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GOT らくらくリモートソリューション

GOT Mobile機能ライセンス

GT25-WEBSKEY
参考標準価格　￥38,000

無線LAN通信ユニット

GT25-WLAN
参考標準価格　￥49,500

キャンペーン価格￥15,000 期間限定 82%OFF

上記価格に消費税は含まれておりません。キャンペーン価格は参考価格となります。詳しくは最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。

参考標準価格 ￥87,500

+セットで
お得！

システム構成

表示器GOT
GT27 / GT25

無線LAN通信ユニット+

タブレット端末、携帯端末、パソコン

① 無線LAN通信ユニットを装着
② GOT Mobile機能ライセンス
　 を登録

① 無線LAN通信ユニット （GT25-WLAN）
タブレット端末、携帯端末、パソコンとGOTを無線LANで接続できます。
アクセスポイント＊に対応し、モバイル機器からの接続が簡単です。
＊GT Works3 Version1.144A にて対応。接続できるステーションは最大5台です。

　 ハードウェアバージョンにより、適合規格（使用可能国）が異なります。
　　■ハードウェアバージョンA
　　　・適合規格：日本電波法
　　　・使用可能国：日本

• Google Chrome（Android版） バージョン43以降
• Google Chrome（Windows版） バージョン43以降
• Safari（iOS版） 8.0 以降
※詳細はテクニカルニュースNo.GOT-D-0090をご参照ください。

必要ブラウザ: 

② GOT Mobile機能ライセンス（GT25-WEBSKEY）＊GOT1台毎に1ライセンスが必要です。

GOT Mobile機能を使用するために必要なライセンスです。GOT Mobile機能では、タブレット
端末、携帯端末、パソコンなどのブラウザ上で接続機器をモニタ、操作できます。　

■ハードウェアバージョンB（2014年10月製造）以降
　・適合規格：日本電波法、FCC規格、R&TTE指令
　・使用可能国：日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、 
　　 アイスランド、リヒテンシュタイン

無線LAN通信機能が
アクセスポイントに対応！NEWS

無線LAN通信ユニット
GT25-WLAN

お手持ちの無線LAN通信ユニットが、画面作成ソフトウェア＊からの簡単
設定で、アクセスポイントとして使用可能に！
別置きのアクセスポイントがなくても、GOTとモバイル機器が直接通信
できます。　＊GT Works3 Version1.144A以降

GOT Mobile機能が離れた場所からの設備監視を実現します。

もっと



1台のGOTに、5つの情報機器が同時にアクセス可能！＊1

用途に合わせて、画面サイズを自由設計！

タブレットなどのWebブラウザから設備の状態を把握できます。

GOT Mobile機能の特長

2 3

41 5

離れた場所からでも
現場が見える！

手元のスマートフォンで、離れた設備の状態
を確認できます。保守要領書などのドキュ
メントも表示できるため、すぐにエラーの
詳細や対策を確認できます。

クリーンルームの外からでも
現場が見える！

タブレット端末などで、クリーンルームの外
から、装置の稼働状況を確認できます。

5人同時に現場が見える！
1人で見えない大きな設備も、複数人（最大
5人）で手分けして、効率よく作業（確認・設
定）できます。

大画面で現場が見える！ 事務所にいても現場が見える！ 1台のパソコンで現場が見える！

アラーム
監視画面

事務所のパソコンから、現場のGOTを通
して設備の状態を確認できます。

1台のパソコンから、複数台のGOTに接続
し、設備の状態を確認できます。大規模シ
ステムの監視も簡単です。

生産目標や生産実績をアンドン用の大画
面モニタに表示し、現場の見える化を実現
します。

どこが異常かな？

進捗はどう？

異常発生！
！

スマートフォン

情報機器ごとに、それぞれ異なる画面を表示、操作できます＊2。

GOTの画面作成ソフトウェアGT Works3で
簡単に画面作成できます。

タブレットタブレットGOT

パソコンパソコン+大画面モニタ

いつでもどこでも、現場が見える！

タブレットサイズ パソコンサイズスマートフォンサイズ フルハイビジョンサイズ

タブレット端末から
GOTを通じて

接続機器をモニタ

タブレット端末から
GOTを通じて

接続機器をモニタ

GOT Mobile機能が工場の「見える化」を実現。生産現場の「トータルコスト削減」へ。 三菱FA統合ソリューション

工程2

工程1
工程2

設備A 設備B

設備C 設備D

現場 現場 現場現場 現場現場

事務所 事務所

現場

事務所

工程2 で異常が
発生している！
復旧対策は？

設備B で異常だ！

A B
C D

作業効率UP！ ダウンタイム短縮！ 立上げ効率UP！ 稼働率UP！ 保守作業効率UP！ 保守作業効率UP！

＊1：1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数
は最大5つです。

＊2：同一ネットワーク上の機器の同時操作を防止できます。
詳細はマニュアルをご参照ください。

それぞれ異なる画面で
効率よく確認

それぞれ異なる画面で
効率よく確認

工程3
工程4

工程5

問題ない？

離れた場所や事務所
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GOTらくらくリモートソリューション

〒100-8310　東京都千代田区丸の内 2-7-3（東京ビル）

インターネットによる
情報サービス

「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や
各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや
CADデータ等のダウンロード、ｅラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

三菱 FA 検索

・	Windowsは、米国Microsoft	Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または
商標です。

・	Android、Google	Chromeは、Google	Inc.の商標、または登録商標です。
・	IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用
されています。

・	Safariは、米国および他の国々で登録されたApple	Inc.の商標です。
・	その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

商標、登録商標について

	安全に関するご注意
・		本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
・	GOT	Mobile機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその
操作に気付かず事故に繋がることがあります。また、ネットワークの使用環境によっては通信に遅延や
途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。この機能を使用
する場合は、現場の状況や安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。

2015年11月作成L（名）08383-A 1511（MEE）
この印刷物は、2015年11月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更す
る場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。

本社‥‥‥‥‥‥（03）3218-6760
北海道支社‥‥‥（011）212-3794
東北支社‥‥‥‥（022）216-4546
関越支社‥‥‥‥（048）600-5835
新潟支店‥‥‥‥（025）241-7227
神奈川支社‥‥‥（045）224-2624
北陸支社‥‥‥‥（076）233-5502

中部支社‥‥‥‥（052）565-3314 
豊田支店‥‥‥‥（0565）34-4112
静岡支店‥‥‥‥（054）202-5630
関西支社‥‥‥‥（06）6486-4122
中国支社‥‥‥‥（082）248-5348
四国支社‥‥‥‥（087）825-0055
九州支社‥‥‥‥（092）721-2247

お問い合わせは下記へどうぞ




