ-A 1962850000
RJ45 insert, Bulkhead inserts AWG 22, EIA / TIA 586 A, TIA-568A

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue	
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483
746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1962850000%5d)
&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PI-RJ45-FH-A 1132010000
RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, TIA-568A

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483
746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1132010000%5d)
&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PI-RJ45-TH 1962720000
RJ45 insert, Plug insert RJ45, crimp

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue	
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483
746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1962720000%5d)
&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-RJ45-FH-BK-A 1132040000
RJ45 plug, no tools required, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-core, EIA/TIA T568 A

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue	
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483
746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1132040000%5d)
&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-RJ45-TH-BK 1963590000
RJ45 crimp plug, Plug with bending protection sleeve in black, Cat.6A / Class EA(ISO/IEC 11801 2010)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483
746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1963590000%5d)
&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-BI-RJ45-C 1962840000
RJ45 insert, Bulkhead inserts coupler

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=5483
746745FB17F15D1215804D46AA1B?productId=(%5b1962840000%5d)
&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-BI-RJ45-FJ-B 1963840000
RJ45 insert, Bulkhead inserts AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568B

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmuelelr	Online	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B06
34110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1963840000%5
d)&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000
RJ45 insert, Bulkhead inserts AWG 22, PROFINET, PROFINET

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Online	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B06
34110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1963830000%5
d)&groupId=(%22group3488625416060%22)&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PI-RJ45-FH 1962730000
RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BB
52CA0248623B7DC46EE6DC5DCBCB4?productId=(%5b1962730000%
5d)&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PI-RJ45-FH-B 1132020000
RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, EIA/TIA T568 B

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B06
34110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132020000%5
d)&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PI-RJ45-FH-P 1132030000
RJ45 insert, Plug insert RJ45, no tools required, PROFINET

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B06
34110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132030000%5
d)&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-M12X-P-AWG22/27 FH 2007500000
Plug-in connector, M12, Insulation displacement technology, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessi
onid=C0A6C1C577278350B9945879DF742418?ChangeLocaleForm.
localeId=en&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.product
Id=%28%5B2007500000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-RJ45-FH-BK 1963600000
RJ45 plug, no tools required, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-core, 4-core, EIA/TIA T568 A, 
EIA/TIA T568 B, PROFINET

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=0BB
52CA0248623B7DC46EE6DC5DCBCB4?productId=(%5b1963600000%
5d)&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-RJ45-FH-BK-B 1132050000
RJ45 plug, no tools required, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-core, EIA/TIA T568 B

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmueller	Product	Catalogue
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B06
34110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132050000%5
d)&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-AD-M12XRJ45-180 1400620000
Adapter, RJ45, M12 x-coded, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12 socket to RJ45 socket

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1400620000%5d)
&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-AD-M12XRJ45-90 1400610000
Adapter, RJ45 90°, M12 x-coded, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12 socket to RJ45 socket 

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1400610000%5d)
&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-BS-M12X-S-FH 1516340000
Plug-in connector, M12 c-coded,IDC , Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

	Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid
=F1814553119D5FA1B3611EB09895661B?ChangeLocaleForm.localeId
=en&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeL

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PCB2-M12X-S-180 1393080000
PCB plug-in connector, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when 
screwed in, Reflow compatible, 2-part

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1393080000%5d)
&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PCB-M12X-S-180 1324010000
PCB plug-in connector, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when 
screwed in, Reflow compatible, 1-part

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1324010000%5d)
&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PCB-M12X-S-90 2168220000
PCB plug-in connector, M12 X-coded, 90° angled, Solder connection, 
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when screwed in, Reflow compatible, 1-part

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b2168220000%5d)
&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PCBR2-M12X-S-180 1444650000
PCB plug-in connector, M12 x-coded, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 
IP67, when screwed in, Reflow compatible, Back panel mounting, 2-part

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1444650000%5d)
&page=Product

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PCBR-M12X-S-180 1427670000
PCB plug-in connector, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, when 
screwed in, Reflow compatible, Back panel mounting, 1-part

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F181
4553119D5FA1B3611EB09895661B?productId=(%5b1427670000%5d)
&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-M12X-P-FH 1324020000
Plug-in connector, M12 x-coded, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Weidmüller	Interface	(Shanghai)	Co.	Ltd.	
	25	F,	BM	Intercontinental	Business	Center	
	100	Yutong	Road	
	200070		Shanghai	
	China	
+86	21-22195008	
+86	21-22195009	
customer.hotline@weidmueller.com.cn	
www.weidmueller.com.cn	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid	
=DD9302700A8C065DDB73F19565379C78?ChangeLocaleForm.
localeId=en&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.product
Id=%28%5B1324020000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-M12X-S-FH 1516330000
Plug-in connector, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

Nihon	Weidmüller	Co.	Ltd.	
	Sphere	Tower	Tennoz	2-2-8	
	Higashi-Shinagawa,	Shinagawa-ku	
	Tokyo	
P.O.	Box:		140-0002	
	Japan	
+81	3	6711	5300	
+81	3	6711	5333	
info@weidmuller.co.jp	
www.weidmuller.co.jp	
<URL>	http://www.weidmueller.com/int/home
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=DD9
302700A8C065DDB73F19565379C78?productId=(%5b1516330000%5
d)&page=Product
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� ケーブル・コネクタ

IE-PS-RJ45-FH-BK-P 1132060000
RJ45 plug, no tools required, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-core, PROFINET

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=B06
34110FDA70A0EFA4417A69A496683?productId=(%5b1132060000%5
d)&page=Product

日立金属�株式会社� ケーブル・コネクタ

一括2重シールド付きCat．5E対応4対ケーブル・NETSTAR-C5E HQ-SAB 4P
周囲温度の上昇を配慮したケーブル構造です。
更に、2重シールド付き、難燃・耐油シース対応なので、工場内など厳しい環境下でのネットワーク構築にご使用ください。

特長
●TIA-568-C.2	Cat.5E対応4対ケーブルです。

●周囲温度60℃環境においても、パーマネントリンク最大長90mでの使用が可能です。

●アルミ箔テープと編組の2重シールド構造です。

●シースは、難燃，耐油タイプです。

●モジュラプラグをお使いの際は、別途お問い合わせください。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.8	[mm]

質量 65	[kg/km]

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

営業窓口：日立電線㈱	中部支店	森
〒450-6036	愛知県名古屋市中村区名駅1-1－4(JRセントラルタワーズ)
TEL(052)551-4111(代)		FAX(052)582-2759
技術窓口：東日京三電線㈱	技術部	下山
〒110-0015	東京都台東区東上野5丁目2番5号(下谷ビル8階)
TEL(03)5806-2211		FAX(03)5806-2263
<URL>	http://www.hitachi-cable.co.jp/
<URL>	http://www.tonichi-kyosan.co.jp/
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昭和電線ケーブルシステム株式会社� ケーブル・コネクタ

Cat.5e対応シールド付イーサネット GECLS-9004
EMI対策を必要とされるLANやFAの固定配線用

特長
●使用環境に応じて3種類のケーブル品揃え

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 標準外径	6.2㎜

質量 概算質量	40kg/km

標準価格

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
産業電線営業部	第二営業グループ
〒105-6012	
東京都港区虎ノ門4-3-1(城山トラストタワー)	
TEL	:	03-5404-6973
FAX	:	03-3436-2592
<E-mail>	scs@cs.swcc.co.jp	

昭和電線ケーブルシステム株式会社� ケーブル・コネクタ

高遮へいイーサネットケーブル FAE-5004
FA分野におけるPLC(制御装置)間及びPLC-上位層間等のイーサネット配線に適した、Cat.5e対応産業用高遮へい
イーサネットケーブルです。

特長
●一般的なシールド付きLANケーブルと比較して放射電力20～ 30dBμVの遮へい
特性に優れている

●産業用シールド付RJ45、M-12コネクタに適合

●UL1685、IEEE383の垂直トレー燃焼試験にも合格

●UL	AWM	Style	20276	(30V,	80℃ )に対応

●シースに鉛フリー耐油耐熱ビニルを使用

局種 －

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

昭和電線ケーブルシステム株式会社
産業電線営業部	第二営業グループ
〒105-6012	
東京都港区虎ノ門4-3-1(城山トラストタワー)	
TEL	:	03-5404-6973
FAX	:	03-3436-2592
<E-mail>	scs@cs.swcc.co.jp	
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イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル
このイーサネット/CAT5Eケーブルは高屈曲性です。

特長
●...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性
を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT5Eケーブルでは対応が難しいで
す。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が
要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業
者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジー
チェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/	CAT5eケーブ
ル(型式：CFBUS.045)の開発、試験を実施してきました。

●短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
●非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
●エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE
混合物の外被

●エナジーチェーン内での最小曲げ半径10	x	d
●IEC	60332-1-2、CEI	20-35準拠で、VW-1、FT1の難燃性
●耐油性/DIN	EN	60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA	24568(DEAによ
りPlantocut	8	S-MBで試験)準拠

●適合規格：cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINA
およびCE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 8.5㎜ (最大)

質量 88	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:	+81-3-5819-2500
e-mail	:	info@igus.co.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp

イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル
このイーサネット/CAT6ケーブルは、高屈曲性です 。

特長
●...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性
を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT6ケーブルでは対応が難しいです。
連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求
されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であ
るイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェー
ン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/	CAT6ケーブル(型式：
CFBUS.049)の開発、試験を実施してきました。

●短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
●非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
●エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE
混合物の外被

●エナジーチェーン内での最小曲げ半径10	x	d
●IEC	60332-1-2、CEI	20-35準拠で、VW-1、FT1の難燃性
●耐油性/DIN	EN	60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA	24568(DEAによ
りPlantocut	8	S-MBで試験)準拠

●適合規格：cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINA
およびCE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 8.5㎜ (最大)

質量 87	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:		03-5819-2030
e-mail	:	info@igus.co.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp
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イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.LB.045.イーサネット/CAT5E対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル
このイーサネット/CAT5Eケーブルは、高屈曲性です。

特長
●...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性
を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT5Eケーブルでは対応が難しいで
す。連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が
要求されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業
者であるイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジー
チェーン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/	CAT5eケーブ
ル(型式：CFBUS.LB,045)の開発、試験を実施してきました。

●短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
●非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
●エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE
混合物の外被

●エナジーチェーン内での最小曲げ半径10	x	d
●耐油性/DIN	EN	60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA	24568(DEAによ
りPlantocut	8	S-MBで試験)準拠

●適合規格：cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINA
およびCE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 	8.5	mm(最大)

質量 88	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:	+81-3-5819-2500
e-mail	:	info@igus.co.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp

イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.LB.049.イーサネット/CAT6対応のエナジーチェーン専用可動ケーブル
このイーサネット/CAT6ケーブルは、高屈曲性です。

特長
●...エナジーチェーン(ケーブル保護管)アプリケーションは、直動での連続的な屈曲性
を要求するため、通常の可動用イーサネット/CAT6ケーブルでは対応が難しいです。
連続的な機械的荷重に対応するケーブルには、特別な設計、製造、試験が要求
されます。そのため、強化プラスチックのエナジーチェーンシステムの製造業者であ
るイグスは、射出成形ポリマーベアリング、チェーンフレックスおよびエナジーチェー
ン用としては世界最大のテストラボを活用して、イーサネット/	CAT6ケーブル(型式：
CFBUS.LB.049)の開発、試験を実施してきました。

●短いピッチで曲げ特性を重視した最適導体を採用
●非常に曲げ安定性を持つ構造で、錫めっき導線銅線の編組
●エナジーチェーンに最適で、特に高耐摩耗性と高屈曲性を持つ、低接着性のTPE
混合物の外被

●エナジーチェーン内での最小曲げ半径10	x	d
●耐油性/DIN	EN	60811-2-1およびバイオオイル耐性/VDMA	24568(DEAによ
りPlantocut	8	S-MBで試験)準拠

●適合規格：cULus、NFPA、DNV-GL、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、DESINA
およびCE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 max.	8.5	mm

質量 88	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:		03-5819-2030
e-mail	:	info@igus.co.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp
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イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.PUR.045 エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル
高屈曲性のイーサネットCAT5e用ケーブル

特長
●一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈
曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、
試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.
PUR.045)を開発しました。
イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組
み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿用であることをテストしています。

イーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.PUR.045)の構造や特徴は以下の通りとなります。
●導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
●シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
●外被：エナジーチェーンに適した高耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PUR混合材
●エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5	x	d
●難燃性：	IEC	60332-1-2,	CEI	20-35,	VW-1,	FT1準拠
●耐油性：EN	50363-10-2準拠
●適合規格：cULus,	NFPA,	EAC,	CTP,	CEI,	RoHS-II,	DESINA,	CE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7.5	mm	(最大)

質量 66	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:	+81	3	5819	2500
e-mail	:	helpdesk@igus.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp

イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.PUR.049 エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル
高屈曲性のイーサネットCAT6用ケーブル

特長
●一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈
曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、
試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.
PUR.049)を開発しました。
イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組
み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿用であることをテストしています。

イーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.PUR.049)の構造や特徴は以下の通りとなります。
●導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
●シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
●外被：エナジーチェーンに適した高耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PUR混合材
●エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5	x	d
●難燃性：	IEC	60332-1-2,	CEI	20-35,	VW-1,	FT1準拠
●耐油性：EN	50363-10-2準拠
●適合規格：cULus,	NFPA,	EAC,	CTP,	CEI,	RoHS-II,	DESINA,	CE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7.5	mm	(最大)

質量 66	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:	+81	3	5819	2500
e-mail	:	helpdesk@igus.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp
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イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.PVC.045 エナジーチェーン専用のCAT5eイーサネット可動ケーブル
高屈曲性のイーサネットCAT5e用ケーブル

特長
●一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈
曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、
試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.
PVC.045)を開発しました。
イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組
み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿用であることをテストしています。

イーサネットCAT5eケーブル(CFBUS.PVC.045)の構造や特徴は以下の通りとなります。
●導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
●シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
●外被：エナジーチェーンに適した耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PVC混合材
●エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5	x	d
●難燃性：IEC	60332-1-2、CEI	20-35、VW-1、FT1準拠
●耐油性：DIN	EN	50363-4-1準拠
●適合規格：cULus、NFPA、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、CE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7.5	mm	(最大)

質量 67	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:	+81	3	5819	2500
e-mail	:	helpdesk@igus.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp

イグス�株式会社� ケーブル・コネクタ

チェーンフレックス CFBUS.PVC.049 エナジーチェーン専用のCAT6イーサネット可動ケーブル
高屈曲性のイーサネットCAT6用ケーブル

特長
●一般的なイーサネットケーブルは、エナジーチェーンのような一定方向の繰り返し屈
曲に対する動きには適しておらず、このような可動条件の場合、専用の設計、製造、
試験が必要となります。

そのため、イグスは、エナジーチェーンに適したイーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.
PVC.049)を開発しました。
イグスでは、世界最大級の試験設備を有しており、エナジーチェーンとケーブルの組
み合わせ試験を実施し、ケーブルが長寿用であることをテストしています。

イーサネットCAT6ケーブル(CFBUS.PVC.049)の構造や特徴は以下の通りとなります。
●導体：耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体
●シールド：高い屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド
●外被：エナジーチェーンに適した耐摩耗性、耐屈曲性に優れた低粘着性PVC混合材
●エナジーチェーン使用時の最小曲げ半径：12.5	x	d
●難燃性：IEC	60332-1-2、CEI	20-35、VW-1、FT1準拠
●耐油性：DIN	EN	50363-4-1準拠
●適合規格：cULus、NFPA、EAC、CTP、CEI、RoHS-II、CE

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7.5	mm	(最大)

質量 67	kg/km

標準価格

問合せ先

会社名	:	イグス株式会社
電話番号	:	+81	3	5819	2500
e-mail	:	helpdesk@igus.jp
<URL>	http://www.igus.co.jp
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U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A
Field mountable Industrial Ethernet RJ45 connector (angled); 
according to IEC 60603-7-51; suitable for industrial applications, structured cabling for office building 
applications, data centers and home networks

特長
●Cat.6A	RJ45	plug	 available	 in	multiple	 codings;	 suitable	 for	 cable	
diameters	of	5.5	mm	to	10.0	mm

●Proof	voltage:	1.000	V	between	contacts;	1.500	V	between	contact	and	
shield

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 13.9mm	x	38.0	mm	x	49.0	mm

質量

標準価格

問合せ先

e-mail	:	info@lappkabel.de
<URL>	https://www.lappgroup.com/
<URL>	https://products.lappgroup.com/online-catalogue
<E-mail>	info@lappkabel.de

U.I.�Lapp�GmbH� ケーブル・コネクタ

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A
Field mountable Industrial Ethernet RJ45 connector (straight); 
according to IEC 60603-7-51; suitable for industrial applications, structured cabling for office building 
applications, data centers and home networks

特長
●Cat.6A	RJ45	plug	 available	 in	multiple	 codings;	 suitable	 for	 cable	
diameters	of	5.0	mm	to	9.0	mm

●Proof	voltage:	1.000	V	between	contacts;	1.500	V	between	contact	and	
shield

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 13.8	mm	x	16.2mm	x	51.2	mm

質量

標準価格

問合せ先

e-mail	:	info@lappkabel.de
<URL>	https://www.lappgroup.com/
<URL>	https://products.lappgroup.com/online-catalogue/data-
communication-systems-for-ethernet-technology/connectors-for-industrial-
cabling/
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NINGBO�RONGHE�WIRE�&�CABLE��CO.,LTD.� ケーブル・コネクタ

CC-LINK IE V1.10-J 4P×24AWG
1000BASE-T規格に適合した外来ノイズ耐性の高い二重シールド付ケーブルです

特長
●ISO/IEC11801(Cat.5)	1000BASE-T規格に適合したイーサネットケーブルです

●アルミテープと編組による二重シールド構造のため、遮蔽特性が優れており

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 ケーブル外径約6.4mm

質量 60kg/km

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	上海湃偓福自动化科技发展有限公司
電話番号	:	+86-021-56591078
<URL>	http://www.sh-powerful.com/
<E-mail>	shanghai_pwf@163.com

Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

SPS6X88 Category 6A Shielded Modular Plug
Category 6A/Class EA, 8-position, 8-wire, shielded modular plug shall terminate Panduit 4-pair, 23-
24 AWG, 100 ohm, solid or stranded shielded twisted pair cable with maximum conductor insulation 
diameter of 0.047 in. (1.19mm) and maximum jacket diameter of 0.300 in. (7.62mm).

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/product/SPS6X88-C
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Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

IFC5C04B - IndustrialNet Category 5e F/UTP Copper Cable
Category 5e, industrial (CM), 4-pair, F/UTP copper cable; stranded copper conductors are 26/7 AWG with 
HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs, surrounded by an overall metallic foil and a PVC jacket.

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.3mm	(0.248	in.)	nominal

質量 27	kg/305m	
(60	lbs.	/1000	ft.)

標準価格 'Contact	cs@panduit.com	for	
more	information.

問合せ先

e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/product/IFC5C04BBL-CEG

Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

IFC6C04B - IndustrialNet Category 6 F/UTP Copper Cable
Category 6, industrial (CM), 4-Pair, F/UTP copper cable. Conductors are 26/7 AWG construction with 
HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs, surrounded by a metallic foil shield and protected by 
a flame-retardant PVC jacket.

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.9mm	(0.272	in.)	nominal

質量 23	kg/305m	
(51	lbs.	/1000	ft.)

標準価格 'Contact	cs@panduit.com	for	
more	information.

問合せ先

	e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/product/IFC6C04BBL-CEG
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Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

ISFCH5C04A - IndustrialNet Category 5e SF/UTP Copper Cable
'Category 5e, industrial (CM/CMX), 4-pair, SF/UTP copper cable; stranded copper conductors are 24/7 
AWG with HDPE insulation. Conductors are twisted in pairs and wrapped with a foam polypropylene 
tape to form a core. 

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 7.2mm	(0.285	in.)	nominal

質量 '18	kg/305m	
(40	lbs./1000	ft.)

標準価格 'Contact	cs@panduit.com	for	
more	information.

問合せ先

e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/product/ISFCH5C04-CEG
<E-mail>	cs@panduit.com

Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

ISPS688FA - IndustrialNet Category 6A RJ45 Field Terminable Plug
8-position, IndustrialNet, RJ45 plug, field terminable, for use with solid 24/1 - 22/1 AWG and stranded 
27/7 - 22/7 AWG, conductor diameter 1.0 - 1.6mm, Category 6A, UTP and STP copper cable.

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/product/ISPS688FA
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Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

ISPS688FAS -IndustrialNet Category 6A RJ45 Field Terminable Plug
8-position, IndustrialNet, RJ45 plug, field terminable, for use with solid 24/1 - 22/1 AWG and stranded 
27/7 - 22/7 AWG, conductor diameter 0.85 - 1.0mm, Category 6A, UTP and STP copper cable.

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 '16.4mm	height.

質量

標準価格 'Contact	cs@panduit.com	for	
more	information.

問合せ先

e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/product/ISPS688FAS

Panduit,�Corp.� ケーブル・コネクタ

ISPS6A88MFA - IndustrialNet M12 X-Code Field Terminable Plug
8-position, IndustrialNet, M12 X-Code plug, for use with solid 26-22 AWG or stranded 26/7 - 22/7 AWG 
Category 6A, UTP or STP copper cable.

特長

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

e-mail	:	jpn-toiawase@panduit.com
<URL>	http://www1.panduit.com/ja/home
<URL>	https://www.panduit.com/en/products/copper-systems/industrial-
copper-systems/industrial-copper-connectors/isps6a88mfa.html
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アライドテレシス株式会社� ケーブル・コネクタ

UTP5e-xKS/I x:1 ～ 100(m)
UTP5e-xKS/Iは、ケーブルの外被にポリウレタンを用いた防水＆耐ノイズケーブルです。
環境特性(耐候性・防水性・耐油性・耐薬性・耐摩耗性)に優れ、使用温度範囲-20 ～ 60℃ *1に対応しております。
また、2重シールドにより電磁ノイズに対し非常に高い防護対策がなされていますので、屋外のネットワーク構築や工
場内配線等の産業用に最適なケーブルです。
*1 コネクター部分を除く、ケーブル単体の温度範囲は-30 ～ 80℃です。

特長
●環境特性：RoHS指令対応・耐候性・防水性・耐油性・耐薬性・耐摩耗性

●高耐ノイズ性：2重シールド(アルミテープ＋編組)

●使用温度範囲：-20～ 60℃ (コネクター部分を除く、ケーブル単体の温度範囲は
-30～ 80℃ )

●色：黒

●最大使用可能長：100m

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 6.7mm

質量 55kg/km

標準価格 お問合せください

問合せ先

会社名	:	アライドテレシス株式会社
電話番号	:	0120-860442	(祝祭日を除く月～金／ 9：00～ 17：30)
e-mail	:	info@allied-telesis.co.jp
<URL>	http://www.allied-telesis.co.jp/
<URL>	https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/accssry/cable/
catalog.html#01
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株式会社�TFF�フルークネットワークス� ツール

Cable IQ 配線検証テスター
ネットワークケーブルの伝送スピード (10/100/1000) の検証とトラブルシューティングを可能にした配線検証テスター

特長
●ネットワーク配線が10/100/1000Base	の伝送性能を持っているか検証

●断線、クロストークやインピーダンス不良の有無や不良位置の検出

●ネットワーク機器(ポート)のリンク性能(10/100/1000M)と通信方式(半/全2重)

●測定結果の保存とレポート化

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 178mm(H)	x	89mm(W)	
x	45mm(D)

質量 550g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	TFF	フルーク・ネットワークス
TEL	:	03-6714-3117
<URL>	http://jp.flukenetworks.com
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/CableIQ
<E-mail>	infoj@fluke.com

株式会社�TFF�フルークネットワークス� ツール

LinkRunner AT ネットワーク・オートテスター
ネットワーク接続性に関する問題を迅速に解決するテスター

特長
●ネットワーク機器への接続性、リンク、疎通を10秒で自動検証

●リンク性能および接続性を検証

●TruePower	PoE	負荷試験により	PoE電力供給能力試験

●迅速にスイッチ情報を取得し表示	
(CDP/EDP/LLDP利用)

●機器への疎通と応答確認		
(Ping/TCP応答)

●ネットワークケーブルの配線マッピング、長さを容易に検証

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 89	mm(W)	x	198	mm(H)	
x	48	mm(D)

質量 500g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	TFF	フルーク・ネットワークス
TEL	:	03-6714-3117	
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/LinkRunnerAT
<E-mail>	infoj@fluke.com	
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株式会社�TFF�フルークネットワークス� ツール

DSX-5000 ケーブルアナライザー
産業用イーサネットケーブルを確実に認証してギガビット伝送の安定稼働を保障

特長
●CC-Link	IEフィールドネットワーク敷設マニュアルの”配線の確認”項目を自動試験

●Cat5e,	Cat	6	およびすべての現行規格で比類ないスピードを発揮(Cat5e測定時
間8秒)

●LinkWare™	管理ソフトウェアで、試験結果を解析し、専門的な試験レポートを作成

●クロストーク、リターン・ロス、シールド障害などの障害の位置をグラフィカルに表示
してトラブルシューティングを迅速化

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 67㎜×133㎜×280㎜	(本体寸
法)

質量 1.28㎏	(本体寸法)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	TFF	フルークネットワークス
TEL	:	03-6714-3117
<URL>	http://jp.flukenetworks.com
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/dsx
<E-mail>	infoj@fluke.com	

株式会社�TFF�フルークネットワークス� ツール

MicroScanner2 ケーブルチェッカー
ケーブルやサービスを迅速に確認

特長
●ケーブル結線状態(ワイヤーマップ)を容易に確認
-断線、誤配線、ペア分割(スプリット・ペア)

●ケーブル長の測定

●ショート・断線ペアの特定と長さを明確に表示

●サービス(電話、ネットワークスイッチ、PoE)検出

●デジタル・トーン信号発生機能内蔵

●8	ケーブルID	対応	

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 76mm	(W)	x163mm(H)	
x36mm(D)	本体

質量 363g	(電池含む)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

株式会社	TFF	フルーク・ネットワークス
TEL	:	03-6714-3117	
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/
<URL>	http://jp.flukenetworks.com/MicroScanner2
<E-mail>	infoj@fluke.com
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Red�Lion�Controls� 周辺ソフトウェア

7506GX2
Full gigabit managed industrial switch with 4 1000MBaseTX copper ports and 2 SFP gigabit ports

特長
●Wide	Operating	temperature,Auto	Sensing	and	MDIX

●ESD	and	Surge	Protection	Diodes	on	all	Ports	

●Configuration	backup	via	Optional	SD	card

●Jumbo	Frame	Support

●EtherNet/IP	CIP	Messaging

●N-Ring	Technology	with	～ 30ms	Healing

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 [mm]		96	x	51	x	99

質量 [kg]	0.48

標準価格

問合せ先

会社名	:	Shanghai	Powerful	Automation	Technology	Development	Co.,Ltd
電話番号	:	+86-021-56591078
e-mail	:	shanghai_pwf@163.com
<URL>	http://www.redlion.net
<URL>	http://www.redlion.net/product/7506gx2-managed-industrial-
ethernet-switch
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フエニックス・コンタクト株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE Field対応 産業用スイッチ FL SWITCH SFN 5GT (2891444)
広い動作温度、EMC指令準拠のノイズ耐性、豊富な国内実績の産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ

特長
●あるゆる産業用途に対応する広い動作温度(-10℃	～	60℃ )

●産業用EMC指令	IEC61000-6-2準拠の優れたノイズ耐性

●産業用途に適した	DC10V～ 60Vの広い入力電圧範囲

●Auto-Nego・	Auto-MDI/MDIX、QoS(IEEE802.3P/Q)、ジャンボフレーム対応

●CEマーク、UL(Listedも含)、cUL等の国際規格取得。RoHS対応品(ROHS	
EEE	2002/95/EC,	WEEE	2002/96/EC)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 28	×	110	×	70

質量 0.205	kg

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
<URL>	 http://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-
itemdetail:pid=2891444

フエニックス・コンタクト株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE Field対応 産業用スイッチ FL SWITCH SFN 8GT (2891673)
広い動作温度、EMC指令準拠のノイズ耐性、豊富な国内実績の産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ

特長
●あるゆる産業用途に対応する広い動作温度(-25℃～ +75℃ )

●産業用EMC指令	IEC61000-6-2準拠の優れたノイズ耐性

●産業用途に適した	DC9V～ 32Vの広い入力電圧範囲

●冗長化電源入力	+	電源異常監視接点付(ドライ接点)

●Auto-Nego・	Auto-MDI/MDIX、QoS(IEEE802.3P/Q)、ジャンボフレーム対応

●CEマーク、UL(Listedも含)、cUL等の国際規格取得。RoHS対応品(ROHS	
EEE	2002/95/EC,	WEEE	2002/96/EC)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 50	×	120	×	70

質量 0.395	kg

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

フエニックス・コンタクト株式会社
さいたま	 TEL	:	048-631-3371	 東京	 TEL	:	03-5835-3885
横浜	 TEL	:	045-471-0030	 名古屋	TEL	:	052-589-3810
京都	 TEL	:	075-325-5990	 大阪	 TEL	:	06-6350-2722
広島	 TEL	:	082-568-1664	 福岡	 TEL	:	092-418-2030
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp/
<URL>	 http://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-
itemdetail:pid=2891673
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三菱電機株式会社� 配線用パーツ

産業用スイッチングHUB NZ2EHG-T8
IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)規格に準拠した小型の8
ポート産業用スイッチングHUBです。

特長
●小型サイズに1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載

●AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応

●電力自動調整機能

●DINレールの他に床面や天井への設置が可能

●12-24VDCのワイドレンジ電源に対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 94(H)×39(W)×120(D)[mm]

質量 0.36kg

標準価格 お問い合わせ下さい

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6347-2771
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� 配線用パーツ

インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2
EthernetのVLAN機能対応により、 複数のネットワークを混在して構築できるインテリジェントHUBです。
10Mbps/100Mbps/1Gbpsの伝送速度に対応しています。

特長
●CC-Link	IE機器と汎用Ethernet機器を混在できます。

●ERP機能・LA機能対応により、HUB間の経路を冗長化することで、ケーブル断
線などのネットワーク障害が発生しても経路を切り替えて通信を継続できます。

●SFPモジュールを使用することで長距離配線が可能な光ファイバケーブルを使用でき
るため、工場間などの長距離通信が必要なシステムでも使用できます。

●SNMP対応しており、ネットワーク全体の通信状態の監視や発生場所の特定が簡
単にできるため、システムの保守性が向上します。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/lineup/option.html
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MOXA�Inc.� 配線用パーツ

EDS-G205 シリーズ: Gigabitアンマネージド·イーサネット·スイッチ
EDS-G205は、アンマネージド・フルギガビット・イーサネットスイッチ 5ポート10/100/1000BaseT(X)で、リレー出
力による停電およびポート切断警告可能。 動作温度0 ～ 60℃、動作温度 -40 ～ 75℃オプション

特長
●10/100/1000BaseT(X)	5ポート

●冗長デュアル12/24/48	VDC電源入力

●ジャンボフレーム転送	最大9.6k対応

●リレー出力による停電およびポート切断警告

●ブロードキャスト・ストーム保護をサポート

●-40～ 75℃の稼働温度範囲に対応(Tモデル)

●電力消費を最大82%削減する省電力設計

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 35	x	130	x	105	mm

質量 0.29

標準価格

問合せ先

株式会社ケーメックス
東京都千代田区岩本町2-3－3
TEL	:	03-5825-5333(代表)
FAX	:	03-5825-8550
<URL>	http://www.moxa.com
<URL>	http://www.moxa.com/product/EDS-G205_Series.htm
<E-mail>	info@kmecs.co.jp

MOXA�Inc.� 配線用パーツ

EDS-G308 シリーズ: Gigabitアンマネージド·イーサネット·スイッチ
EDS-G308は、アンマネージド・フルギガビット・イーサネットスイッチ 8ポート10/100/1000BaseT(X)で、リレー出
力による停電およびポート切断警告可能。 動作温度0 ～ 60℃、動作温度 -40 ～ 75℃オプション

特長
●10/100/1000BaseT(X)	8ポート

●12/24/48	VDCの冗長デュアル電源入力に対応

●長距離通信および電子ノイズ耐性に対応した光ファイバ・オプションを用意

●リレー出力による停電およびポート切断警告

●ブロードキャスト・ストーム保護をサポート

●-40～ 75℃の稼働温度範囲に対応(Tモデル)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	x	135	x	105	mm

質量 0.63

標準価格

問合せ先

株式会社ケーメックス
東京都千代田区岩本町2-3－3
TEL	:	03-5825-5333(代表)
FAX	:	03-5825-8550
<URL>	http://www.moxa.com
<URL>	http://www.moxa.com/product/EDS-G308.htm
<E-mail>	info@kmecs.co.jp
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MOXA�Inc.� 配線用パーツ

IMC-101G シリーズ: Gigabitイーサネットメディアコンバータ
IMC-101Gの 産 業 用ギガビット・メディア・コンバータは過 酷な産 業 環 境で10/100/1000BaseT(X) と
1000BaseSX/LX/LHX/ZX間の信頼できる安定したメディア変換を提供するように設計されています。(SFPモジュー
ルはSFP-1Gシリーズを別途購入)

特長
●10/100/1000BaseT(X)	および1000BaseSX/LX/LHX/ZXをサポート

●リンク・フォルト・パス・スルー	(LFP) (メディア・コンバータが2台必要)

●リレー出力による停電、ポート切断アラーム

●冗長電源入力

●危険場所向け設計(UL/cUL	Class1,	Division	2,	Groups	A,	B,	C,	D,	
ATEX,Class1,	Zone	2)

●-40～ 75℃の稼働温度範囲に対応(Tモデル)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	x	135	x	105	mm

質量 0.63

標準価格

問合せ先

株式会社ケーメックス
東京都千代田区岩本町2-3－3
TEL	:	03-5825-5333(代表)
FAX	:	03-5825-8550
<URL>	http://www.moxa.com
<URL>	http://www.moxa.com/product/IMC-101G.htm
<E-mail>	info@kmecs.co.jp

MOXA�Inc.� 配線用パーツ

5Gポート・フル・ギガビット・アンマネージド・イーサネット・スイッチ
EDS-G205-1GTXSFPはそれぞれ5基のイーサネット・ポートと最大1基の光ファイバ・ポートを備えているので、高帯域幅
が必要なアプリケーションに最適です。また、産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供
し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断をネットワーク管理者に通知します。さらに、同アドオン4ピンDIPスイッチは
ブロードキャスト保護、ジャンボ・フレーム、IEEE 802.3azエネルギー・セービング、100/1000 SFP速度スイッチングといっ
た機能に対応しているので、どんな産業用自動化アプリケーションでも容易なオンサイト設定が可能です。同シリーズには、
動作時温度が0から60℃までのモデルと、-40から75℃までの広範な動作時温度に対応しているモデルの2種類の製品が
用意されています。両方の製品とも100%のバーンイン検査により、産業用自動化制御アプリケーションの特別な要件に適
合することが確認されています。EDS-G205-1GTXSFPスイッチはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。

特長
●	長距離通信および電子ノイズ耐性に対応した光ファイバ・オプションを用意

●冗長デュアル12/24/48	VDC電源入力

●最大10	KBのジャンボ・フレーム伝送に対応

●リレー出力による停電およびポート切断警告

●	ブロードキャスト・ストーム保護をサポート

●•	-40～ 75℃の動作時温度範囲に対応(Tモデル)

●Power	saving	design,	reduce	up	to	82%	power	consumption

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 35	x	130	x	105	mm

質量 290g

標準価格

問合せ先

Moxa社
TEL	:	+886-2-89191230
<URL>	http://japan.moxa.com
<URL>	http://www.moxa.com/product/EDS-G205_Series.htm
<E-mail>	japan@moxa.com
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MOXA�Inc.� 配線用パーツ

EDS-G308 Series:Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports
The EDS-G308 is an Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports, Power 
failures relay warning, 0 to 60°C and -40 to 75°C operating temperature models are available.

特長
●8	10/100/1000BaseT(X)	Port

●Fiber	optic	options	for	extending	distance	and	electrical	noise	immunity

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	9.6	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Broadcast	storm	protection

●-40	to	75°C	operating	temperature	range	(T	models)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	x	135	x	105	mm

質量 0.63

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.moxa.com
<URL>	http://www.moxa.com/product/EDS-G205_Series.htm

MOXA�Inc.� 配線用パーツ

産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ
産業用ギガビット・メディア・コンバータのIMC-21GAは、10/100/1000BaseT(X) と100/1000Base-SX/LXまた
は指定した100/1000Base SFPモジュールとの信頼性と安定性に優れたメディア変換を提供できるように設計されて
います。また、電力の節約と通信性能の向上を可能にするIEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) 規格と10K
のジャンボ・フレームに対応しています。さらに、損傷やロスを防ぐのに役立つリレー出力警告アラームを装備してい
ます。IMC 21GAの全モデルは100%のバーンイン検査に適合しており、0 ～ 60℃の標準動作時温度範囲と-40 ～
75℃の広範動作時温度範囲に対応したモデルがそれぞれ用意されています。

特長
●SCコネクタまたはSFPスロットで1000Base-SX/LXに対応
リンク・フォルト・パス・スルー(LFP)機能対応
10Kジャンボ・フレーム
冗長電源入力をサポート
-40～ 75℃の動作時温度範囲に対応(Tモデル)
EEE(Energy	Efficient	Ethernet)規格(IEEE	802.3az)に対応

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 30	mm	x	125	mm	x	79	mm

質量 170	g

標準価格 お問合せください

問合せ先

Moxa社
TEL	:	+886-2-89191230#1305
<URL>	http://japan.moxa.com
<URL>	http://japan.moxa.com/product/IMC-21GA.htm
<E-mail>	japan@moxa.com
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Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

マネージドスイッチ FL SWITCH 2105
10/100/1000BaseT(X) 5ポート付き産業用イーサネットギガビットマネージドスイッチ

特長
●伝送速度	10/100/1000	Mbit/s

●スマートモード、設定メモリ(SDカード)、SNMP、コマンドラインインタフェース(CLI)
による柔軟な設定

●RSTPおよびMRPによる冗長トポロジ

●動作温度範囲	0～ 60℃

●供給電源	DC	18～ 32V

●様々な診断機能	(SNMP、CLI、Web)

●VLANによるネットワーク分割

●PROFINET(LLDP,	MRP)及びEtherNet/IP	(IGMP,	DHCPサーバー)で有用な
機能

●CE、cULus

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 45mm	x	130mm	x	115mm	
(WxHxD)

質量 0.240	kg

標準価格 お近くのフエニックス・コンタクト
営業所にお問い合わせください。

問合せ先

弊社ウェブサイト(www.phoenixcontact.co.jp)でご確認、ご連絡ください。
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp
<URL>	http://www.phoenixcontact.net/product/2702665

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

マネージドスイッチ FL SWITCH 2108
10/100/1000BaseT(X) 8ポート付き産業用イーサネットギガビットマネージドスイッチ

特長
●伝送速度	10/100/1000	Mbit/s

●スマートモード、設定メモリ(SDカード)、SNMP、コマンドラインインタフェース(CLI)
による柔軟な設定

●RSTPおよびMRPによる冗長トポロジ

●動作温度範囲	0～ 60℃

●供給電源	DC	18～ 32V

●様々な診断機能	(SNMP、CLI、Web)

●VLANによるネットワーク分割

●PROFINET(LLDP,	MRP)及びEtherNet/IP	(IGMP,	DHCPサーバー)で有用な
機能

●CE、cULus

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 45mm	x	130mm	x	115mm	
(WxHxD)

質量 0.240	kg

標準価格 お近くのフエニックス・コンタクト
営業所にお問い合わせください。

問合せ先

弊社ウェブサイト(www.phoenixcontact.co.jp)でご確認、ご連絡ください。
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp
<URL>	http://www.phoenixcontact.net/product/2702666

配
線
用
パ
ー
ツ



484

Phoenix�Contact�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

マネージドスイッチ FL SWITCH 2308
10/100/1000BaseT(X) 8ポート付き産業用イーサネットギガビットマネージドスイッチ

特長
●伝送速度	10/100/1000	Mbit/s
●スマートモード、設定メモリ(SDカード)、SNMP、コマンドラインインタフェース(CLI)
による柔軟な設定

●RSTPおよびMRPによる冗長トポロジ
●動作温度範囲	-40～ 70℃
●供給電源	DC	12～ 57V
●デジタル警報出力
●様々な診断機能	(SNMP、CLI、Web)
●VLANによるネットワーク分割
●PROFINET(LLDP,	MRP)及びEtherNet/IP	(IGMP,	DHCPサーバー)で有用な機能
●CE、cULus
●船級	(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)およびプロセスアプリケーション向け認
証(ATEX、IECEx	Class	1	Div	2)

局種 -

占有局数 -

CC-Linkバージョン -

外形寸法 45mm	x	130mm	x	115mm	
(WxHxD)

質量 0.265	kg

標準価格 お近くのフエニックス・コンタクト
営業所にお問い合わせください。

問合せ先

弊社ウェブサイト(www.phoenixcontact.co.jp)でご確認、ご連絡ください。
<URL>	http://www.phoenixcontact.co.jp
<URL>	http://www.phoenixcontact.net/product/2702652

Conductix�Wampfler� 配線用パーツ

CC-Link_IE_F (1Gbps) 対応Slip Ring INDETH1000E
特長

●内部スライディング接点：金メッキリングに金合金線。
・位置設置:	水平または垂直。
・メカニカル速度:	最大100rpm
・筐体:	金属・円筒形または平行六面体形式。
・保護等級:	IP65まで。
・周囲動作温度:	-20℃～＋60℃	(-4℉～ 140℉ )
・オプション:	取り付けフランジ、ケーブル長さ、信号・電源のカスタマイズ部との
統合 

局種

占有局数

CC-Linkバージョン CC-Link_IE_F	(1Gbps)

外形寸法

Without	flange	and	cable	glands:
.)		cylindrical	format:	
129	(Ø)x256(H)mm

..)		parallelepiped	format:		
180-220(W)x190(H)	
x125-170(D)mm	

質量 ≈3.5kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.conductix.com/en
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アライドテレシス株式会社� 配線用パーツ

CentreCOM GS910シリーズ AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、 AT-GS910/24 
AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、 AT-GS910/24 は 10/100/1000BASE-T ポートを5/8/16/24ポー
ト装備 した、内部電源型のギガビットイーサーネット･スイッチです。
ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/ 無効の切替をディップスイッチで設定可能です。

特長
●ループガード	
接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断する
ループガード(LDF検出)に対応しています。
ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。
※最大接続数は10段ですが、推奨台数はモデル毎に異なります。24ポートモデル
では2段、16ポートモデルでは3段、8ポートモデルでは6段、5ポートモデルでは9
段となります。		

●ファンレス設計、50℃対応	
動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。
また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。	

●MDI/MDI-X	自動認識	
MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/ク
ロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができ
ます。また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどち
らでも使用できます。	

●オートネゴシエーション機能			
全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full	Duplexの自動認識に対応し、最適
に設定されます。

●EAP/BPDU	透過機能	
EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の
間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリー
の段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。	

●省エネ機能※	
通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。
・ケーブル長省電力
	接続されたUTPケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。
・省電力イーサネット
	ポートの非通信時の状態を制御し、消費電力を抑えます。
※AT-GS910/8は、ハードウェアリビジョン	Rev.C以降よりサポート。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

AT-GS910/5		
160(W)×	105(D)×	35(H)mm	
AT-GS910/8		
210(W)×	121(D)×	38(H)mm	
AT-GS910/16	
263(W)×	179(D)×	38(H)mm	
AT-GS910/24	
341(W)×	210(D)×	44(H)mm	

質量

AT-GS910/5		500g,	
AT-GS910/8		780g,	
AT-GS910/16	1.5kg,	
AT-GS910/24	2.1kg	

標準価格

問合せ先

会社名	:	アライドテレシス株式会社
電話番号	:	0120-860442	(祝祭日を除く月～金／ 9:00～ 17:30)	
e-mail	:	info@allied-telesis.co.jp	
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アライドテレシス株式会社� 配線用パーツ

CentreCOM IE200シリーズ AT-IE200-6GT AT-IE200-6GP
CentreCOM IE200シリーズは、DINレールに設置可能なDC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。
保護等級IP30に対応し、最大で-40 ～ 70℃での動作温度に対応しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます※1。
　電源は2系統からの入力に対応することで冗長化を可能とし、ポート、LEDを前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保する
など、産業用途に適した構造になっています。
PoE給電に対応したAT-IE200-6GPを用いることで、PoE受電対応のIPカメラや無線アクセスポイントに給電ができ、電源の敷設が不要になります。
また、Allied Telesis Management Framework(AMF)に対応し、CentreCOM IE200シリーズはAMFメンバーとして、多様化・複雑化するネットワー
クの設計・構築や運用・管理の簡素化/効率化を実現します。 
※1 SFPモジュールなどの使用条件によって動作保証温度が異なります。詳細は仕様一覧をご参照ください。 

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

【AT-IE200-6GT】	
54(W)×	125(D)×	150(H)mm
【AT-IE200-6GP】	
95(W)×	125(D)×	150(H)mm

質量 【AT-IE200-6GT】	850g				
【AT-IE200-6GP】	1.5kg

標準価格

問合せ先

会社名	:	アライドテレシス株式会社
電話番号	:	0120-860442	(祝祭日を除く月～金／ 9:00～ 17:30)	
e-mail	:	info@allied-telesis.co.jp	

特長
●■AlliedWare	Plus(AW+)	

機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えること
が可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。
また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教
育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。	

●■ネットワークインフラのユニファイド化	
Allied	Telesis	Management	Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想
的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・
運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMFは統合管理を行うAMF
マスターと管理されるAMFメンバーからなり、次の5機能により、ネットワークの統合管理を行います。		
	・	一元管理(セントライズドマネージメント)
AMFマスターから多数のAMFメンバーを一元管理します。	
・	自動構築(オートレジリエントコネクション)
AMFネットワークの自動構築およびAMFメンバーの自動認識を行います。	
・	自動復旧(スマートプロビジョニング)
AMFメンバー設置時の自動設定(ゼロタッチインストレーション)、AMFメンバー故障時における
交換機器の自動復旧(オートリカバリー)、複数AMFメンバーに対するファームウェアの一括アッ
プグレードや設定変更、一括バックアップを行います。	
・	非AMF装置対応(ワイドエリアバーチャルリンク)
非AMF装置の混在や広域商用回線を介したAMFネットワークの構築が可能です。さらに、広域商
用回線を介して本機能を利用しているAMFメンバーの自動復旧にも対応します(ネイバーリカバリー)。	
・	分散マスター処理(AMFコントローラー)
AMFマスターの分散配置と統合管理により、大規模ネットワークに対応します。	
ネットワークの仮想化は、データセンター向けスイッチなど導入コストが高い製品でのみ対応
していることが多く、産業用ネットワークにおいては導入することが困難です。CentreCOM	
IE200シリーズはAMFメンバー装置に対応しており、ループガードや多彩な認証機能などエッ
ジスイッチに求められる機能を備えながら、AMFマスター装置との組み合わせにより、ネットワー
クの仮想化および統合管理を産業用ネットワークにも提供します。		

●■ループガード	
接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を
自動実行するループガードに対応しています。	

●■EPSR	
EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行い
ます(最短50ミリ秒未満)。
本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。	

●■アラーム入出力端子を実装	
リンクダウンや、ループ検知などを契機にアラーム信号を出力することで外部アラーム装置と連動
して、本製品の状態変化を知らせることができます。また、LEDやログで通知することもできます。
入力端子を用いることで、外部センサーを介して周辺環境の状態変化も監視できます。	

●■対応温度	最大70℃	/	ファンレス設計※1	
最大で-40	～	70℃での動作温度に対応し、高負荷環境への設置が可能です。ファンレス設計で、
粉塵の吸い込みなどによる障害への不安もありません。また、保護等級IP30にも対応しています。	
※1	SFPモジュールなどの使用条件によって動作保証温度が異なります。詳細は仕様一覧をご参照ください。	

●■DC24V電源での使用に対応	
産業用途では一般的なDC24V環境で動作することが可能です。	

●■冗長電源	
2系統の電源入力に対応し、電源を冗長化することができます。
1系統の電源がダウンした場合でも、もう1系統の電源で継続稼働が可能なため、業務に支
障を与えることなく、メンテナンスが可能です。	

●■PoE+(IEEE	802.3at)をサポート	
AT-IE200-6GPは従来のPoE(IEEE	802.3af)に加え、大容量給電が可能なPoE+(IEEE	
802.3at)に対応しています。装置全体として120Wまで給電可能なため、PoE+対応無線
LANアクセスポイントやネットワークカメラなどの様々なPoE+受電機器が接続可能です。
さらにPoE給電を停止せず、機器の再起動を可能とするNon-stop	PoEに対応するため、受
電機器の可用性を飛躍的に向上します。	

●■ネットワーク管理	
Telnet、PING、SNMP、トラップ送信を実装し、遠隔でのネットワーク管理を可能にします。
SNMPはv1/v2c/v3に対応しています。また、Webブラウザーを利用した管理・保守が可能です。
ファームウェアアップデート、設定ファイルアップデートもTFTP/Zmodem/HTTP経由で行えます。	

●■保守運用性の向上	
USBオートブートをサポート。機器設定やファームウェアを保存したUSBメモリーから起動するこ
とで、PCレスで設定・ファームウェアバージョンアップ作業が可能になるため、機器交換時や
メンテナンス時の作業負荷を軽減し、保守運用性の向上が図れます。	

●■UDLD(UniDirectional	Link	Detection)※2	
UTP、もしくは光ケーブルの物理構成をモニターし、単一方向リンクの検出が可能なUDLDをサポート。
UDLDでは、対になっているどちらかのリンクが切断された場合、自動でシャットダウンし、単一
方向リンクを回避します。
UDLDを用いることにより、物理層と連携した回線の正常性が検知できるため、ネットワークの
信頼性を向上できます。	
※2	別途フィーチャーライセンスが必要になります。	

●■アクティブファイバーモニタリング	
光ファイバーの受信光レベルを常に監視し、設定したしきい値を下回ると自動的にポートのリン
クダウンやSNMPトラップによる通知を実施することかできるため、光ファイバーケーブルの破
損などの状況を迅速に把握することができます。		
※3	本機能はDDM(Digital	Diagnostic	Monitoring)をサポートするSFP	光ファイバーポートでのみ有効	
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アライドテレシス株式会社� 配線用パーツ

CentreCOM GS924XL
CentreCOM GS924XLは、10/100/1000BASE-Tポート(自動認識)を8/16/24ポート装備した、ギガビットイーサネッ
ト・スイッチです。
GS924XLは環境配慮型製品で、従来品に比べ、最大電力削減率38.0％の省電力を実現しました(全ポート通信時)。
GS924XL-FはGS924XLの各最終ポートのみMDI、他ポートはMDI-X固定設定としたモデルです。

特長
●Force	MDI機能	
ポートをMDIもしくはMDI-Xへ強制的に固定(Force	MDI)し、ケーブルの誤接続に
よるリンクアップを防止します。これによりループの発生を未然に防ぐことができます。

●マニュアル設定機能	
オートネゴシエーション機能に加え、コンフィグレーションスイッチで	
10Mbps/100Mbps/1000Mbps、Full	Duplex/Half	Duplex、Flow	Control	
ON/OFFの手動設定が可能なため、異種ベンダー間接続の問題も解決できます。

●消費電力38％ダウン(当社従来同等製品との比較時)	
●省エネ機能	
リンクダウン中のポートは自動的に電力消費が抑制されるため、省エネを効率的に
実現します。

●動作環境温度50℃
動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。

●マルチキャストパケット透過機能	
コンフィグレーションスイッチにより、EAPパケットを含むマルチキャストパケットの透
過/非透過を切り替えることができます。透過時には一例として、802.1X認証を行っ
ているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能となります。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 341(W)×	210(D)×	44(H)mm	

質量 2.1	kg

標準価格 ￥70,200

問合せ先

会社名	:	アライドテレシス株式会社
電話番号	:	0120-860442	(祝祭日を除く月～金／ 9:00～ 17:30)	
e-mail	:	info@allied-telesis.co.jp	
<URL>	http://www.allied-telesis.co.jp/index.html
<URL>	http://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/gs900xl/catalog.html

三菱電機システムサービス�株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE Field対応 産業用スイッチングハブ DT135TX
特長

●コンパクトサイズで、10/100/1000Mbpsポートを5ポート搭載しています。

●オート	MDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能を搭載しています。

●電源冗長化構成により、2系統の電源入力が可能です。

●DC12V～ 24Vのワイドレンジ電源に対応しています。

●スター型、ライン型、スター型・ライン型混在のネットワーク構築が可能です。

●UL、CE規格取得済みのため、欧米、欧州への輸出も可能です。

局種 －

占有局数 －

CC-Linkバージョン －

外形寸法 W26mm×H112mm×D102mm
(DIN	レール取付足、電源端子台含む)

質量 270g
(DIN	レール取付足、電源端子台含む)

標準価格 56,000円

問合せ先

会社名	:	三菱電機システムサービス株式会社
電話番号	:	
　北海道支店	:	011-890-7515	北陸支店	:	076-252-9519	中四国支社	:	082-285-2111
　北日本支社	:	022-353-7814	中部支社	:	052-722-7602	四国支店	:	087-831-3186
　東京機電支社	:	03-3454-5511	関西支社	:	06-6454-0281	九州支社	:	092-483-8208
<URL>	http://www.melsc.co.jp/
<URL>	http://www.melsc.co.jp/release/2013/KNo1304.html
<E-mail>	info@melsc.jp
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ハーティング�株式会社� 配線用パーツ

産業用アンマネージド・イーサネットスイッチHa-VIS eCon 2000
わずか27mmのフラット型、DINレール取付用、最大7ポートの堅牢なギガビットイーサネットスイッチ

特長
●●5	x	/	7	x	1Gbps	RJ45ポートのフルギガビットスイッチ
●省スペース、奥行わずか27mm
●優れた耐環境性
	・	保護等級IP	30の堅牢なメタルハウジング
	・	使用温度範囲：	0℃～＋55℃、－40℃～＋70℃の2種類を用意	
●幅広い入力電圧範囲：	DC	24	V	/	48	V対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

5ポートモデル：幅		60.0	mm	
高さ	113.5	mm	奥行	27.3	mm
(電源アダプタを除く)	
7ポートモデル：幅	120.0	mm	
高さ	113.5	mm	奥行	27.3	mm
(電源アダプタを除く)

質量 275g(5ポートモデル)、
486g(7ポートモデル)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	http://www.harting.co.jp/news/page_10096/detail/article/ha-vis-
econ-002738/
<URL>	https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displayApp/(xcm=r3_trex_
prd&cpgsize=&layout=7.0-12_132_126_140_130&uiarea=1&carea=00013
97503&zNoOfProds=&cpgnum=1&cquery=&zSearchCategory=)/.do
<E-mail>	jp@HARTING.com

株式会社�エム・システム技研� 配線用パーツ

CC-Link IE フィールドネットワーク用避雷器 MDCAT-NC
通信ネットワークから侵入する雷サージから機器を保護します

特長
●CC-Link	IE	フィールドネットワークの推奨避雷器です

●LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで
選択可能

●JIS	C	5381-21	に準拠しています

●便利なDINレール取付です

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W39	x	H93.5	x	D35	mm

質量 約150	g

標準価格 20,000円

問合せ先

〒557-0063	大阪市西成区南津守5丁目2番55号
株式会社エム･システム技研	ホットライン
TEL：0120-18-6321または06-6659-8200
FAX：06-6659-8510
<URL>	http://www.m-system.co.jp/
<E-mail>	hotline@m-system.co.jp
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ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社� 配線用パーツ

産業用アンマネージド ギガビット イーサネットスイッチ SPIDERⅡ Giga 5TX EEC
設定要らずで導入が簡易なエントリーレベルの産業用アンマネージドスイッチングハブ

特長
●ポート数：5ポート

●動作環境：-40℃～ 70℃	/	0%～ 95%

●動作電圧：9.6V～ 32VDC

●DINレール取付のコンパクトサイズ

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 35×154×121	mm	(W×H×D)

質量

標準価格

問合せ先

ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社
TEL	:	03-6848-6390
<E-mail>	sales@hirschmann.co.jp

ダイヤトレンド株式会社� 配線用パーツ

産業用イーサネット スイッチングハブ  DEH-GTX8
産業用として高い信頼性と品質をもつ8ポート搭載ギガビットイーサネット対応スイッチングハブ

特長
●ESD保護(4000VDC)、サージ保護(3000VDC)、過負荷保護に対応

●冗長電源入力により2系統からの電源入力に対応し、異常時にはリレー出力可能

●DC12V～ 48Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載

●-10～ 60℃の広範囲な動作温度に適応しているため幅広い状況に対応

●DINレール取り付け、壁掛け取り付け対応。スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能

●Auto	MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワード、ブロードキャストストー
ム抑制に対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 37×140.3×95.3	[mm]

質量 0.68	[kg]

標準価格 オープンプライス

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339		FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL>	https://www.diatrend.com/
<URL>	https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8/index.htm
<URL>	https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8/spec.htm
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ダイヤトレンド株式会社� 配線用パーツ

産業用イーサネット スイッチングハブ  DEH-GTX5C
産業用として高い信頼性と品質をもつ5ポート搭載ギガビットイーサネット対応、コンパクトサイズで制御盤の省スペー
ス化に可能

特長
●三菱シーケンサに合わせたコンパクトサイズのため、制御盤の省スペース化に可能

●DC12V～ 36Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載

●-25～ 70℃の広範囲な動作温度に適応しているため幅広い状況に対応

●DINレール取り付け、スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能

●ESD保護(4000VDC)、サージ保護(2000VDC)

●Auto	MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワードに対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 26×95×70[mm]

質量 0.27[kg]

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339		FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL>	https://www.diatrend.com
<URL>	https://www.diatrend.com/network/deh-gtx5c/index.htm

ダイヤトレンド株式会社� 配線用パーツ

産業用イーサネット スイッチングハブ  DEH-GTX8C
産業用として高い信頼性と品質をもつ8ポート搭載ギガビットイーサネット対応、コンパクトサイズで制御盤の省スペー
ス化に可能

特長
●ポートを2列に配置することにより高さを抑えた省スペース設計

●DC12V～ 36Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載

●	-25～ 70℃の広範囲な動作温度に適応しているため幅広い状況に対応

●DINレール取り付け、スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能

●ESD保護(4000VDC)、サージ保護(2000VDC)

●Auto	MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワードに対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 43×110×84[mm]

質量 0.43[kg]

標準価格 「お問い合せ下さい」

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339		FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL>	https://www.diatrend.com
<URL>	https://www.diatrend.com/network/deh-gtx8c/index.htm
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ダイヤトレンド株式会社� 配線用パーツ

産業用光メディアコンバータ  DMC-E1S1-C
産業用として高い信頼性と品質をもつギガビット光メディアコンバータ、コンパクトサイズで制御盤の省スペース化に可能

特長
●三菱シーケンサに合わせたコンパクトサイズのため、制御盤の省スペース化に可能

●SFPポートを搭載し、SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能	

●リンクパススルー機能に対応しており、障害発生時に素早くトラブルを検知

●DC12V～ 36Vの広い電源入力範囲に対応し、電源の逆接続保護機能を搭載

●	-25～ 70℃の広範囲な動作温度に適応しているため幅広い状況に対応

●DINレール取り付け、スリム筐体により柔軟なレイアウトが可能

●Auto	MDI/MDI-X、ジャンボフレーム、ストアアンドフォワードに対応

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 26×95×70[mm]

質量 0.27[kg]

標準価格 お問い合せ下さい

問合せ先

ダイヤトレンド株式会社
●購入に関するお問合わせ
TEL：06-7777-9339		FAX：06-7777-9992
●技術サポートに関するお問合わせ
TEL：06-7777-9444
e-mail:info@diatrend.co.jp
<URL>	https://www.diatrend.com
<URL>	https://www.diatrend.com/network/dmc-e1s1-c/index.htm

株式会社�昌新� 配線用パーツ

EtherWAN社製 EL9020シリーズ 産業用ギガビット・メディアコンバータ
EtherWAN EL9020シリーズ 耐環境型ギガビット・メディアコンバータは、LANケーブルと光ファイバケーブルを透過的に
接続し、最長70km(SFPの規格に準ずる)の離れた拠点間での通信を可能にします。堅牢なアルミ筐体採用、広範囲な
温度範囲に対応、ノイズにも強く過酷な環境に耐えれるように設計されています。冗長化電源、リンクダウンアラーム、リ
ンクパススルー機能を標準装備し、万が一の電源障害やケーブル断線時も安心してご使用いただけます。

特長
●UTPメタルケーブル(10/100/1000Base-TX)を最長70kmの光ファイバー
(1000Base-X)で延長

●冗長化電源12	-	48VDC(ターミナルブロック)※12VDC	JACKも使用可

●産業用制御機器		UL508	規格	認証取得済

●広範囲な動作周囲温度(-40℃～ 75℃ )で使用可能	

●堅牢なアルミ筐体,	IP30

●高速なフォワーディン能力	：1,488,100pps(Packet	Per	Second)

●NEMA	TS2	航空管制システム規格

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 50mm	(W)	x	110mm	(D)	
x	135mm	(H)

質量 0.8kg

標準価格

問合せ先

株式会社昌新	
TEL	:	03-3270-5926
<URL>	http://www.shoshin.co.jp/c
<E-mail>	IS@shoshin.co.jp
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エヌエスディ�株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion対応スリップリング 【バウムカプラⓇ】 3TEΦ17-12P-IE
CC-Link IE通信に対応した小型・軽量のスリップリングです。
Φ43の小型サイズで、CC-Link IE通信と電力を同時に伝送可能にしました。回転装置上の機器にCC-Link IE通信
と電力を伝送するスリップリングでお困りの方々に、ご提案します。

特長
●Φ43×132	の小型サイズ。

●電力(DC24V	3A)とCC-Link	IE通信を同時に伝送可能!

●許容回転速度は	Max.100r/min。
(100r/min以上必要な場合はお問い合わせください。)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 Φ43X132	軸径	Φ17

質量 約0.65kg	(2mケーブル付き)

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

会社名	:	エヌエスディ株式会社
電話番号	:	052-261-2331
<URL>	http://www.nsdcorp.co.jp/
<E-mail>	s-info@nsdcorp.co.jp

エヌエスディ�株式会社� 配線用パーツ

CC-Link IE Field / CC-Link IE Field Motion対応スリップリング 【バウムカプラⓇ】 3TEΦ17-9P-IE
CC-Link通信に対応した小型・軽量のスリップリングです。
Φ43の小型サイズで、CC-Link IE通信を伝送可能にしました。回転装置上の機器にCC-Link IE通信を伝送するス
リップリングでお困りの方々に、ご提案します。

特長
●Φ43×132	の小型サイズ。

●CC-Link	IE通信の伝送が可能!

●弊社大電流対応スリップリングと組み合わせることでサーボアンプへ電力も供給可能。

●許容回転速度は	Max.100r/min。
(100r/min以上必要な場合はお問い合わせください。)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 Φ43X132	軸径	Φ17

質量 約0.5kg	(2mケーブル付き)

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	エヌエスディ株式会社
電話番号	:		052-261-2331
<URL>	http://www.nsdcorp.co.jp/
<E-mail>	s-info@nsdcorp.co.jp
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-BL05-4GT-1GS ; 2435400000
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 
4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x  combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C

特長
●Operating	temperature:	-10	°C…60	°C

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	10	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Support	for	IEEE	802.3az	Energy-Efficient	Ethernet

●SFP-Slot	 for	use	with	SFP-Transceiver	 to	 realize	 	Gigabit	 fiber	optic	
uplink

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 29	mm	x	135	mm	x	105	mm

質量 0,29kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.weidmueller.com
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&Obje
ctID=2435400000

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-BL05T-4GT-1GS ; 2435410000
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 
4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x  combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C…75 °C

特長
●Operating	temperature:	-40	°C…75	°C

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	10	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Support	for	IEEE	802.3az	energy-efficient	Ethernet

●SFP-Slot	 for	use	with	SFP-Transceiver	 to	 realize	 	Gigabit	 fiber	optic	
uplink

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 29	mm	x	135	mm	x	105	mm

質量 0,29kg

標準価格 Please	contact	your	local	
Weidmüller	representative.	

問合せ先

<URL>	http://www.weidmueller.com
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&Obje
ctID=2435410000
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08-6GT-2GS ; 1241280000
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 
6x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x  combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) IP30, -10 °C…60 °C

特長
●Operating	temperature:	-10	°C…60	°C

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	9.6	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Support	for	IEEE	802.3az	Energy-Efficient	Ethernet

●SFP-Slot	for	use	with	SFP-Transceiver	to	realize	Gigabit	fiber	optic	uplink

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	mm	x	135	mm	x	105	mm	

質量 0,85kg

標準価格 Please	contact	your	local	
Weidmüller	representative.	

問合せ先

<URL>	http://www.weidmueller.com
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&Obje
ctID=1241280000

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08-8GT ; 1241270000
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C

特長
●Operating	temperature:	-10	°C…60	°C

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	9.6	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Support	for	IEEE	802.3az	Energy-Efficient	Ethernet

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	mm	x	135	mm	x	105	mm

質量 0,85kg

標準価格 Please	contact	your	local	
Weidmüller	representative.	

問合せ先

<URL>	http://www.weidmueller.com
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Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08T-6GT-2GS ; 1286870000
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 
6x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x  combo-port (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) IP30, -40 °C…75 °C

特長
●Operating	temperature:	-40	°C…75	°C

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	9.6	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Support	for	IEEE	802.3az	Energy-Efficient	Ethernet

●SFP-Slot	for	use	with	SFP-Transceiver	to	realize	Gigabit	fiber	optic	uplink

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	mm	x	135	mm	x	105	mm	

質量 0,85kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.weidmueller.com
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&Obje
ctID=1286870000

Weidmueller�Interface�GmbH�&�Co.�KG� 配線用パーツ

Industrial Gigabit Ethernet Switch - IE-SW-VL08T-8GT ; 1286860000
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 
8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C…75 °C

特長
●Operating	temperature:	-40	°C…75	°C

●Redundant	dual	12/24/48	VDC	power	inputs

●Supports	jumbo	frame	transmission	up	to	9.6	KB

●Relay	output	warning	for	power	failure	and	port	break	alarm

●Support	for	IEEE	802.3az	Energy-Efficient	Ethernet

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 53.6	mm	x	135	mm	x	105	mm

質量 0,85kg

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.weidmueller.com
<URL>	http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&Obje
ctID=1286860000
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ハーティング�株式会社� 配線用パーツ

産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050G / 3080G
スリム型、DINレール取付、5 / 8ポートの堅牢なギガビットイーサネットスイッチ 

特長
●●5	x	/	8	x	1Gbps	RJ45ポートのフルギガビットスイッチ
●コンパクト、DINレール取付対応
●優れた耐環境性
	・保護等級IP	30の堅牢なメタルハウジング
	・使用温度範囲：	－10℃～＋60℃、－40℃～＋75℃の2種類を用意	
●冗長電源

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

5ポートモデル:	
W	30mm	×	H	115mm	×	D	68mm
(突起物含まず)
8ポートモデル:	
W	54mm	×	H	134mm	×	D	106mm	
(突起物含まず)

質量 5ポートモデル:	0.3	kg、
8ポートモデル:	0.5	kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社
電話番号	:	045-476-3456
e-mail	:	jp@HARTING.com
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	http://www.harting.co.jp/ethernet/

ハーティング�株式会社� 配線用パーツ

耐環境アンマネージド・イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 7050G / 7080G
鉄道用途にも最適、5 / 8ポートの防塵防水M12ギガビットイーサネットスイッチ

特長
●●5	x	/	8	x	1Gbps	M12ポートのフルギガビットスイッチ
●優れた耐環境性
・	保護等級IP	65の防塵防水性
・	鉄道規格	EN50155、EN50121準拠
・	使用温度範囲：	－40℃～＋75℃	
●	ウォールマウント取付
●	冗長電源

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W	220mm	x	H	74mm	x	D	50.9mm

質量 <	0.9kg

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社	
電話番号	:	045-476-3456
e-mail	:	jp@HARTING.com
<URL>	http://www.HARTING.co.jp
<URL>	http://www.harting.co.jp/ethernet/
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フォーティネットジャパン株式会社� 配線用パーツ

セキュアアクセススイッチ FortiSwitch-108E
セキュアアクセススイッチFortSwitch-108Eは優れた性能とセキュリティを実現するイーサネットスイッチです。
FortiLink機能によりFortiGateと連携して様々なセキュリティ機能を実現します。また、PoE(Power over Ethernet)
タイプの製品もあり、IPカメラ、センサー、無線アクセスポイントの導入にも利用可能です。

特長
●GbE(RJ45)x8、GbE(SFP)x2,	管理コンソールポートx1																																																																																				

●	デバイス識別・ユーザー認証によるセキュアなネットワークアクセスが可能	

●FortiLink機能によりFortiGateと連携してセキュリティ機能を実現		

●FortiGateのGUIから一元的なセキュリティ管理が可能																																						

●使い易い日本語GUI,	CLIによる設定

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 高さx幅x奥行	38x220x160	mm

質量 1Kg

標準価格 52,370円から	(代理店により異な
ることがあります)

問合せ先

会社名	:	フォーティネットジャパン株式会社
電話番号	:	03-6434-8533
e-mail	:		kiwasaki@fortinet.com
その他	:	代理店販売	担当	新規ビジネス開発本部	岩崎
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/contact/
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/doc/FGT60EDS.pdf

フォーティネットジャパン株式会社� 配線用パーツ

産業用統合セキュリティアプライアンス FortiGate Rugged-30D
FortiGate Rugged-30Dは産業用制御システムへの悪意ある攻撃からの防御を目的として設計されたオールインワン
セキュリティアプライアンスです。ランサムウェアをはじめとするマルウェアや脆弱性をついた攻撃から守ります。過酷
な環境で動作し、VPN装置や産業用プロトコルに対応したホワイトリストファイアウォール・可視化装置として幅広い
用途に利用可能です。

特長
●・GbE(RJ45)x4、GbE(SFP)x2、USBポートx1、管理コンソールポートx2、				
・ランサムウェアを含むマルウェアや脆弱性をついた攻撃から防御										
・CC-Link	IE	Field	Basic/SLMPを含む様々な産業用プロトコル・1,300以上の
シグネチャに対応																																																			
・VPN装置、レイヤ2スイッチとしても利用可能	・使い易い日本語GUI

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 高さx幅x奥行	139.5	x105x60	mm

質量 0.668Kg

標準価格 31,030円から	(代理店により異な
ることがあります)

問合せ先

会社名	:	フォーティネットジャパン株式会社
電話番号	:	03-6434-8533
e-mail	:	kiwasaki@fortinet.com
その他	:	代理店販売	担当	新規ビジネス開発本部	岩崎
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/contact/
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/doc/FortiGateRugged_DS.pdf
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フォーティネットジャパン株式会社� 配線用パーツ

統合セキュリティアプライアンス FortiGate-60E
統合セキュリティアプライアンスFortGate-60Eは悪意ある攻撃からの防御を目的として設計されたオールインワンセ
キュリティアプライアンスです。ランサムウェアをはじめとするマルウェアや脆弱性をついた攻撃から守ります。VPN
装置や無線LANコントローラ、産業用プロトコルに対応したホワイトリストファイアウォール・可視化装置として幅広い
用途に利用可能です。

特長
●GbE(RJ45)x10、USBポートx1、管理コンソールポートx1、

●ランサムウェアを含むマルウェアや脆弱性をついた攻撃から防御						

●CC-Link	IE	Field	Basic/SLMPを含む様々な産業用プロトコル																																				

●1,300以上のシグネチャに対応										

●VPN装置、無線LANコントローラ、レイヤ2スイッチとしても利用可能										

●使い易い日本語GUI

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 高さx幅x奥行	38x216x160	mm

質量 0.9Kg

標準価格 127,780円から	(代理店により異
なることがあります)

問合せ先

会社名	:	フォーティネットジャパン株式会社
電話番号	:	03-6434-8533
e-mail	:	kiwasaki@fortinet.com
その他	:	代理店販売	担当	新規ビジネス開発本部	岩崎
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/contact/
<URL>	https://www.fortinet.co.jp/doc/FGT60EDS.pdf

フォーティネットジャパン株式会社� 配線用パーツ

産業用統合セキュリティアプライアンス FotiGate Rugged 60D
FortiGate Rugged 60Dは産業用制御システムへの悪意ある攻撃からの防御を目的として設計されたオールインワン
セキュリティアプライアンスです。
過酷な環境で動作し、ランサムウェアをはじめとするマルウェアや脆弱性をついた攻撃から守ります。
VPN装置や産業用プロトコルに対応したホワイトリストファイアウォールとしても利用可能です。

特長
●耐久性を考慮した設計・過酷な環境で動作可能
GbE(RJ45)x4,	共有ポート(RJ45/SFP)x2
ランサムウェアを含むマルウェアや脆弱性をついた攻撃から防御
CC-Link	IE	Field	Basic/SLMPを含む様々な産業用プロトコルに対応
VPN装置やレイヤー2スイッチとしての利用も可能
使い易い日本語GUI

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 44(H)x216(W)x155(D)	mm

質量 1.6kg

標準価格 28万4000円より(代理店により
異なることがあります)

問合せ先

会社名	:	フォーティネットジャパン株式会社新規ビジネス開発本部
電話番号	:	03-6434-8533
その他	:	代理店販売
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/contact/
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/doc/FortiGateRugged_DS.pdf
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/solutions/scada-industrial-control-systems.html
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フォーティネットジャパン株式会社� 配線用パーツ

産業用イーサネットスイッチ FortiSwitch Rugged 112D PoE
FortiSwitch Rugged112D PoEは過酷な環境で優れた性能とセキュリティを実現するイーサネットスイッチです。
FortiLink機能によりFortiGateと連携して様々なセキュリティ機能の実現が可能なことに加え、PoE (Power over 
Ethernet)機能によりデータ通信と給電を同時に行うことが出来るので、IPカメラ、センサー、無線アクセスポイント
の導入を容易に行うことも可能です。

特長
●耐久性を考慮した設計・過酷な(-40～ 75℃ )環境で動作可能
GbE(RJ45	PoE/PoE+対応))x8,	GbE(SFP)x4
FortiLink機能によりFortiGateと連携してセキュリティ機能実現
25年以上のMTBF(平均故障間隔)
使い易い日本語GUI、FortiGateからのポート制御・設定管理も可能

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 154(H)x105.5(W)x96.4(D)	mm

質量 1.23kg

標準価格 42万5000円(代理店により異な
ることがあります)

問合せ先

会社名	:	フォーティネットジャパン株式会社新規ビジネス開発本部
電話番号	:	03-6434-8533
その他	:	代理店販売
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/contact/
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/doc/FortiSwitchRugged_DS.pdf
<URL>	http://www.fortinet.co.jp/solutions/scada-industrial-control-systems.html

大電�株式会社� 配線用パーツ

産業用 アンマネージド・スイッチングハブ DN5410E
10/100/1000BASE-Tのインターフェースを8ポート備える、アンマネージド・スイッチングハブ。
組込み用途に、基板状態での提供も可能です。

特長
●10/100/1000BASE-T×8ポート

●基板状態での提供も可能：組込み用途にご利用いただけます。

●DINレール対応：付属品なしにDINレールへの取り付けが可能です。

●電源二重化：DC12-24V対応とワイドレンジ化。
							二系統の電源入力に対応しており、冗長化構成が可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 W144.0mm×H27.0mm×D71.7
(筐体タイプ)

質量 250g以下(筐体タイプ)

標準価格
DN5410E-DC12V：
39,000円(税抜)	その他型番に
ついてはお問い合わせください。

問合せ先

大電株式会社	ネットワーク機器部
・東日本営業所(東京)：03-5684-2100
・西日本営業所(名古屋)：052-211-1888
・西日本営業所(大阪)：06-6229-3535
・九州営業所(佐賀)：0952-52-8546
<URL>	https://www.dyden.jp/network/
<URL>	https://www.dyden.jp/network/mediaconverter/dn5400e/
<E-mail>	commnio@dyden.co.jp	
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ワゴジャパン�株式会社� 配線用パーツ

16 ポート 1000 Base-T 産業用スイッチ 852-1106
この産業用スイッチは 10/ 100/ 1000 Base-T を 16 ポート備えている Ethernet スイッチです。

特長
●•	DC電源の二重化に対応
•	広範囲な電源電圧：12	...	60	V
•	警報出力の動作をDIPスイッチにより設定可能
•	IEEE802.3,	802.3u,	802.3ab完全準拠	
•	ノンブロッキング、ストア＆フォワードスイッチング
•	(全ポート)オートネゴシエーション
•	(全ポート)オートMDI/MDIX
•	アドレスルックアップテーブル内蔵、8	Kの絶対MAC	アドレスをサポート
•	過電圧保護

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 50(W)	x	120(H)	x	162(L)

質量 920	g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ワゴ	ジャパン	株式会社
電話番号	:	03-5627-2050
<URL>	https://www.wago.co.jp/
<URL>	https://www.wago.co.jp/download/tech/category.php?id=9
<E-mail>	info-jp@wago.com

ワゴジャパン�株式会社� 配線用パーツ

8 ポート 1000 Base-T 産業用スイッチ 852-1102
この産業用スイッチは 10/ 100/ 1000 Base-T を 8 ポート備えている Ethernet スイッチです。

特長
●•	DC電源の二重化に対応
•	広範囲な電源電圧：9	...	57	V
•	警報出力の動作をDIPスイッチにより設定可能
•	IEEE802.3,	802.3u,	802.3ab完全準拠	
•	ノンブロッキング、ストア＆フォワードスイッチング
•	(全ポート)オートネゴシエーション
•	(全ポート)オートMDI/MDIX
•	アドレスルックアップテーブル内蔵、8	Kの絶対MAC	アドレスをサポート
•	過電圧保護

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 50(W)	x	105(H)	x	120(L)

質量 565	g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ワゴ	ジャパン	株式会社
電話番号	:	03-5627-2050
<URL>	https://www.wago.co.jp/
<URL>	https://www.wago.co.jp/download/tech/category.php?id=9
<E-mail>	info-jp@wago.com
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株式会社マクニカ��アルティマ�カンパニー� 機器組込みパーツ

CC-Link IE Field IPコア  ALT-CLIEFA-C4E
アルテラ社のFPGA向けに開発され、CC-Link IE Fieldのインテリジェントデバイス局専用のCP220相当でサイクリッ
クとトランジェント伝送に対応し、CC-Link IE Fieldの通信に特化する事でCPU負荷を最小限にしています。

特長
●アルテラ社のFPGA	向けに開発されており、業界初のFPGA対応のIP

●インテリジェントデバイス局専用のCP220相当でサイクリックとトランジェント伝送に
対応

●アルテラ社のシステム統合ツールQsysによるAvalon®-MM	とのインターフェースを
通じてソフトコアCPU	のNios®	IIによる制御を可能

●産業機器市場で幅広く採用されているアルテラ社のFPGAに、本IPとユーザーの
設計資産を1つのFPGAに実装可能

●アルテラ社の	FPGA	向け産業用イーサネットについてはこちら
http://www.altera.co.jp/end-markets/industrial/automation/ethernet/ind-
ethernet.html

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

株式会社アルティマ	 	 	
技術統括部	ソリューション1部	 	 	
TEL：045-476-2195	FAX:	045-476-2093	 	 	
https://www.altima.co.jp/inquiry/inquiry.html	(お問合せフォーム)
<URL>	http://www.altima.co.jp/index.html

ルネサスエレクトロニクス株式会社� 機器組込みパーツ

R-IN32M3-CL CC-Link IE Field対応通信LSI
「R-IN32M3-CL」は、CC-Link IE Fieldスレーブ機器開発を容易に実現可能な産業向け通信LSIです。
ARM Cortex-M3を内蔵することにより、1チップでのCC-LINK IE対応製品の開発が可能。

特長
●リアルタイムOSの一部をハードウェア化して搭載した“リアルタイムOSアクセラレー
タ”により低揺らぎの安定制御かつ低消費電力を実現。

●イーサネット処理の一部をハードウェア化したイーサネットアクセラレータにより高速大
容量かつ低消費電力通信を実現。

●ARM	Cortex-M3と大規模メモリを内蔵し、アプリケーション実装可能。ネットワー
ク処理専用DMAコントローラにより、高速IO処理実現。

●CC-Link、2ポート・ギガビット・イーサネットMAC及びTimer、Watchdog	Timer、
CAN、UART、CSI、I2Cの各種ペリフェラル回路搭載

●プロトコルベンダー提供のプロトコルスタックを使用することにより各種フィールドバス
や、イーサネットプロトコルに対応可能。

●開発ツールとして、ARM開発環境、評価ボード、サンプルソフト及びサンプルドライ
バを準備。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒211-8668
神奈川県川崎市中原区下沼部1753
TEL	:	044-435-1499
FAX	:	044-435-1819
<URL>	http://japan.renesas.com/
<URL>	http://japan.renesas.com/products/soc/assp/fa_lsi/multi_protocol_
communication/r-in32m3/
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三菱電機株式会社� 機器組込みパーツ

インテリジェントデバイス局・リモートデバイス局用通信LSI CP220
プロトコルを意識することなく、CC-Link IEフィールドネットワーク製品が開発できます。

特長
●CP220は、CC-Link	IE	フィールドネットワークのインテリジェントデバイス局およびリ
モートデバイス局の専用通信LSIです。

●サイクリック伝送、トランジェント伝送を行うことができます。

●通信機能の大部分をCP220が自動的に行うため、MPU(マイコン)	の負荷が少なく
なり、性能が低いMPUでも設計が可能です。

●マニュアル添付のCD-ROMに、C言語のサンプルコード、回路例(PDF)が入って
いますので開発コストの削減、開発工程の短縮を図れます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

三菱電機株式会社� 機器組込みパーツ

ソースコード SW1DNC-EFI210SRC、マスタ局用通信LSI CP210
プロトコルを意識することなく、CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局が開発できます。

特長
●CP210は、CC-Link	IE	フィールドネットワークのマスタ局の専用通信LSIです。

●サイクリック伝送(RX/RY各16384ビット、RWr/RWw各8192ワード)、トランジェン
ト伝送を行うことができます。

●トポロジは、ライン型、スター型、ライン型・スター型混在に対応しています。

●指定部品はありませんので、部品を自由に選択できます。

●ユーザ基板のハードウェア仕様やアプリケーションに応じて、ソースコードをカスタマ
イズできます。

●ソースコード開発用CD-ROMに、C言語のソースコード、回路例(PDF)が入ってい
ますので開発コストの削減、開発工程の短縮を図れます。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 お問い合わせください。

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

Anybus CompactCom M40 CC-Link IE Field (AB6609ハウジング付 / AB6709ハウジング無)
Anybus CompactCom M40 CC-Link IE Fieldは、お客様の製品をCC-Link IE Field上で通信させるためのコネ
クタ付フル装備の通信モジュールです。開発コストを削減し、短期間での製品市場投入を実現します。

特長
●低遅延

●イベントベースのインターフェースによりいつでも入出力データに簡単にアクセス

●高速なイベントベースのアプリケーションハードウェアインターフェースに対応(8/16-
bitパラレル、高速SPI)、シフトレジスタ(I/O機器用)にも対応。

●サンプルドライバー、サンプル設定ファイル	(CSP+)を提供

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数 	-	

CC-Linkバージョン 	-	

外形寸法 52	x50	x22	[mm]

質量 0.1	[kg]

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com

HMSインダストリアルネットワークス株式会社� 機器組込みパーツ

CC-Link IEフィールドインターフェイスカード Anybus-S AB4613
Anybus-Sは、工業用装置をCC-Link IE Field用のインテリジェントデバイス局として用いるために必要な機能を備えた、
ボーレート1ギガビットの組み込み型CC-Link IEフィールド用インターフェイスカードです。

特長
●CC-Link	IEフィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として動作

●512バイトまでのI/Oデータを、任意にビートデータ・ワードデータに割り当て

●1536バイトまでのパラメータデータ

●1ギガビット固定のボーレート

●接続インターフェイスにより、ベンダーコード、モデルコード、バージョンのカスタマイ
ズが可能

●5V単一電源は、クレジットカードの大きさ

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 86	x	9.4	x	54	[mm]

質量 0.2	[kg]

標準価格

問合せ先

HMSインダストリアルネットワークス株式会社	
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5	新横浜第2センタービル6F
TEL	:	045-478-5340
<URL>	http://www.anybus.jp/
<URL>	http://www.anybus.jp/products/products.asp?PID=485&ProductTy
pe=Anybus-S
<E-mail>	jp-sales@hms-networks.com
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ルネサスエレクトロニクス株式会社� 機器組込みパーツ

R-IN32M4-CL2
R-IN32M4-CL2は、本シリーズの特長であるR-INエンジンに加えて、ギガビットPHYを内蔵することで、産業ネットワー
クのプロトコルで最高性能であるCC-Link IE Fieldに最適なソリューションを産業機器分野に提供致します。

特長
●大量のセンサやアクチュエータが接続されると言われる第四次産業革命の時代に於
いて、CC-Link	 IE	Fieldのネットワークパフォーマンスは有効ですが、更に、当社
が提案するR-INエンジンを組み合わせることで、末端のネットワーク機器をインテリ
ジェント化させることができ、更なる産業ネットワークの向上が期待できます。
R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHYを搭載しているため、従来、難し
いとされてきましたギガビットPHY周辺アナログ回路の設計が容易となります。また、
CPUコアに浮動小数点演算ユニット(FPU)、8chの10bit対応ADC、16chの
16bitタイマーを内蔵しているため、従来のR-IN32Mシリーズが得意としてきたリモー
トIOアプリケーションの枠を超え、モータ制御やセンサ制御、更には他の産業用ネッ
トワークを繋	ぐゲートウエイなどのアプリケーションにご使用頂けます。

局種 インテリジェントデバイス局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

ルネサスエレクトロニクス株式会社
<URL>	https://www.renesas.com/
<URL>	https://www.renesas.com/products/factory-automation.html
<E-mail>	rin32_support@lm.renesas.com
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三菱電機株式会社� PLC

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット R□CPU、R□ENCPU
三菱電機が提案する次世代トータルソリューションの中核。
システムの付加価値向上とTCO*削減を実現。

特長
●MELSEC	iQ-Rシリーズはオートメーションの新たな時代への架け橋として、製造業
の〈Revolutionary＝革命的〉進歩を牽引します。
激しい市場競争に打ち勝つために、生産性が高く、製造品質の安定したオートメー
ションシステムを構築したい。このようなお客様の課題を、MELSEC	iQ-Rシリーズ
は7つの項目(生産性、プログラム開発、メンテナンス、品質、ネットワーク、セキュ
リティ、互換性)に分類して、「TCO削減」「信頼性」「継承」の視点から解決します。
*TCO:	Total	Cost	of	Ownership

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcr/pmerit/
lup/index.html

三菱電機株式会社� PLC

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUユニット L□CPU(-□)
【その手軽さがジャストフィット】
 現場が求める機能、性能、操作性をコンパクトに凝縮。さらに手軽に、より使いやすく。MELSEC-Lシリーズが、多彩な制
御を実現します。

【その柔軟性がジャストフィット】
 使いやすさ実現のカギは、手軽さだけでなく、導入や運用にまで配慮した設計思想にあります。シーンに応じてユニットが自在
に組合せられる柔軟性。MELSEC-Lシリーズは、その装置に最適な組み合わせにより省スペース化、省コスト化を実現します。

特長
●機能がJust	Fit!!
CPUに多彩な制御機能を内蔵
LシリーズCPUは、多彩なI/O機能を標準で搭載。用途に合わせて機能を選択し、
様々な制御を実現できます。

●性能がJust	Fit!!
高速・大容量に対応したCPU
基本演算処理9.5nsの高速CPU*1を搭載。さらに260Kステップ*2のプログラム
容量を確保し、複雑な演算を必要とする装置制御にも絶大な能力を発揮します。
*1.	L06CPU(-P)、L26CPU(-P)、L26CPU-(P)BTの場合
*2.	L26CPU(-P)、L26CPU-(P)BTの場合

●操作性がJust	Fit!!
優れた操作性で作業効率アップ
表示ユニットを使ったパソコンレス操作、SDメモリカード*3の活用、容易なプログラミング環境
など、設計から制御、運用にかけての扱いやすさを大幅に向上し、作業効率アップに貢献します。
*3.	L02CPU(-P)、L06CPU(-P)、L26CPU(-P)、L26CPU(-	P)BTのみ対応

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcl/pmerit/
cpu/index.html
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三菱電機株式会社� PLC

三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ユニバーサルモデル高速タイプQCPU Q□UDVCPU、ユニバーサルモデルプロセスCPU Q□UDPVCPU
生産性をさらに高めたい。生産実績、トレーサビリティといった生産情報の増大に伴う処理を、もっと高速に行いたい。こう
した市場ニーズに先駆けて登場したMELSEC Qシリーズの新世代シーケンサが 「ユニバーサルモデル：QnU」です。

特長
●ナノオーダの高速な基本命令処理により、お客さまの装置、機械のパフォーマンス
を飛躍的に向上。また、Qシリーズの設計思想を継承し、さらに使いやすく、安心
してご使用いただけます。

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/
cpu/index.html
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/
cpu/cpu.html

三菱電機株式会社� PLC

MELSEC IQ-FシリーズFX5U CPUユニット FX5U(C)-□○
進化した内蔵機能と豊富な拡張性のフラッグシップモデル

特長
●MELSEC-Fシリーズは、バスの高速化やCPU内蔵機能の充実化をはじめ、
SSCNET	III/H対応による位置決めソリューションの大幅強化、エンジニアリングソ
フトウェアGX	Works3による各種機能のパラメータ設定化などエンジニアリング環境
を大幅に改善し、新たにMELSEC	iQ-Fシリーズとして生まれ変わりました。スタン
ドアロンユースからネットワークを含むシステム提案まで、お客様の『一歩先行くもの
づくり』を強力に支援致します。

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
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ハーティング�株式会社� PC・他

モジュラー型IP67産業用コンピュータ HARTING MICA
モジュラー構造のハードウェア/ソフトウェアにより自由にカスタマイズ可能、CC-Link IE Field Basicコンテナ搭載により
簡単接続でき、各種オープンネットワーク対応。各種データベースやクラウド接続が可能な堅牢IoTゲートウェイコンピュータ。

特長
●システム性能
CPU：ARM	A8プロセッサ、1GB	RAM、eMMC	4GB
OS：Linux
SDカードスロット(最大32GBマイクロSD)

堅牢なアルミダイカストハウジング
・防塵防水	保護等級IP67
・鉄道規格	EN	50155準拠、耐EMC、耐振動、耐衝撃

バリエーション
・ベーシック版：MICA	Basic
・オープンネットワーク接続用：MICA	HMS	(EtherCAT、EtherNet/IP、
PROFINET接続)
・USBデバイス接続用：MICA	USB
・UHF帯RFIDリーダ：Ha-VIS	RFID	RF-Rx0
・Modbus接続用：MICA	Energy
・追加LAN	&	COM搭載：MICA	LAN/COM

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 幅132	mm	x	高さ86mm	x	
奥行35	mm

質量 約700g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

会社名	:	ハーティング株式会社
電話番号	:	045-476-3456
e-mail	:	jp@HARTING.com
<URL>	http://www.harting.co.jp
<URL>	http://www.harting.co.jp/harting-mica/

三菱電機株式会社� PC・他

MELIPC MI5000シリーズ MI5122-VW
特長

●装置制御と情報処理機能を融合し、1台で実現します。リアルタイムOS	
VxWorks®を搭載していることで、一般的な産業用パソコンでは対応できないリア
ルタイム制御を実現し、高速・高精度な装置制御、情報処理に貢献します。

●Ethernetポートは、CC-Link	IEフィールドネットワーク	Basicのマスタ局としてご使用
いただけます。

●1ネットワークあたり64台のスレーブ局を接続できます。

局種 マスタ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 106(H)×362(W)×119(D)[mm]

質量 2.674kg

標準価格 オープン

問合せ先

三菱電機FAサイトの『お問い合わせ』→『購入・見積もり』から各支社を選択いただき、
制御機器ーシーケンサ	MELSECの窓口をご確認ください。
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Ｐ
Ｃ
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Autonics�Corporation� PC・他

DAQMaster 2018 Pro
DAQMaster is comprehensive device management program that can be used with Autonics 
communication supported devices. 
DAQMaster provides GUI control for easy and convenient management of parameters, multiple device 
data monitoring and data analysis.
DAQMaster performs real-time monitoring for multiple slaves data (I/O, HMI, inverters, valve, etc.) 
through cyclic communication as CCLink IEF Basic Master function.

特長
●Supports	multi	devices

●Monitoring	data	log

●Supports	data	base	(Access,	MySQL,	SQL	Server,	Oracle,	SQLite)

●Real-time	Logging

●Modbus	Device	Editor	

●Supports	OPC,	DDE	Client

局種 Master	station

占有局数 64-station

CC-Linkバージョン Ver.2.7.1

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://jp.autonics.com/

Ｐ
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光洋電子工業株式会社� PLC

SJ-ETHER
高速に情報をツカミトレ！Ethernetポート付きスマートコントローラ

特長
●IoTのデータインタフェースとしての活用に国内最小筐体サイズ53.5(W)×85(H)
mmにEthernetポート内蔵。トランプサイズの小型軽量ボディながらネットワーク制御
を可能としています。	

●冷却装置や温度制御機器など小規模装置への導入、機動力を重視した補助シス
テムの構築、コストを抑えた設備投資など、さまざまなご要望にお応えします。			

局種 スレーブ局

占有局数 1～ 4

CC-Linkバージョン 1

外形寸法
2.09”	W	×	3.32”	H	×	2.92”	D		
(	53.5mm	W	×	85.0mm	H	×	
75.0mm	D	)

質量 140	g	～	160	g

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

カスタマー窓口	042-349-7700
【営業支社/営業所】
東京	042-341-3112
名古屋	052-963-5031
大阪	06-6647-2605
広島	082-890-2211
四国	087-869-2211
<URL>	http://www.koyoele.co.jp/index.html
<E-mail>	sales-eng@koyoele.co.jp
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三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット端子台タイプ NZ2MFB□-□
ブロックタイプリモートI/Oユニットです。

特長

局種 スレーブ局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法 50(H)×200(W)×68(D)[mm]

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcnet/pmerit/
cclink_ie/basic/lineup/block_type.html

三菱電機株式会社� デジタルI/O

リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ NZ2MF2S1-32□
特長

●CC-Link	 IEフィールドネットワーク	BasicのリモートI/Oユニットです。設備に合わせ
て、入出力機器をより簡単に分散配置できます。

●CC-Link	IEフィールドネットワーク	Basic診断機能に対応しており、エンジニアリング
ツールから、ネットワークの異常や入出力ユニットの異常の有無を確認できます。また、
パラメータをスイッチ操作のみで簡単に設定できます。

●ラインアップ
DC入力：NZ2MF2S1-32D
トランジスタ出力：NZ2MF2S1-32T、NZ2MF2S1-32TE1
DC入力トランジスタ出力混合：
	NZ2MF2S1-32DT、NZ2MF2S1-32DTE1

局種 スレーブ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 50(H)×200(W)×68(D)[mm]

質量 0.25kg

標準価格 53,500円

問合せ先

三菱電機FAサイトの『お問い合わせ』→『購入・見積もり』から各支社を選択いただき、
制御機器ーシーケンサ	MELSECの窓口をご確認ください。
三菱電機FAサイト
<URL>	http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
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CREVIS�CO.,�LTD� デジタルI/O

GN-9284
The CREVIS is specialized company for industrial network(FieldBus) having technologies for F.A. 
We have various and sliced compact I/O modules. CREVIS develops, manufactures and sales all 
network product for industrial that standard network, Device NET, PROFIBUS, CANopen, CC-Link, 
Ethenet, PROFINET, MODBUS, EtherCAT, Powerlink and ETC. 

特長
●Adapter	Type의	CC-LINK	IE	Field	Basic	slave	node

●Max	Expansion	Module	32	slots

●Number	of	occupied	station	no.	1 ～ 4station

●Max	Data	Size	(RX,RY)	Each	32	bytes	(Rwr,RWW)	256Bytes	/	Max	link	
points	per	station	(RX,RY)	64Points	,	(Rwr,RWW)	32Points

●IP	Address	Setup	Via	DHCP/BOOTP	or	Crevis	software	(IO	Guide	Pro)

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.crevis.co.kr/eng/main/main.php
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三菱電機株式会社� 表示器

三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ GT21モデル
GOTとは、Graphic Operation Terminal(グラフィック オペレーション ターミナル)の略です。
 従来、操作盤に取り付けていたハードウェア的なスイッチ、ランプなどをソフトウェアにより実現し、モニタ画面上で
これらの表示・操作が可能なタッチパネル付の表示器です。

特長
●表示器としての機能性を無駄なく凝縮。
GT2104-R：	新たな可能性を開く小型スタンダードモデル。
GT2104-P：	表示器としての機能性を無駄なく凝縮。
GT2103-P：	小さな画面に大きな可能性。

局種 スレーブ

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-3001	 中部支社	 052-565-3385
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4125
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/hmi/got/items/
got2000/index.html

三菱電機株式会社� 表示器

三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ GT2505 モデル
GOTとは、Graphic Operation Terminal(グラフィック オペレーション ターミナル)の略です。
 従来、操作盤に取り付けていたハードウェア的なスイッチ、ランプなどをソフトウェアにより実現し、モニタ画面上で
これらの表示・操作が可能なタッチパネル付の表示器です。

特長
●高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル。
5.7型	VGA	液晶で彩り鮮やか。
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet・RS422/485・USBホスト/デバイス
を標準搭載しました。

局種 スレーブ

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-3001	 中部支社	 052-565-3385
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4125
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/hmi/got/items/
got2000/index.html

表
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兼松コミュニケーションズ株式会社� ゲートウェイ

NTC-6200
特長

●日本をはじめとして世界約50ヵ国でご利用いただけるグローバル3Gゲートウェイで
す。Ethernet、RS-232C/485、USB、GPS、AI/DI/DOを切り替えて使用で
きるGPIOx3を搭載しており、様々なIoT/M2M用途にご活用いただけます。OSに
組み込みLinuxを搭載しておりユーザプログラム搭載のほか、内部システムのカスタ
マイズも可能です。

局種 スレーブ局

占有局数 1

CC-Linkバージョン 2.0

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

会社名	:	兼松コミュニケーションズ株式会社
電話番号	:	03	5308	1077
e-mail	:		m2m-info@kcs.ne.jp
<URL>	https://www.kcs.ne.jp/bizservice/solution/ntc6200/
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三菱電機株式会社� センサ・エンコーダ

三菱電機FAセンサ MELSENSOR レーザ変位センサ MH11
業界最高クラスの超高速・高精度。当社のレーザ変位センサは、シーケンサ、表示器GOTと連携し、ミクロン領域
の測定で「Easy to Use」を実現し、あらゆる製造現場の生産性および品質の向上を可能にします。

特長
●業界最高クラスの測定精度と品揃え
サンプリング周期10μs、最小分解能0.01μmを実現。
46種類のセンサヘッドで様々なアプリケーションに対応します。

●三菱電機シーケンサとの親和性を追求したコントローラ
コントローラにCC-Link	 IEフィールドネットワークBasicインタフェース機能を搭載し、
e-F@ctory情報連携を強化。
iQSS対応により、プログラムレスでコントローラの情報を簡単に取得し、設定変更
も容易に行えます。

●表示器との親和性を追求したコントローラ
コントローラにGOT2000をダイレクトに接続し、パソコンレスで測定値モニタとパラ
メータ設定を行えます。(※)
※：	GT2104-PMBDS2が対応しています。

局種 スレーブ局

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-3001	 中部支社	 052-565-3385
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4125
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	https://www.youtube.com/MitsubishiElectricFA
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/snsr/sensor/
pmerit/lds/mh11/index.html

三菱電機株式会社� センサ・エンコーダ

三菱電機FAセンサ MELSENSOR ビジョンセンサ VS70
照明一体型・コンパクトサイズ。
検査・計測を容易に自動化し、品質の向上を可能にします。

特長
●PatMax	RedLine®を搭載し、ワークを高速に識別できます。

●豊富なオプション品から照明・レンズ・フィルタなど自由に選ぶことができ、お客様
の用途に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

局種 スレーブ局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 オープン

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/snsr/sensor/
pmerit/vs/features/vs70.html
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三菱電機株式会社� センサ・エンコーダ

三菱電機FAセンサ MELSENSOR ビジョンセンサ VS80
照明一体型・コンパクトサイズ。
検査・計測を容易に自動化し、品質の向上を可能にします。

特長
●PatMax	RedLine®を搭載し、ワークを高速に識別できます。

●コンパクトサイズのため狭いスペースや手が届きにくい場所に設置したり、ロボットハ
ンドなどに搭載することができます。

●PoE搭載の省配線スタンドアロンビジョンセンサです。

局種 スレーブ局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格 オープン

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6760	 中部支社	 052-565-3314
北海道支社	 011-212-3794	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4122
関越支社	 048-600-5835	 中国支社	 082-248-5348
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0055
神奈川支社	 045-224-2624	 九州支社	 092-721-2247
北陸支社	 076-233-5502	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/snsr/sensor/
pmerit/vs/features/index.html
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

Ethernet通信内蔵インバータ FR-A800-E
FR-A800-Eは、CC-Link IE Field Network Basic通信機能を内蔵したインバータです。

特長
●開発が簡単で、汎用Ethernetと混在したネットワークが構築できるCC-Link	IE	フィー
ルドネットワーク	Basicに対応します。Ethernet通信機能を内蔵し、インターネットを
経由したインバータ状態のモニタリングや、パラメータの設定が可能です。

局種 スレーブ

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4119
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0072
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

Ethernet通信内蔵インバータ FR-E700-NE
FR-E700-NEは、CC-Link IE Field Network Basic通信機能を内蔵したインバータです。

特長
●開発が簡単で、汎用Ethernetと混在したネットワークが構築できるCC-Link	IE	フィー
ルドネットワーク	Basicに対応します。Ethernet通信機能を内蔵し、インターネットを
経由したインバータ状態のモニタリングや、パラメータの設定が可能です。

局種 スレーブ

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6721	 中部支社	 052-565-3323
北海道支社	 011-212-3793	 豊田支店	 0565-34-4112
東北支社	 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4119
関越支社	 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店	 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0072
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社	 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html
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三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

Ethernet通信内蔵インバータ FR-F800-E
FR-F800-Eは、CC-Link IE Field Network Basic通信機能を内蔵したインバータです。

特長
●開発が簡単で、汎用Ethernetと混在したネットワークが構築できるCC-Link	IE	フィー
ルドネットワーク	Basicに対応します。Ethernet通信機能を内蔵し、インターネットを
経由したインバータ状態のモニタリングや、パラメータの設定が可能です。

局種 スレーブ

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

本社機器営業部	 03-3218-6721	 中部支社				052-565-3323
北海道支社							 011-212-3793	 豊田支店				0565-34-4112
東北支社												 022-216-4546	 関西支社	 06-6486-4119
関越支社												 048-600-5845	 中国支社	 082-248-5345
新潟支店												 025-241-7227	 四国支社	 087-825-0072
神奈川支社	 045-224-2623	 九州支社	 092-721-2236
北陸支社				 076-233-5502	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/inv/index.html

三菱電機株式会社� インバータ・サーボ類

CC-Link IE フィールドネットワーク サーボアンプ MR-J4-GF
特長

●MR-J4-GFは、CC-Link	IE	フィールドネットワーク	Basicにも対応しています。

●位置決め機能(ポイントテーブル方式、等分割割出し方式)を内蔵し、CiA	402ドラ
イブプロファイルに対応した駆動方式が可能です。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法

質量

標準価格

問合せ先

三菱電機株式会社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
	本社機器営業部	(03)	3218-6740
	北海道支社	(011)	212-3793
	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)	224-2623
	北陸支社	(076)	233-5502
	中部支社	(052)	565-3326
	豊田支店	(0565)	34-4112
	関西支社	(06)	6486-4120
	中国支社	(082)	248-5445
	四国支社	(087)	825-0055
	九州支社	(092)	721-2251
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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三菱電機株式会社� ロボット

三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-D
未来派志向の工場に、最新鋭の右腕を。
先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕。
高速・高精度な基本性能と知能化センサの組合せでセル生産分野に最適。
シーケンサをはじめとするFA製品との高い親和性で徹底した使いやすさを実現します。

特長
●今まで自動化できなかった作業を簡単に実現する
「次世代知能化機能」
高い安全性によって人と共に働くことを可能にした
「安全・人協働用途」
そして、次世代のものづくりを支える
「FA-IT連携機能」
FRシリーズは、この3つの柱によってあらゆる自動化ニーズにお応えします。	

局種 スレーブ局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 -

質量 -

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-3001	 関西支社	 06-6486-4125
北海道支社	 011-212-3793	 中国支社	 082-248-5326
東北支社	 022-216-4546	 四国支社	 087-825-0055
北陸支社	 076-233-5502	 九州支社	 092-721-2239
中部支社	 052-565-3385
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/index.html

三菱電機株式会社� ロボット

三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-R
未来派志向の工場に、最新鋭の右腕を。
先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕。
高速・高精度な基本性能と知能化センサの組合せでセル生産分野に最適。
シーケンサをはじめとするFA製品との高い親和性で徹底した使いやすさを実現します。

特長
●今まで自動化できなかった作業を簡単に実現する
「次世代知能化機能」
高い安全性によって人と共に働くことを可能にした
「安全・人協働用途」
そして、次世代のものづくりを支える
「FA-IT連携機能」
FRシリーズは、この3つの柱によってあらゆる自動化ニーズにお応えします。	

局種 スレーブ局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 -

質量 -

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-3001	 関西支社	06-6486-4125
北海道支社	 011-212-3793	 中国支社	082-248-5326
東北支社	 022-216-4546	 四国支社	087-825-0055
北陸支社	 076-233-5502	 九州支社	092-721-2239
中部支社	 052-565-3385	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/index.html
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三菱電機株式会社� ロボット

三菱電機産業用ロボットMELFA FRシリーズ CR800-Q
未来派志向の工場に、最新鋭の右腕を。
先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕。
高速・高精度な基本性能と知能化センサの組合せでセル生産分野に最適。
シーケンサをはじめとするFA製品との高い親和性で徹底した使いやすさを実現します。

特長
●今まで自動化できなかった作業を簡単に実現する
「次世代知能化機能」
高い安全性によって人と共に働くことを可能にした
「安全・人協働用途」
そして、次世代のものづくりを支える
「FA-IT連携機能」
FRシリーズは、この3つの柱によってあらゆる自動化ニーズにお応えします。	

局種 スレーブ局

占有局数 1～ 4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 -

質量 -

標準価格 お問い合わせください

問合せ先

本社	 03-3218-3001	 関西支社	06-6486-4125
北海道支社	 011-212-3793	 中国支社	082-248-5326
東北支社	 022-216-4546	 四国支社	087-825-0055
北陸支社	 076-233-5502	 九州支社	092-721-2239
中部支社	 052-565-3385	 	
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/index.html
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三菱電機株式会社� 受配電機器

エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight (形名:EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB)
もっとシンプルに。もっと簡単に。エネルギー見える化を。
(オプションのCC-Link IEフィールドネットワークBasic通信ユニット(形名:EMU4-CM-CIFB)が必要です。)

特長
●液晶ディスプレイ内蔵により、エネルギー計測に必要な設定・計測・表示が1台で
可能です。

●オプションのCC-Link	IE	Field	Network	Basic通信ユニット接続により、CC-Link	
IE	Field	Network	Basic通信を使用したシステムに接続することができます。

●電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活
用することができます。

●CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格
対応要求にお応えします。

局種 スレーブ

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 100(W)×90(H)×75(D)[mm]

質量 0.3[kg]

標準価格 本体部：22,000円～、通信部：
36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部	03-3218-6662、北海道支社	011-212-3789、東北支
社	022-216-4554、関越支社	048-600-5845、新潟支店	025-241-7227、神
奈川支社	045-224-2625、北陸支社	076-233-5501、中部支社	052-565-
3341、豊田支店	0565-34-4112、関西支社	06-6486-4096、中国支社	082-
248-5296、四国支社	087-825-0072、九州支社	092-721-2243
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/ecomonitor/ecomonitor_Light_1.html

三菱電機株式会社� 受配電機器

エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus (形名:EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB)
省エネ＋予防保全 電力監視にPlus αを。
(オプションのCC-Link IEフィールドネットワークBasic通信ユニット(形名:EMU4-CM-CIFB)が必要です。)

特長
●ビルディングブロック方式でムダなく増設可能です。

●オプションのCC-Link	 IEフィールドネットワークBasic通信ユニット接続により、CC-
Link	 IEフィールドネットワークBasic通信を使用したシステムに接続することができま
す。

●絶縁監視品(型名：EMU4-LG1-MB)のラインナップにより、生産設備の異常(漏
洩電流等)の早期発見・故障の未然防止に貢献。

●電流計測の時間を積算し、生産設備の寿命診断や予防保全用途としてデータを活
用することができます。

●CEマーキングなどの海外規格に対応し、海外向けの機械装置組込用途での規格
対応要求にお応えします。

局種 スレーブ

占有局数 1	局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 37.5(W)×90(H)×94(D)[mm]

質量 0.2[kg]

標準価格 本体部：35,000円～、通信部：
36,000円

問合せ先

本社機器営業第一部	03-3218-6662、北海道支社	011-212-3789、東北支
社	022-216-4554、関越支社	048-600-5845、新潟支店	025-241-7227、神
奈川支社	045-224-2625、北陸支社	076-233-5501、中部支社	052-565-
3341、豊田支店	0565-34-4112、関西支社	06-6486-4096、中国支社	082-
248-5296、四国支社	087-825-0072、九州支社	092-721-2243
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/
<URL>	http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/pmng/ems/pmerit/ecomonitor/emplus_1.html
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Industrial�Software�Co.� PC

ConveyLinx
2 Motor/4 Sensors Ethernet 24 DC conveyor control

特長
●ConveyLinx	functions	in	one	of	two	possible	operational	modes:																										
							-	Zero	Pressure	Accumulation	(ZPA)	Mode																																																																										
							-	PLC	I/O	Mode
There	is	CSP+	file	for	each	of	the	modes.

局種 Slave	station

占有局数 1	occupied	station

CC-Linkバージョン CCIE	FBasic	Protocol	Version	2

外形寸法 150(W)x90(H)x30(D)

質量 230g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.indsoft.bg/
<URL>	http://www.pulseroller.com/
<URL>	http://www.indsoft.bg/CL.php
<URL>	http://www.indsoft.bg/downloads/CL/ConveyLinx_Users_Guide_
v4_4.pdf
<E-mail>	georg.malina@kyowaeurope.eu

Industrial�Software�Co.� PC

ConveyLinx-Ai2
Advanced 2 motor conveyor control

特長
●ConveyLinx-Ai2	functions	in	one	of	two	possible	operational	modes:																										
							-	Zero	Pressure	Accumulation	(ZPA)	Mode																																																																										
							-	PLC	I/O	Mode
There	is	CSP+	file	for	each	of	the	modes.

局種 Slave	station

占有局数 1	occupied	station

CC-Linkバージョン CCIE	FBasic	Protocol	Version	2

外形寸法 200(W)x60(H)x30(D)

質量 210g

標準価格

問合せ先

<URL>	http://www.indsoft.bg/
<URL>	http://www.pulseroller.com/
<URL>	http://www.indsoft.bg/CL-Ai2.php
<URL>	http://www.indsoft.bg/downloads/CL-Ai2/ConveyLinx_Ai2_Users_
Guide_v1_0.pdf
<E-mail>	georg.malina@kyowaeurope.euＰ

Ｃ
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ヘルツ電子�株式会社� PC

ポカヨケ用受信機 TW-800R-EXB
CC-Link IE Field Basic対応ポカヨケ用受信機「TW-800R-EXB」は、生産工程で工具(ツール)を用いる作業のミス防止
を支援するポカヨケツール向けの受信機であり、CC-Link IE Field Basic 対応シーケンサと通信可能な商品です。

特長
●CC-Link	IE	Field	Basicネットワーク内で、簡単・安価にポカヨケが可能となります。

●ポカヨケ対応のトルクレンチ・プライヤーレンチ・チェックペン(マーキングペン)・電動
ツール・リベッタ・グリスガン・検印スタンプなどのツール(工具)と組み合わせてご利
用できます。

●2.4GHz	帯オリジナルプロトコルによる確実な通信により安定的でセキュアな無線
通信を行います。

局種

占有局数

CC-Linkバージョン

外形寸法 150W×100H×30Dmm

質量 約500g

標準価格 ￥200,000

問合せ先

会社名	:	ヘルツ電子株式会社
電話番号	:	053-438-3555
e-mail	:	y-fujita@herutu.co,jp
その他	:	担当	営業部	藤田	譲
<URL>	http://www.herutu.co.jp/
<URL>	http://www.herutu.co.jp/product/tw-800r-exb.html

Ｐ
Ｃ
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株式会社マーストーケンソリューション� バーコード・ID

MCR-F530
固定式1次元/2次元コードリーダ

特長
●ダイレクトマーキングの読み取りに最適

●フォーカス調整機能により様々な距離の読み取りが可能

●自動調整機能を使用して読み取りパラメータを設定可能

●PoE給電対応

●保護等級IP67

局種 ローカル

占有局数 1局・2局・3局・4局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 54(H)×65(W)×71(D)[mm]

質量 0.32kg

標準価格

問合せ先

会社名	:	株式会社マーストーケンソリューション	営業三部
電話番号	:	03-3352-8522
その他	:	https://www.mars-tohken.co.jp/products/adc/
<URL>	https://www.mars-tohken.co.jp/
<URL>	https://www.mars-tohken.co.jp/products/adc/2D-fixed/detail/
MCR-F530.html
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名菱テクニカ株式会社� その他

三菱工業用ミシン用通信機器 PLK-J-LAN
三菱リミサーボXC-Gシリーズおよび三菱工業用電子ミシンPLK-Gシリーズを対象としたネットワーク通信を可能にする
通信機器です。

特長
●PLK-J-LANは、PLK-Gシリーズ、XC-Gからの通信を三菱電機FAネットワーク
(CC-Link	 IE	Field	Basic)に対応させ、蓄積してある情報を容易に収集・管理す
ることが出来ます。
ミシンの稼動状況をリアルタイムでみえる化することで、作業員・機械の状況を把握、
分析し、ボトルネックの発見と改善を実施でき、付加価値の高い生産工場を実現し
ます。

局種 スレーブ

占有局数 2

CC-Linkバージョン -

外形寸法 -

質量 -

標準価格

問合せ先

名菱テクニカ(株)縫製営業部	
TEL：0561-51-1231
FAX：0561-51-1212

名菱テクニカ株式会社� その他

三菱工業用電子ミシン PLK-J シリーズ
三菱工業用電子ミシン新製品であるPLK-Jシリーズは、CC-Link IE Field Basic対応製品です。

特長
●PLK-Jシリーズは、三菱電機FAネットワーク(CC-Link	IE	Field	Basic)に対応したこ
とで、ミシンに蓄積してある情報を容易に収集・管理することが可能です。ミシンの
稼動状況をリアルタイムでみえる化することで、作業員・機械の状況を把握、分析し、
ボトルネックの発見と改善を実施でき、付加価値の高い生産工場を実現します。

局種 スレーブ

占有局数 2

CC-Linkバージョン -

外形寸法 -

質量 -

標準価格

問合せ先

名菱テクニカ(株)縫製営業部
TEL：0561-51-1231
FAX：0561-51-1212

そ
の
他
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三菱電機株式会社� その他

テンションコントローラ LE7-40GU
LE7-40GU形テンションコントローラはLX7-F/LX-TD/LX-TD-928形張力検出器と併用され、長尺材の巻出し、中
間軸、巻取りにおける材料の張力を自動制御するための制御装置です。
パウダクラッチ/ブレーキ、ヒステリシスクラッチ/ブレーキ、サーボモータ(トルクモード)、エアクラッチ/ブレーキ等のア
クチュエータが使用可能であり、DC24V系クラッチ/ブレーキに対するパワーアンプや補助電源も内蔵されています。 
またLE7-DCA 形巻径演算オプションを使用してフィードフォワード/フィードバック複合制御やオープンループ制御を
行うこともできます。

特長
●高度な張力制御に対応

●快適な操作性

●FAネットワークに対応

局種 スレーブ局

占有局数 1局

CC-Linkバージョン -

外形寸法 105×170×125(mm)

質量 1.0(kg)

標準価格 200,000円

問合せ先

会社名	:	三菱電機FA機器電話,FAX技術相談	電磁クラッチ・ブレーキ
電話番号	:	079-298-9868(FAX：052-719-6762)

そ
の
他
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製品情報一覧（未掲載分） 詳細は各社にお問い合わせください。
カテゴリ 社名 製品名

CC-Link ス
レ
ー
ブ

デジI/O 東朋テクノロジ株式会社 無線リモートI/Oユニット（CC-Linkインターフェース） 
アナI/O ハカルプラス株式会社 電子式マルチメータ XM2-110-5、XM2-110-6、XBZ-110

ハカルプラス株式会社 発電機専用保護装置 CSA-95A
表示器 発鉱電機 株式会社 モニタッチTochnoShotシリーズ

発鉱電機 株式会社 モニタッチV9シリーズ(V906xiT/V907xiW/V908xiC/
V908xiS/V910xiC/V910xiS/V910xiW/V912xiS/V915xiX)

センサ・エンコーダ パナソニック デバイスSUNX株式会社 センサー
プロセス機器 株式会社アサヒエンタープライズ CC-Linkコントローラ(S-YU01)

株式会社 フジキン 質量流量制御機器 FCST1000C2シリーズ
電磁弁 SMC 株式会社 CC-Link対応ステップモータコントローラ

SMC 株式会社 電空レギュレータITV

CKD 株式会社 マニホールド電磁弁子局
ゲートウェイ METIS CO.,LTD. MT99DKS-GATEWAY mini

SMC 株式会社 電動アクチュエータコントローラ用ゲートウェイ(GW)ユニット

SMC 株式会社 CC-Link対応ステップモータコントローラ LECP6C

ハカルプラス株式会社 C2シリーズ
インバータ・サーボ類 株式会社 アイエイアイ MCONコントローラ MCON-C-＊-CC-＊
ロボット 株式会社 アイエイアイ MSEL-PC-*-******-**-CC=*-4

セイコーエプソン株式会社 ロボットコントローラ RC700

ヤマハ発動機 株式会社 リニアコンベアコントローラ LCC140
PC Molex Inc. SST-CCS-PCIE
その他 株式会社 アイエイアイ SCON-CB

Atlas Copco Industrial Technique AB Power Focus4000　W10,Tensor electric assembly 
tools controller PF4000-G-HW,PF4000-C-HW 

METIS CO.,LTD. アナログ・デジタル　コンバータ

キヤノンアネルバ株式会社 電源制御通信ユニット
周
辺
機
器

ケーブル・コネクタ KWANG-IL ELECTRIC WIRE CO.,LTD CC-Link Cable Ver.1.10 Flexible Cable 【MODELtype:C-Net(M)】

ニッタ株式会社 オートツールチェンジャー

Thomas Cable Co.,Ltd. CC-Link Cable THOMTRONIC-CCL(F) ３C×20AWG

日合通信電線株式会社 UNI-FLEX CCLink
CC-Link IE Field ス

レ
ー
ブ

電磁弁 SMC 株式会社 SIユニット
インバータ・サーボ類 日本リライアンス株式会社 VZ7000
その他 テセラ・テクノロジー株式会社 TS-CP520

S
L
M
P
対
応
機
器

PC

日本電気 株式会社 LifeTouch BプラスD000-000019-002/ 
D000-000019-001

周
辺
機
器

ケーブル・コネクタ Oring Industrial Networking 
Corp.

Industrial Ethernet Swith(Series:IGS/IGPS/TGS/
TGPS)

Oring Industrial Networking 
Corp.

Industrial Ethernet Swith(Series:RGS/RGPS/
CPGS/DGS/IGPS/IGS/TGPS/TGS)

機器組込みパーツ Molex Inc. CC-Link IE Slave PCI(SST-CCIE-S-PCU)
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三菱電機エンジニアリング株式会社 受託開発
CC-Link協会パートナーメーカー様向け製品の受託開発

三菱電機エンジニアリング株式会社は、CC-Link協会パートナー会員殿に対し、CC-Link製品群の品揃えを 
お手伝いします。

受託内容
MELSECシーケンサの製品開発業務に携わり、長年培った開発技術力を提供します。

CC-Linkに関する各種インタフェースボード、各種ユニット、デバイスなどの製品化を受託します。
・電磁弁    ・MFC（マスフローコントローラ）
・指示計    ・流量計
・温調計    ・電力モニタ
・バーコード    ・cPCIバスボード 
・FAパソコンI ／ Fボード   ・VMEバスボード
・LED表示装置（ピッキングシステム用含む） ・PC104バスボード
・重量計    ・OA機器関連

※上記以外の製品に付きましては、別途ご相談させていただきます。

問合せ先

〒486-0906
愛知県春日井市下屋敷町字下屋敷139
三菱電機エンジニアリング株式会社
名古屋事業所　技術サポートセンター
TEL：0568-36-3863（直通）　FAX：0568-36-2045
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三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 受託開発
CC-Linkパートナーメーカー殿向けソフトウェア受託開発

CC-Link関連製品の各種ソフトウェアの受託開発及びハードウェアを含むファームウェアの受託開発を致します。

特長
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社は、20年以上にわたり培ってきた技術と信頼で、御社のニーズを満足するCC-Link関連
製品を受託開発致します。弊社はISO9001:2000を認証取得しており、高い技術力と安定した品質でCC-Link関連製品の開発・設計・
評価をお引受け致します。
受託開発内容は以下の通りです。

(1) CC-Linkマスタ局、ローカル局、インテリジェント局のファームウェアの開発・設計・評価
(2) リモートデバイス局のファームウェアの開発・設計・評価
(3) CC-Link用インタフェースドライバの開発・設計・評価
(4) CC-Link用ソフトウェアパッケージの開発・設計・評価

価格
お問い合わせください。

問合せ先

〒461-8670　名古屋市東区矢田南五丁目１番１４号
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社
名古屋事業所　FAシステム統括部
第二技術部　FAネットワーク技術課
TEL: 052-723-7998  FAX: 052-723-7987
E-mail:netwk-info@msw.co.jp
*Windows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。
*VxWorksは、Wind River Systems, Inc. の登録商標または商標です。
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三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社 受託開発
CC-Link ／ CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品の開発サポート

CC-Link/CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品のH ／ W設計開発およびF／ W設計開発業務をお手伝
いします。

受託内容
三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社は、CC-Link IEフィールドネットワークの各種製品開発を行ってまいり
ました。

それら開発業務の中で技術・ノウハウを蓄積しております。

CC-Link IEフィールドネットワーク関連製品の開発をご検討されているパートナーメーカー様に高い技術、品質で製
品開発のお手伝いをいたします。

当社はソフトウエア、ハードウエア、FPGAの技術を保有しており、お客様のご要望に沿った開発形態をご提案いたします。
・ハードウエア電気回路設計 [設計・製造(外部委託)・試験]
・ファームウエア、ドライバ設計 [設計・製造・試験]
・FPGA設計 [設計・製造・シミュレーション]

問合せ先

〒461-0040
愛知県名古屋市東区矢田1丁目3-33 名古屋大曽根第一生命ビル3F
三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社
中部事務所
TEL：052-722-5730

URL：http://www.mms.co.jp
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仕様
CC-Linkの主な仕様

項　目
仕　様

Ver. 1.10 Ver. 2.00

制
御
仕
様

最大リンク
点数

リモート入出力（RX, RY） 各2048点 各8192点

リモートレジスタ（RWr） 256ワード 2048ワード （マスタ局←スレーブ局）

リモートレジスタ（RWw） 256ワード 2048ワード （マスタ局→スレーブ局）

拡張サイクリック設定 － １倍設定 2倍設定 4倍設定 8倍設定

１台当りの
最大リンク
点数

１局占有
RX, RY 各32点 各32点 各64点 各128点

RWr, RWw 各4ワード 各8ワード 各16ワード 各32ワード

２局占有
RX, RY 各64点 各96点 各192点 各384点

RWr, RWw 各8ワード 各16ワード 各32ワード 各64ワード

３局占有
RX, RY 各96点 各160点 各320点 各640点

RWr, RWw 各12ワード 各24ワード 各48ワード 各96ワード

４局占有
RX, RY 各128点 各224点 各448点 各896点

RWr, RWw 各16ワード 各64ワード 各64ワード 各128ワード

最大占有局数 4局

通
信
仕
様

通信速度 10M/5M/2.5M/625k/156kbps

通信方式 ブロードキャストポーリング方式

同期方式 フレーム同期方式

符号化方式 NRZI

伝送路形式 バス形式（EIA RS485準拠）

伝送フォーマット HDLC準拠

誤り制御方式 CRC (X16＋X12＋X5＋1)

最大接続台数 64台

スレーブ局番 １～ 64

最大ケーブル総延長と局間ケーブル長

マスタ局
リモート I/O 局

または
リモートデバイス局

リモート I/O 局
または

リモートデバイス局

最大ケーブル総延長

ローカル局
または

インテリジェント
デバイス局

ローカル局
または

インテリジェント
デバイス局

局間ケーブル長

通信速度

CC-Link Ver. 1.10 対応ケーブル（終端抵抗110Ω使用）

156Kbps

625Kbps

2.5Mbps

5Mbps

10Mbps

局間ケーブル長

20cm 以上

最大ケーブル総延長

1200m

900m

400m

160m

100m

Ver.1.10対応品とVer.1.00対応品を混在させて使用する場合、最大ケーブル総延長と局
間ケーブル長は、Ver.1.00の仕様となります。

接続ケーブル CC-Link Ver. 1.10対応ケーブル（シールド付3芯ツイストペアケーブル）
・Ver. 1.10対応ケーブル同士であれば、異なるメーカのケーブルの混在も可能です。

※敷設時は、CC-Link協会発行の「CC-Link敷設マニュアル」を参照してください。
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仕様
CC-Link Ver.1.10とVer.2.00の接続台数の相違点

接続台数

Ver.1.10

最大64台　ただし下記の条件を満足すること

①総局数
a＋b×2＋c×3＋d×4 ≦ 64

a :　1局占有台数       b :　2局占有台数
c :　3局占有台数       d :　4局占有台数

②接続台数
16×A＋54×B＋88×C ≦ 2304
A：リモートＩ/Ｏ局台数  ..............................................................  最大64台
B：リモートデバイス局台数  ........................................................  最大42台
C：ローカル局，インテリジェントデバイス局台数 ....................  最大26台

Ver.2.00

最大64台　ただし下記の条件を満足すること

①総局数
(a＋a2＋a4＋a8)＋(b＋b2＋b4＋b8)×2＋(c＋c2＋c4＋c8)×3＋(d＋d2＋d4＋d8)×4 ≦ 64

②全リモート入出力点数
(a×32＋a2× 32＋a4× 64＋a8×128)＋(b× 64＋b2× 96＋b4×192＋b8×384)
＋(c×96＋c2×160＋c4×320＋c8×640)＋(d×128＋d2×224＋d4×448＋d8×896)　≦　8192

③全リモートレジスタ点数
(a× 4＋a2× 8＋a4× 16＋a8× 32)＋(b× 8＋b2× 16＋b4× 32＋b8× 64)
＋(c×12＋c2× 24＋c4× 48＋c8× 96)＋(d× 16＋d2× 32＋d4× 64＋d8×128)　≦　2048

a :　1局占有1倍設定台数 b :　2局占有1倍設定台数
c :　3局占有1倍設定台数 d :　4局占有1倍設定台数
a2:　1局占有2倍設定台数 b2:　2局占有2倍設定台数
c2:　3局占有2倍設定台数 d2:　4局占有2倍設定台数
a4:　1局占有4倍設定台数 b4:　2局占有4倍設定台数
c4:　3局占有4倍設定台数 d4:　4局占有4倍設定台数
a8:　1局占有8倍設定台数 b8:　2局占有8倍設定台数
c8:　3局占有8倍設定台数 d8:　4局占有8倍設定台数

④接続台数
16×A＋54×B＋88×C ≦ 2304

A：リモートＩ/Ｏ局台数  ..............................................................  最大64台
B：リモートデバイス局台数  ........................................................  最大42台
C：ローカル局，インテリジェントデバイス局台数 ....................  最大26台

*Ver.1対応機器の場合は１倍設定として計算します。
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仕様
CC-Link Ver.1.00仕様（Ver.1.10との相違点）

CC-Link Ver.1.10とVer.1.00の仕様は次の2項目が異なります。
● 最大ケーブル総延長と局間ケーブル長
● 接続ケーブル

項　目 仕　様

最大ケーブル総延長と局間ケーブル長

マスタ局
リモート I/O 局

または
リモートデバイス局

リモート I/O 局
または

リモートデバイス局

最大ケーブル総延長

ローカル局
または

インテリジェント
デバイス局

ローカル局
または

インテリジェント
デバイス局

＊1 ＊2 ＊2＊2

通信速度

CC-Link 専用ケーブル（終端抵抗110Ω使用）

＊1　リモート I/Oまたはリモートデバイス局の局間ケーブル長
＊2　マスタ・ローカル局またはインテリジェントデバイス局と前後局の局間ケーブル長

156Kbps

625Kbps

2.5Mbps

5Mbps

10Mbps

局間ケーブル長

＊1 ＊2

30cm 以上

30cm～59cm＊

60cm 以上＊

30cm～59cm＊

30cm～59cm＊

1m 以上

1m 以上（A）／2m 以上（B）

最大ケーブル総延長

1200m

600m

200m

110m

150m

50m

80m

100m

(A)：1m以上はリモートI/O，リモートデバイス局のみのシステム構成の場合
(B)：2m以上はローカル局，インテリジェントデバイス局を含めたシステム構成の場合
＊： リモートI/Oまたはリモートデバイス局の局間ケーブル長が1箇所でもこの範囲で配線する

場合は上記に示す最大ケーブル総延長となります。

接続ケーブル CC-Link Ver.1.00，Ver. 1.10対応ケーブル（シールド付3芯ツイストペアケーブル）
・異なるメーカのケーブルの混在はできません。
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仕様
CC-Link/LTの主な仕様

項　目 4点モード 8点モード 16点モード

制
御
仕
様

最大リンク点数（　）内は入出力同一番号使用時 256点 (512点) 512点 (1024点) 1024点 (2048点)
1局当たりのリンク点数（　）内は入出力同一番号使用時 4点 (8点) 8点 (16点) 16点 (32点)

リンクスキャンタイム（ms）

32局接続時

点数 128点 256点 512点
2.5Mbps 0.7 0.8 1.0
625Kbps 2.2 2.7 3.8
156Kbps 8.0 10.0 14.1

64局接続時

点数 256点 512点 1024点
2.5Mbps 1.2 1.5 2.0
625Kbps 4.3 5.4 7.4
156Kbps 15.6 20.0 27.8

通
信
仕
様

通信速度 2.5M ／ 625K ／156Kbps
通信方式 BITR方式　（Broadcastpolling ＋ Interval Timed Response）
伝送路形式 T分岐
誤り制御方式 CRC
最大接続台数 64台
スレーブ局局番 1 ～ 64
支線最大接続台数（1分岐当り） 8台
局間距離 制限なし
T分岐間隔長 制限なし
マスタ局接続位置 幹線の端に接続
RAS機能 ネットワーク診断、内部折り返し診断、スレーブ局切り離し、自動復列

接続ケーブル
専用フラットケーブル（0.75mm2×４）、
専用可動部用ケーブル（0.75mm2×４）、
VCTFケーブル（JIS C 3306準拠、0.75mm2×４）

● ネットワーク配線仕様

T分岐間隔長

最大幹線長（支線長は含まない）

マスタ局 終端抵抗 終端抵抗

リモート
I/O 局

リモート
デバイス局

電源
アダプタ

リモート
I/O 局

リモート
I/O 局

リモート
デバイス局

リモート
I/O 局

リモート
I/O 局

リモート
デバイス局

リモート
I/O 局

支線長

支線長＊1

幹線
支線

項目 内容 備考
通信速度 2.5 Mbps 625 Kbps 156 Kbps
局間距離 制限なし
支線最大接続台数（1分岐当り） 8台
最大幹線長 35 m 100 m 500 m 終端抵抗間のケーブル長（支線長は含まない）
T分岐間隔 制限なし

最大支線長 4 m 16 m 60 m 1分岐当りのケーブル長
（コネクタから機器までのケーブルも含む）

総支線長 15 m 50 m 200 m 支線長の合計

・支線は専用フラットケーブル、VCTFケーブル、専用可動部用ケーブルを混在して使用することができます。
・幹線内に異種ケーブルを混在して使用することはできません。
・同一支線内に異種ケーブルを混在して使用することはできません。
・マスタ局は必ず幹線の片端に設置してください。
・終端抵抗はマスタ局から20cm以内に取付けてください。
・支線から支線を配線することはできません。
＊１：支線から分岐した長さも最大支線長および、総支線長に含まれます。



仕
様

534

仕様
CC-Link Safetyの主な仕様

項　目
仕　様

CC-Link Safety Ver.1.12、Ver.1.13 CC-Link Ver.1.10（参考）

通信速度 10M/5M/2.5M/625K/156Kbps

通信方式 ブロードキャストポーリング方式

同期方式 フレーム同期方式

符号化方式 NRZI

伝送路形式 バス形式（EIA RS485準拠）

伝送フォーマット HDLC準拠

誤り制御方式
CRC16（X16＋X12＋X5＋1）

CRC32※１ －

最大リンク点数

S-RY：2048ビット
S-RX：2048ビット
S-RWw：128ワード
S-RWr：128ワード

備考）一般局を混在して構成した場合、安全局の
最大リンク点数が減少します（表 5.6参照）。

RY：2048ビット
RX：2048ビット
RWw：256ワード
RWr：256ワード

１台あたりのリンク点数 表 5.7参照 表 5.8参照

最大占有局数 2局 4局

トランジェント伝送 
［１LSあたり］

不可 最大960バイト
［150バイト（M※2→ID/L※3）、34バイト（ID/L→M）］

接続台数

（1×a）＋（2×b）＋（3×c）＋（4×d）≦64局
a：1局占有台数、b：2局占有台数、c：3局占有台数、d：4局占有台数

（16×A）＋[54×(B＋D＋E)]≦2304
A：一般リモートI/O局台数
B：一般リモートデバイス局台数
D：安全リモートI/O局台数
E：安全リモートデバイス局台数

備考）安全局のみで構成した場合、接続台数は最
大42局です。

（16×A）＋（54×B）＋（88×C）≦2304
A：一般リモートI/O局台数
B：一般リモートデバイス局台数
C：一般ローカル局、一般インテリジェントデバイ
ス局台数

スレーブ局局番 1 ～ 64

接続ケーブル CC-Link専用ケーブル（シールド付3芯ツイストペアケーブル）

※１：CRC32の生成多項式…X32＋X26＋X23＋X22＋X16＋X12＋X11＋X10＋X8＋X7＋X5＋X4＋X2＋X＋1（IEEE802.3と同一）
※2：一般マスタ局
※3：一般インテリジェントデバイス局/一般ローカル局

上記仕様のうち、通信速度及び接続台数は必ずしも記載内容の全てを有する必要はありません。

※敷設時は、CC-Link協会発行の「CC-Link敷設マニュアル」を参照してください。

表 5.6 局構成とリンク点数（例）

局構成 リンク点数

安全局のみで構成した場合のリンク点数（その1）
　→2局占有の安全局を32台接続

＊S-RY・S-RXのリンク点数：64ビット×32台＝2048ビット
＊S-RWw・S-RWrのリンク点数：4ワード×32台＝128ワード

安全局のみで構成した場合のリンク点数（その2）
　→1局占有の安全局を42台接続

＊S-RY・S-RXのリンク点数：32ビット×42台＝1344ビット
＊S-RWw・S-RWrのリンク点数：0ワード×42台＝0ワード

一般局を混在した場合のリンク点数
　→2局占有の一般局を1台、2局占有の安全局を30台接続

＊S-RY・S-RXのリンク点数：64ビット×30台＝1920ビット
＊RY・RXのリンク点数：64ビット×1台＝64ビット
＊S-RWw・S-RWrのリンク点数：4ワード×30台＝120ワード
＊RWw・RWrのリンク点数：8ワード×1台＝8ワード
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表 5.7 CC-Link Safety （Ver.1.12、Ver.1.13）での安全スレーブ局１台あたりのリンク点数

デバイス 1局占有 2局占有
S-RX/S-RY 各32ビット 各64ビット
S-RWw/S-RWr 各4ワード

表 5.8 CC-Link （Ver.1.10）でのスレーブ局１台あたりのリンク点数

デバイス 1局占有 2局占有 3局占有 4局占有
RX/RY 各32ビット 各64ビット 各96ビット 各128ビット
RWw/RWr 各4ワード 各8ワード 各12ワード 各16ワード
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CC-Link IE コントローラネットワークの主な仕様 

項　目 仕　様

１ネットワーク当たりの 
最大リンク点数

LB 32768ビット

LW 131072ワード

LX 8192ビット

LY 8192ビット

１局当たりの 
最大リンク点数

LB 16384ビット

LW 16384ワード

LX 8192ビット

LY 8192ビット

通信速度 1Gbps

1ネットワーク当たりの接続局数 最大120台

最大ネットワーク数 239

最大グループ数 32

光
ケ
ー
ブ
ル

光ファイバー仕様

1000BASE-SX（MMF）対応光ファイバケーブル

規格 IEC60793-2-10 Types A1a.1（50/125μm multimode）

伝送損失（max） 3.5（dB/km）以下（λ＝850nm）

伝送帯域（min） 500（MHz・km）以上（λ＝850nm）

総延長距離（光ケーブル総延長距離） 66km（120台接続時）

局間距離（最大） 550m（コア/クラッド＝50/125（μm））

コネクタ仕様

2連LC形コネクタ

規格 IEC61754-20：Type LC connector

接続損失 0.3（dB）以下

研磨面 PC研磨

伝送路形式 二重ループ
ツ
イ
ス
ト
ペ
ア

ケ
ー
ブ
ル

通信媒体 シールド付ツイストペアケーブル（カテゴリ5e）

コネクタ RJ45コネクタ、M12 Xコードコネクタ

局間距離（最大） 100m

CC-Link IEコントローラネットワークは1Gbpsの通信速度を実現し、データ転送制御方式にはトークン方式を採用しています。この
トークン方式は、伝送路上でフレームの衝突が発生しないため通信のスループットが向上し、定時性の通信が求められるネットワー
クに最適です。

※敷設時は、CC-Link協会発行の「CC-Link IEコントローラネットワーク敷設マニュアル」を参照してください。
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CC-Link IE フィールドネットワークの主な仕様

項　目 仕　様

イーサネット規格 IEEE802.3ab（1000BASE-T）準拠

通信速度 1Gbps

通信媒体 シールド付ツイストペアケーブル（カテゴリ5e）、RJ-45 コネクタ

通信制御方式 トークンパッシング方式

トポロジ ライン、スター、リング

最大接続台数 254台（マスタ局とスレーブ局の合計）

最大局間距離 100m

サイクリック通信
（マスタ・スレーブ方式）

制御信号（ビットデータ） ： 最大32768ビット（4096バイト）
RX（スレーブ→マスタ） ： 16384ビット
RY（マスタ→スレーブ） ： 16384ビット
制御データ（ワードデータ） ： 最大16384ワード（32768バイト）
RWr（スレーブ→マスタ） ： 8192ワード
RWw（マスタ→スレーブ） ： 8192ワード

トランジェント通信（メッセージ通信） メッセージサイズ：最大2048バイト

CC-Link IE フィールドネットワーク Basicの概略仕様
項　目 仕　様

通信速度 100Mbps

実装方式 ソフトウェア

接続形態 スター（スイッチングHUB接続）

ケーブル Ethernetカテゴリ5e以上

1ネットワーク当たり最大接続局数（オープン仕様） 64

サイクリック通信 対応

最大リンク点数/ネットワーク
RX, RY 各512byte（4K点）

RWr, RWw 各4Kbyte（2K点）

最大リンク点数/局（複数局占有可能）
RX, RY 各8byte（64点）（固定）

RWr, RWw 各64byte（32点）（固定）

リンクスキャンタイム（16台接続） 10ms

トランジェント伝送 可能（最大2Kbyte）

TCP/IP通信混在 対応



ISO に続き IEC国際規格も
1000機種を超え

CC-Link IE コントローラネットワークは高速・大容量な分散制御
への対応と、各フィールドネットワークを束ねる基幹ネットワークで
す。CC-Link IEフィールドネットワークは装置の制御データと、ロ
グ・診断などの管理データが混在しインテリジェント化する新しい
生産システムに向けた高速・大容量なフィールドネットワークです。
CC-Link IE Field Basicは高速制御が必要ない小規模装置へ
適用しやすく、簡単に使え、開発することのできる汎用Ethernet
技術を活用したフィールドネットワークです。
CC-Link IE TSNは機器制御のサイクリック通信に高い優先度を
与え、情報通信よりも優先的に帯域を割り当てることで、リアル
タイムなサイクリック通信で機器を制御しながら、ITシステムと情
報をやり取りできるネットワークです。
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