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ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダーが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

データロガーの機能を
現場設置ユニット内で実現しました！

Webロガー２
現場設置形データロガー

Webロガー２
現場設置形データロガー

形　　式：DL30-G
■ 高機能仕様タイプ

基本価格：160,000円～

形　　式：DL30-N
■ 標準仕様タイプ

基本価格：150,000円～

・正常時はRUN接点出力ON。電源投入前または異常時（内部メモリ

　異常、SDカード異常およびR30カード異常）はRUN接点出力OFF。

（EU指令適合品として使用する場合は50V AC未満となります）

スケジュール機能を強化した

高機能仕様タイプ
新登場！

ユーザー登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報」をEメールでお知らせします。　www8.m-system.co.jp/koho/UserRegistration

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
　www.m-system.co.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出
　（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS指令で制限されてい
る特定有害物質（6物質）が規制値以下
の製品であることを示しています。特定有
害物質（10物質）対応については、エム・
システム技研ホームページをご覧ください。
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モバイル回線

Webロガー２
DL30

Webロガー2
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本体

Webロガー２
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DL30

スマート
フォン

タブレット

メール

モバイル端末には
ブラウザさえあればよく
アプリケーションソフトは

一切不要です。

モバイル回線

サーバPC

モバイル回線

光モデムルータ

光モデム
ルータ

光モデム
ルータ

モバイル
ルータ

モバイル
ルータ

光モデム
ルータ

入出力信号

入出力信号

入出力信号
入出力信号

無線LANルータ



スケジュール
機能

詳細は 6～7ページ
10～11ページ

ロギング
機能
詳細は 6～7
ページ

帳票作成
機能

詳細は 6～7ページ
10～11ページ

遠隔監視
Webサーバ機能

詳細は 8～11
ページ

メール通報
機能

詳細は 12～13
ページ

通信  制御
機  能

　 詳細は     14～15
              ページ

稼働監視
機能

詳細は 6～7ページ
11ページ

現場の司令塔と  しての万全な
通信制御機能を  備えています。

Ethernet
SLMP 通信
Modbus/TCP

インターネット上のクラウドサーバや
PCとの通信、リモート I/Oや PLCとの
ネットワーク通信を行う充実した
通信制御機能を搭載しています。

・FTPサーバ／クライアント機能
・HTTPS、FTPSに対応（DL30-Gのみ）
・Modbus/TCPマスタ／スレーブ機能
・I/Oマッピング機能
・SLMP通信機能（CC-Link 協会 SLMP規格準拠）
・SNTP通信機能（自動時刻合わせ）

【アンドン画面】
・アンドン表示によって、設備やラインの状態が
  リアルタイムで分かります。
・演算機能で時間表示から分析まで行えます。
・デジタルデータ・アナログデータともに最大5段階の
  状態を表示できます。

【ガントチャート画面】
・アンドンの色で時間軸表示する
  ことによって、装置の状態や
  数値の値（範囲）を視覚的に表現します。

ロギング機能が
充実しています。
現場の測定値やイベントデータを大容量メモリに収録し、
併せてSDカードに転送して記録します。
・メンテナンスフリーで10年以上のデータが記録できます。
・現場データに各種演算処理をして収録ができます。
・記録したデータは、CSVファイルとして
  アップロードできます。

データログ例
通信ログ例

ブラウザのある端末ならどこからでも
アクセスできる現場設置のWebサーバです。
現場の状態がPCやスマホからリアルタイムで見える各種Web画面を生成します。
・端末側（PCやスマホなど）にはブラウザさえあればアプリケーションソフトは一切不要です。
・トレンド画面、データ画面、イベント画面、帳票画面、ダウンロード画面、
　スケジュール画面などを標準で装備しています。
・ユーザ定義画面も作成できます。
・監視だけでなく、遠隔操作もできます。

トレンド
画面例 ユーザ定義

画面例

画面はイメージです。

画面はイメージです。

便利な帳票作成機能を
備えています。
収録したデータから日報／月報／年報を自動作成します。
外部のPC用帳票作成ソフトなどは不要です。
・作成した帳票は、CSVファイルとして
  アップロードできます。
・ファイルをメールに添付したり、Web画面から
  監視したりできます。

年報例

月報例

日報例

メールで通報する、現場の見張り番です。
現場データが異常値になった場合や、
機器が運転・停止した場合などに自動的にメール通報します。
・通報先は最大64箇所、宛先や通報内容を遠隔設定で変更できます。
・通報カレンダを内蔵し、休業日はメール停止もできます。
・帳票ファイルをメールに添付できます。

通報カレンダ例

ガントチャート画面

アンドン画面

ビルの空調設備、照明設備を
予定されたとおりに自動的にオンオフする
スケジュール機能を強化しました。
スケジュール機能とは、あらかじめ登録した
スケジュールにしたがって機器や装置の起動、
停止を行う機能です。例えば始業前に予冷運転を行い、
休憩時間は強制停止などを自動的に行います。
スケジュールとしては、起動・停止パターンを
週単位で登録でき、祝日などがある場合でも
簡単にパターンを変更できます。

稼働監視機能を備えています。
設備の稼働状況がひとめでわかるアンドン画面と
ガントチャート画面で設備をPCやスマホから監視できます。

Webロガー2には、以下の7つの便利な機能をすべて組込ん であります。



（＊3）

（＊1）

（＊1）

（＊2）

（＊2）

（＊3）

（＊4）

（＊3）通信について（＊1）FTPSにも対応しています。（DL30-G のみ）（＊2）HTTPSにも対応しています。（DL30-G のみ） （＊4）アナログ演算値（MA）　　  は、ロギング／帳票データとしてサンプリングできます。デジタル演算値（MD）もロギングデータとしてサンプリングできます。  

（＊5）アップロードは FTPまたは FTPS（DL30-G のみ）クライアント通信のみです。

サンプリング方式（共通）：瞬時値/平均値/ピーク（最大/最小）から選択
最 大 点 数 （共通）：標準仕様DL30-N 64点（チャネル）
　 　 　 　 　　　　高機能仕様DL30-G 128点（チャネル） 
基本サンプリング間隔（共通）：１秒
サンプリング間隔（ロギング）：秒指定（１～30秒）/分指定（１～30分）
　　　　　　　　　                 / 時刻指定（0～23時オフセット可）
サンプリング間隔（帳票）：1時間

登録したスケジュールに従い指定したデジタル出力（Do）や
デジタル演算値（MD）に対し開始時刻になると、そのチャネ
ルからON出力を行い、終了時刻になるとOFF出力すること
ができます。1つのスケジュールパターンは日単位ごとになっ
ており、各曜日ごとにパターンを割付けることができます。

・ スケジュールパターンは64パターン（DL30-G）まで登録できます。
・ １つのパターンに最大8チャネルを割付け、チャネルごとに 
 開始時刻と終了時刻を設定できます。
・ 当日を含む1週間先の各曜日ごとにスケジュールを登録することができます。

記録したデータは、IP（インター
ネットプロトコル）網を通じて PC
やサーバにアップロード　　でき
ます。

FTPサーバ /クライアント通信
HTTPクライアント通信

（＊5）

稼働、停止、ワーク欠品、
段取り替え、異常停止など
の設備の状態、あるいは温
度や流量、液位などの物理
量をリモートI/Oを介して
入力し、色分けして名称、
数値と共に表示します。

アンドンの色で時間軸
表示することによって、
装置の状態や数値の値
（範囲）を視覚的に表現
します。

（＊4）

（＊4）

稼働監視
詳細は
8ページ

R30シリーズの入出力カードの他、
リモートI/OやPLCの入出力も
通信経由で取込めます

現場で収集したデータに下記の演算処理が
できます。演算結果の値もロギング／
帳票データとしてサンプリングできます。

演算の種類：加減算／乗算／除算／開平／
移動平均／一次遅れ／exp／常用対数／
自然対数／ピークホールド（最大/最小）／
アナログ積算／累算／F値演算／スケーリング／
上下限制限／論理演算

稼働監視（DL30-Gの　 機能）

【アンドン画面】 【ガントチャート画面】

（＊2）

最大点数：標準仕様 DL30-N 64点（チャネル）
　　　　　高機能仕様 DL30-G 128点（チャネル） 

128

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、標準仕様
DL30-Nの場合） 

DL30-N DL30-G



1ページあたり４ペンのトレンド画面を 16ページ分表示します（合計64ペン）。各ペンには全ての種類の入 /出力
チャネル（Ai/Di/Pi/MA/MD/Ao/Do/Doグループ（DL30-Gのみ））が割り付けられます（重複登録可）。サンプリン

グ速度は、1/5/10/30秒、1/5/10/15/30 分、１時間、１日をページ単位で指定できます。サンプル数は最大
50000点でそれを超えると自動上書きされます。表示は自動更新（＊）されます。

（＊）表示の更新周期は0～999秒で、0秒に設定すると表示を更新しません。 （＊）表示の更新周期は0～999秒で、0秒に設定すると表示を更新しません。

割り付けているチャネルの現在値が一覧表示されます。チャネル

のタイプ（Ai、Di、Aoなど入出力の種類）により表示される項目が

異なります。表示は自動更新（＊）されます｡

内部メモリに蓄積されているイベントデータ（イベントログ /

システムログ /通信ログ）を時系列で最大2000件表示します。
イベントの全件、当日分、前日分の表示切替えができます。表示は

自動更新（＊）されます。



（＊3） DL30 Web Designer は、フリーソフトとしてエム・システム技研のホームページからダウンロードできます。
（＊2） GDo（デジタル出力グループ）チャネル機能とは、デジタル出力チャネル（Do、MD）をグループ化した仮想チャネルとして扱える機能です。
（＊1）FTPSにも対応しています。（DL-30Gのみ）

画面はイメージです。

・Web画面より開始・終了時刻、登録機器、各種メンテナンスが行えます。
・GDo（デジタル出力グループ）チャネル機能（＊2）を使って、デジタル出力（Do）、
  デジタル演算値（MD）を一括して操作できるようになりました。
・外部からの接点入力により、スケジュール機能による出力を一括でOFFにできます。
・年月日を指定して、特別日のパターンを登録できます。

あらかじめ登録したスケジュールに従って動作しているチャネルの現在の状態を確認できます。1 つのスケジュールの中でデジタ
ル出力（Do）とデジタル演算値（MD）を最大 8 チャネル指定し、それぞれに ON 出力の開始時刻と OFF 出力の終了時刻を設
定できます。このスケジュールは日単位で 64 パターン（DL30-G）まで登録することができ、当日から 1 週間先まで割付けら
れます。例えば、7 つのパターンを使用して、曜日ごとに異なるスケジュールを設定したり、2 パターンを使用して、平日用を月
～金に、休日用を土・日に割付けることができます。

スケジュール監視画面 スケジュール設定画面

8 つの Do または
MD のチャネルを
指定できます。

チャネルごとに開始時刻
(ON 操作）と終了時刻
（OFF操作）を設定します。

スケジュール画面

ロギングデータやログなどは

HTMLや JavaScript 画像データ（gif、jpg）、CSSなどを駆使し、自由な

Web 画面を作成できます。また、Web ロガー 2 で計測したデータの現
在値を、JavaScript のデータファイルとして読み出すことができます。

ユーザ定義画面を簡単に作成する専用ツール「Web ロガー2 用ユーザ
定義画面作成ソフトウェア（形式：DL30 Web Designer）」を用意して

います。作成したデータは、DL30 Web Designer からUSB ケーブルま

たは Ethernet からWebロガー2本体に転送します。容量は 4MBを用
意しています。

スケジュール機能の特長（DL30-G）

内部メモリに保存されている帳票データ（日報 /月報 /年俸）を
表形式で表示します。
1つの表に8チャネル分表示し、9チャネル以降は次の表に
表示されます。

内部メモリ、SD カードに保存されているロギングデータ、帳簿データ、イ
ベントデータの一覧が表示されます。
左側にフォルダ一覧が、右側にファイルの一覧が表示されます。内部メモリ
のデータや SD カードのファイルをダウンロードできます。また、SD カー
ド内の古いファイルを手動で削除できます。

稼働監視（DL30-Gの機能）

アンドン画面

ガントチャート画面

デジタルデータの表示

アナログデータの表示アンドン画面

ガントチャート画面

デジタル入力またはデジタル演
算値を組合せて最大 5 段階の
状態を表示できます。 表示内容
としては、表示名称、表示色や
数値（主）のほか、3 つの数値
表示（副1～3）が行えます。

アナログ入力、パルス入力、ア
ナログ演算値の値（範囲）に対
して 5 段階で表示色や表示文
字列、数値（主）を表示できます。
さらに 3 つの数値表示（副 1
～3）が行えます。名称・数値（副3）

名称・数値（副2）
名称・数値（副1）
名称・現在値（主）

表示文字列

工 程 名 称

工 程 名 称

工 程 名 称

表　示　色

デジタルデータと時間軸の表示

名称・現在値表示文字列
時間軸を色で区分表示することによって
装置の履歴が表示されます。

現在時刻表示時間表示

アナログデータ・パルスデータの表示

色を使って、装置の状態（あるいは数値の変化）の
履歴を時間軸表示します。 名称・現在値表示文字列

ガントチャート（Gantt chart）では、アンドンの色で時間軸表示することによって、装置
の状態や数値の値（範囲）を視覚的に表現します。1 画面に 12 時間分のデータを表示し、
画面スクロールにより48時間前までのデータが表示できます。

（＊3）

メールに添付して自動送信できます。

アンドン表示によって、設備やラインの
状態がリアルタイムで分かります。

演算機能で時間表示から分析まで行えます。
Webロガー 2には、接点のONまたはOFF の時間を
積算する機能があります。これを使って各種状態の積
算時間を表示することができます。また、豊富な演算
機能があり、時間計測やカウンタを使って装置の稼働
率そのほか様々な分析を行うこともできます。

現在、生産設備がどのような状況にあるかをアンドン
で表示する機能です。稼働、停止、ワーク欠品、段取
り替え、異常停止などの設備の状態、あるいは温度や
流量、液位などの物理量をリモート I/O を介して入力
し、色分けして名称、数値と共に表示します。

（＊1）



PC 

モバイル回線

モバイル回線 モバイル回線

ルータ

メール文章は64通（標準仕様DL30-N）または、128通（高機能仕様DL30-G）を登録できます。

で



SLMP

SLMP：Seamless Message Protocol（CC-Link IE と Ethernet 製品をシームレスにつなぐ共通プロトコル）

SLMP

SLMP

6
ルータ ルータ

ルータ

ルータ

リモート I/Oや SLMP対応機器と接続して拡張できます。

サーバ /クライアント

サーバ /クライアント

リモートメンテナンス
DL30CFG（DL30-N用）　
DL30GCFG（DL30-G用）

Ethernet

入出力信号 入出力信号

入出力信号

6

DL30CFG、DL30GCFGはWeb 
ロガー ２を設定するツールです。
PCとUSBケーブルで接続して設
定したり、インターネットを経由
して遠隔から設定を変更できま
す。DL30CFG、DL30GCFGは
エム・システム技研のホームペー
ジからダウンロードできます。

Web ロガー 2 には、TCP/IP、HTTP サーバ　　、FTP サーバ / クライアント　　、SMTP クライアント、SNTP クライアント、
Modbus/TCP マスタ / スレーブ、SLMP マスタなど様々な通信プロトコルを搭載しています。外付けのルータに接続することによ

り各種ブロードバンド（光、CATV など）や高速モバイル通信を経由してインターネットに接続し遠隔監視や信号を伝送することが

できます。

（＊1）

（＊1）

（＊2）

（＊2）

（＊2）

（＊2）

（＊2）

（＊2）Web ロガー 2で記録・保存している CSV ファイルを FTP
サーバへ転送したり、FTP クライアントからWeb ロガー 2
へファイルを取得できます。FTPS サーバを利用するには

Web ロガー 2 にローカル認証局作成支援ソフトウェア
（形式：LCA-DL30）で作成したサーバ証明書をインストー

ルします。LCA-DL30 はエム・システム技研のホームペー

ジから無料でダウンロードできます。

（＊1）（＊1）HTTPSにも対応しています。（DL30-G のみ）（＊2）（＊2）FTPSにも対応しています。（DL30-G のみ）

・FTPS

・FTPS



現場監視には固定 IP アドレスまたはダイナミックDNSサービスの登録が必要です。現場監視には固定 IP アドレスまたはダイナミックDNSサービスの登録が必要です。

Ethernet

● ロギング /帳票
● メール通報
● アラーム監視 /警報出力

●メール受信 
●現場監視（簡易Web画面）

Web（インターネット）

モバイルルータ

スマートフォンタブレット

ISP

モバイル回線

ISP

モバイル回線

Webロガー2
DL30

入出力信号

ISP

ISP

Ethernet

Ethernet

現場 1 現場2 現場ｎ

SCADA
●Modbus/TCPマスタ
●FTPサーバ /クライアント
●グラフィック画面監視
●トレンドアラーム表示

ISP

Ethernet Ethernet

ISP

●Modbus/TCPスレーブ
●ロギング /帳票
●FTPサーバ /クライアント
●アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

●Modbus/TCPスレーブ
●ロギング /帳票
●FTPサーバ /クライアント
●アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

●Modbus/TCPスレーブ
●ロギング /帳票
●FTPサーバ /クライアント
●アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

入出力信号 入出力信号 入出力信号

VPNルータ VPNルータ VPNルータ

VPNルータ

VPN

Ethernet

●現場監視
　（SCADA / 簡易Web画面）
● FTPサーバ /クライアント

PC / SCADA

ワイヤレス I/O

ワイヤレスゲートウェイ

入出力信号
入出力信号

入出力信号

入出力信号

入出力信号
入出力信号

●ロギング /帳票
●FTPサーバ /クライアント
●アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

920MHz帯
マルチホップ無線機器
（Modbus-RTU）

Web
（インターネット、VPN、クラウドサーバ）

●メール受信 
●現場監視（簡易Web画面）

スマートフォン

ISPISP

ISPISP

Ethernet

Ethernet

Ethernet

●現場監視（簡易Web画面）
●メール受信
●FTPサーバ /クライアント

モバイルルータ

PC

Ethernet

ISP

現場1

● ロギング /帳票
● メール通報
● FTPサーバ /クライアント
● アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

入出力信号

現場2

● ロギング /帳票
● メール通報
● FTPサーバ /クライアント
● アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

入出力信号

現場n

● ロギング /帳票
● メール通報
● FTPサーバ /クライアント
● アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

入出力信号

ルータ ルータ

ルータ

モバイル回線

モバイル回線

（＊1）

（＊1）

（＊1）

（＊1）

（＊1）

（＊1） （＊1）

（＊1）

（＊1） （＊1）

（＊1）（＊1）FTPSにも対応しています。（DL30-G のみ）



無線LAN

Webロガー２
現場設置形データロガー

形　　式：DL30-G（高機能仕様タイプ）
基本価格：160,000円～
形　　式：DL30-N（標準仕様タイプ）
基本価格：150,000円～
基本納期：5日

Ethernet

リモート I/O
R3シリーズ

SLMP対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSECシリーズ

ノートＰＣ● I/O マッピング
● ロギング /帳票
● FTPサーバ /
　 クライアント

Webロガー2
DL30

入出力信号 入出力信号

無線LAN
ルータ

SLMP：Seamless Message Protocol（CC-Link IE と Ethernet 製品をシームレスにつなぐ共通プロトコル）

IPsec にはダイナミックDNSサービスの登録が必要です。

インターネット IPsec

ISP

Ethernet

モバイル
ルータ

子局1 子局2

親局

モバイル
ルータ

Ethernet

モバイル
ルータ

ISP ISP

ISP

●メール受信

スマート
フォン

● I/O マッピング
● ロギング /帳票
● メール通報
● アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

● I/O マッピング
● ロギング /帳票
● メール通報
● アラーム監視 /警報出力

Webロガー2
DL30

● I/O マッピング
● ロギング /帳票
● メール通報
● アラーム監視
　/警報出力

Webロガー2
DL30

モバイル回線

モバイル回線 モバイル回線

モバイル回線

入出力信号

入出力信号

入出力信号

Web ロガー 2 は DL30 本体とリモートI/O Ｒ３０シリーズの
入出力カード、ベースを組合せて使用します。

無線LAN

■  I/O カード・ベースの種類

■  ベース、ダミーカード

■  直流信号入力カード

■  接点入力・出力カード

■  センサ信号入力カード

■  ユニバーサル入力カード

直流電圧 / 電流入力カード
（絶縁2点） R30SV2 30,000円 6日

直流電圧 / 電流入力カード
（絶縁4点） R30SV4 42,000円 6日

　
　 R30SVF4 50,000円 5日 

品　　名 形　式 基本価格 基本納期 CE

CE

CE

CE

品　　名 形　式 基本価格 基本納期

品　　名 形　式 基本価格 基本納期

■  直流信号出力カード

Di16点、外部入力電源 R30XN16A 22,000円 6日

Do16点（接点マイナスコモン
トランジスタ（NPN）） R30YN16A 26,000円 6日

Do16点（接点プラスコモン
トランジスタ（PNP）） 

R30YN16C 26,000円 6日

品　　名 形　式 基本価格 基本納期

ベース（0スロット用） R30BS00 5,000円 5日 

ベース（2スロット用） R30BS02 8,000円 5日

ベース（4スロット用） R30BS04 11,000円 5日

ベース（6スロット用） R30BS06 14,000円 

ベース（8スロット用） R30BS08 17,000円 5日

ベース（12スロット用） R30BS12 23,000円 5日

ベース（16スロット用） R30BS16 29,000円 5日

ダミーカード R30DM 4,000円 5日

ユニバーサル入力カード
（絶縁2点） R30US2 45,000円 6日

ユニバーサル入力カード
（絶縁4点） 

R30US4 65,000円 6日

直流電圧/電流、熱電対、
測温抵抗体、ポテンショメータ入力

直流電圧/電流、熱電対、
測温抵抗体、ポテンショメータ入力

品　　名 形　式 基本価格 基本納期 CE

品　　名 形　式 基本価格 基本納期 CE

・オプション仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

■ソフトウェアについて

・データを保存するには、SDカードが必要です。指定のSDカードをご使用ください。
   エム・システム技研からもご購入いただけます。お求めの際は、お問合せください。

熱電対入力カード
（絶縁4点） R30TS4 60,000円 6日

測温抵抗体入力カード
（絶縁4点） R30RS4 56,000円 5日

交流電流入力カード  
R30CT4E

 50,000円

ポテンショメータ入力カード
（絶縁4点） R30MS4 45,000円  6日 

（絶縁4点、クランプ式
  交流電流センサCLSE用）

直流電圧出力カード
（絶縁4点） R30YV4 68,000円 6日

直流電流出力カード
（絶縁4点） R30YS4 68,000円 5日

5日クランプ式センサは
別売です

DL30-N 用（形式：DL30CFG）、DL30-G 用（形式：DL30GCFG）、R30用（形式：
R30CFG）のコンフィギュレータソフトウェア、Web ロガー 2 用ユーザー定義画面作
成ソフトウェア（形式：DL30 Web Designer）は、エム・システム技研ホームページ
よりダウンロードできます。機器とPCを接続するためには、市販のUSB2.0 対応ケー
ブル（接続コネクタ：mini-Bタイプ、5.0m 以下）をご使用ください。

CE
積算パルス入力カード R30PA2 30,000円 6日（Pi2点、32ビット対応）   

品　　名 形　式 基本価格 基本納期

高速直流電圧 / 
電流入力カード（絶縁4点）

新製品

■  パルス入力カード

CE
 通信入出力カード
（CC-Link IE Field
  ネットワーク用）

 通信入出力カード
（EtherCAT用）

品　　名 形　式 基本価格 基本納期

■  通信入出力カード（高機能仕様 DL30-G のみ）

R30GCIE1

R30GECT1

65,000円

65,000円

お問合せ
ください

お問合せ
ください

お問合せ
ください

（＊1）

（＊1）（＊1）FTPSにも対応しています。（DL30-G のみ）


