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画像センサ サポートツールDuevit 形FZ-DUEシリーズ 生産終了のお知らせ 
 

 
 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 視覚センササポートツール   

 

形FZ-DUEシリーズ  推奨代替商品なし 
 

推奨代替商品の詳細は弊社 
担当営業にお問い合わせください。 

 
■生産終了予定時期  

2014年3月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

推奨代替え商品はありません。推奨代替商品の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。 
 
■生産終了予定商品と推奨代替商品 

生産終了予定商品 推奨代替商品 
形FZ-DUE01 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE01-CN 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE02 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE02-CN 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE03 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE03-CN 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE04 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE04-CN 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE05 推奨代替商品はありません。 

形FZ-DUE05-CN 推奨代替商品はありません。 

 
■本体の色 

生産終了予定商品 
形FZ-DUEシリーズ 

推奨代替商品 
推奨代替え商品はありません。 
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■動作環境 

項目 生産終了予定商品 
形FZ-DUEシリーズ 

推奨代替商品 
推奨代替え商品はありません。 

対応パソコン DOS/V機  

ＣＰＵ Intel社製 Pentium 500MHz以上 
（1GHz以上を推奨） 

 

メモリ 256Mbytes以上 
（512Mbytes以上を推奨） 

 

ハードディスク 
空き容量 

50Mbytes以上（システム） 
※計測データロギング機能使用時は、 

500Mbytes以上の空き容量が必要 
 

ハードウェア 

画像解像度 1024×768画素以上  

ソフトウェア 対応ＯＳ Windows XP（SP1以降） 
Windows 2000（SP4以降） 

 

インタフェース RS-232C/Ethernet  

視覚センサ 形FZ2/FZDシリーズ  

言語 末尾：”-CN“なし・・・日本語 
末尾：“-CN”付き・・・中国語 

 

 
■主要機能 

生産終了予定商品 
形FZ-DUEシリーズ 

推奨代替商品 
推奨代替え商品はありません。 

形FZ-DUE01 濃度確認ツール 
画像の濃度3Dグラフ表示機能 
画像の濃度比較機能 
画像の濃度解析機能 
 

形FZ-DUE02 計測条件自動テストツール 
保存画像／入力画像での自動テスト機能 
計測結果のロギング機能 

 
形FZ-DUE03 統計解析ツール 

計測データの基本統計量／OK/NG数を表形式で表示 
計測データのヒストグラム／計測値分布／NG発生率のグラフ表示 
ＮＧパレート図を表示 

 
形FZ-DUE04 データ送受信ツール 

RS-232C／Ethernetでのコマンド送受信 
 

形FZ-DUE05 日月報集計ツール 
計測データの日報／月報用グラフ生成 
 

 

 
 
 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 
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