
ＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコンＦｌａｓｈＲＯＭ・Ｆｌａｓｈ内蔵マイコン
オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案オンボード書込みシステムご提案

■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■ 製造ライン向けソリューションＲｅｖ５．０製造ライン向けソリューションＲｅｖ５．０製造ライン向けソリューションＲｅｖ５．０製造ライン向けソリューションＲｅｖ５．０ □■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□□■□
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プラントメンテナンス
予防保全管理システム
校正
電気・計装工事
パネル設計・製作

計測記録計用品・プロッタ用紙
情報環境配慮型商品

バルブ
電動弁
自動制御弁
ホール弁、他

DDモーター
産業用機器汎用小型モーター
AV関連機器
液晶プロジェクター

サービス

電子計測器校正
測定器・コンピュータ

レンタル&リース

ラボ用分析機器

点火装置
多重信号伝送システム
火炎検出装置
高速ライナ

燃焼安全制御機器
気象観測機器
環境観測機器

単体テストツールwinAMS
Ｃａｓｅツール
No1.システムシミュレータ

ＩＤＥパッケージ
Cクロスコンパイラ
ＦｌｅｘＲａｙツール

分析営業部

簡易調節計・温度指示調節計
プログラム設定器
アナログテスター・
マルチメータ
絶縁抵抗計 放射温度計
各種計装用信号変換器
照度計・直流測定機・
クランプテスター

基幹系業務システム
ネットワーク関連

組込ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部組込ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部組込ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部組込ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部

adviceＬＵＮＡ
advicePＲＯ
フラッシュライタ
ＲＡＭモニタ

■■■■AboutAboutAboutAbout ＵＵＵＵs…s…s…s…

株式会社横河サーテック株式会社横河サーテック株式会社横河サーテック株式会社横河サーテック

横河レンタ・リース株式会社横河レンタ・リース株式会社横河レンタ・リース株式会社横河レンタ・リース株式会社

横河電子機器株式会社横河電子機器株式会社横河電子機器株式会社横河電子機器株式会社

横河フィールドエンジニアリングサービス横河フィールドエンジニアリングサービス横河フィールドエンジニアリングサービス横河フィールドエンジニアリングサービス

横河メータ＆インスツルメント横河メータ＆インスツルメント横河メータ＆インスツルメント横河メータ＆インスツルメント

株式会社ワイ・ディー・シー株式会社ワイ・ディー・シー株式会社ワイ・ディー・シー株式会社ワイ・ディー・シー
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東電ユークエスト株式会社

株式会社ミスポ

イーソル株式会社

Ｍｉｄｄｌｅ
ｗａｒｅ

ＲＴＯＳ

Ｅｍｕｌａｔｏｒ

ＲＯＭ
Ｗｒｉｔｅｒ

Ｓｉｍｕｌａｔｏｒ

ｗｉｎＣＥ開発キットｗｉｎＣＥ開発キットｗｉｎＣＥ開発キットｗｉｎＣＥ開発キット

■■■■OurOurOurOur Products…Products…Products…Products…

ＥＣＵ
Ｍｏｎｉｔｅｒ
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自動車（ECU） カーNAVI デジタル機器 白物家電

すべて数個から数十個のマイコン（CPU）が搭載されております

C言語、アセンブラetc

製品基板の製造工程で
実装されているメモリへ書込み
（シリアルバス、ＣＡＮ、Ｊ-ＴＡＧ）

製品へ

組立

Mask ROMMask ROMMask ROMMask ROMからからからからFlash ROMFlash ROMFlash ROMFlash ROMを採用するユーザが拡大を採用するユーザが拡大を採用するユーザが拡大を採用するユーザが拡大

■■■■はじめにはじめにはじめにはじめに
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生産プロセス

部品調達部品調達部品調達部品調達

書込み専業メーカ
半導体メーカ

基盤実装前基盤実装前基盤実装前基盤実装前 基盤実装後基盤実装後基盤実装後基盤実装後

ＧＡＮＧライタ
オンボードライタオンボードライタオンボードライタオンボードライタ

（シリアル・Ｊ（シリアル・Ｊ（シリアル・Ｊ（シリアル・Ｊ----ＴＡＧ・ＣＡＮ）ＴＡＧ・ＣＡＮ）ＴＡＧ・ＣＡＮ）ＴＡＧ・ＣＡＮ）

・発注ＴＡＴ※の問題
・仕向け毎の予測発注
・書込費用(¥50～100/CHP）

Ｆｌａｓｈ書込サービスＦｌａｓｈ書込サービスＦｌａｓｈ書込サービスＦｌａｓｈ書込サービス

・実装後再書込み不可
・仕向け毎の部品在庫必要
・ソケットの問題（高価）

デバイスプログラミングデバイスプログラミングデバイスプログラミングデバイスプログラミング

・何度でも再書込み可能
・仕向け毎の効率生産可能
・CPUパッケージに依存しない

オンボードプログラミングオンボードプログラミングオンボードプログラミングオンボードプログラミング

※TAT：Turn Around Time

生産ライン生産ライン生産ライン生産ライン

①①①①コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減
・Ｆｌａｓｈ書込みサービスによるオーバーヘッドのコスト（書き込み費用）が削減できます。
・発注ＴＡＴコストが削減できます。

②余剰在庫の削減②余剰在庫の削減②余剰在庫の削減②余剰在庫の削減
・生産ラインでのオンボード書込みであれば『Just On Time』生産が可能となります。
・仕様変更や不具合対策等による急な生産計画の変更にも、柔軟に対応が可能です。

③他工程（設計・開発・評価・品質検査等）の期間延長が可能③他工程（設計・開発・評価・品質検査等）の期間延長が可能③他工程（設計・開発・評価・品質検査等）の期間延長が可能③他工程（設計・開発・評価・品質検査等）の期間延長が可能
・発注ＴＡＴの削減や容易な仕様（仕向け）毎の在庫調整などにより、その他の工程の
期間を延長することが可能になります。

■■■■生産工程でのＦｌａｓｈプログラミング方式の違い生産工程でのＦｌａｓｈプログラミング方式の違い生産工程でのＦｌａｓｈプログラミング方式の違い生産工程でのＦｌａｓｈプログラミング方式の違い

■■■■オンボードプログラミング方式がもたらす効果オンボードプログラミング方式がもたらす効果オンボードプログラミング方式がもたらす効果オンボードプログラミング方式がもたらす効果
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��NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next シリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ AF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CANAF430 & AF430/CAN

•NETIMPRESS next は従来製品「MegaNETIMPRESS」「C”arNETIMPRESS」を進化させた新しいコンセプトの量産用プログラマです。

•BCRコネクタ:バーコードリーダーを直接接続できるインターフェイスを搭載

•Digital I/O:量産用冶具などの外部機器に対してDigital I/Oを装備

•互換性：従来のMegaNETIMPRESS,C”arNETIMPRESSで用いたコンパクトモジュールやシリアルプローブはそのまま接続が可能

■■■■ハードウェア構成（ハードウェア構成（ハードウェア構成（ハードウェア構成（main unitmain unitmain unitmain unit））））
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�AF710AF710AF710AF710 GGGG----NETIMPRESSNETIMPRESSNETIMPRESSNETIMPRESSベースユニットベースユニットベースユニットベースユニット

•AF710はプログラマユニットを接続するベースユニットです。 8個までのAF720プログラマユニットが接続可能です。

•前面に8個のプログラマユニットコネクタ、背面にEthernetコネクタ・外部接点入出力コネクタ・電源コネクタを装備しています。

�AF720AF720AF720AF720 GGGG----NETIMPRESSNETIMPRESSNETIMPRESSNETIMPRESSプログラマユニットプログラマユニットプログラマユニットプログラマユニット

•AF720はAF720ベースユニットに接続されるプログラマユニットです。 従来のMegaNETIMPRESSと同じ仕様です。

•前面にコンパクトモジュールスロット・プローブケーブルコネクタを装備しています。

•プローブコネクタは従来のMegaNETIMPRESSより小型化されましたので、ご利用頂いておりましたプローブアダプタをご利用の際は

G-NETIMPRESS用プローブケーブルAZ710をご利用ください。

Ethernet 電源外部接点入出力コネクタプログラマユニットコネクタ

プローブコネクタモジュールスロット

プローブ接続

AZ710

■■■■ハードウェア構成（ハードウェア構成（ハードウェア構成（ハードウェア構成（GGGG----NETIMPRESSNETIMPRESSNETIMPRESSNETIMPRESS：ギャング書込み）：ギャング書込み）：ギャング書込み）：ギャング書込み）
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コンパクトモジュールはMegaNETIMPRESS専用のCFカードです。

プログラミング環境はCFカード内部にインプレスモジュールフォルダ（YIM）として保持されます。

CFカード内部には複数のインプレスモジュールフォルダを保存することができます。

PCリモート制御ならびスタンドアロンでは、このインプレスモジュールフォルダを選択することで

迅速にプログラミング環境を起動することができます。

A機種.YIM (プログラミング環境A）

B機種.YIM (プログラミング環境B）

C機種.YIM (プログラミング環境C）

フォルダの中身
・オブジェクトファイル（メモリ展開イメージ）
・プログラミング環境設定ファイル（定義体、パラメータファイル、バンドルファイル）
・プログラミング条件ファイル等（CSB、YSM）

スタンドアロンでのキー操作やＰＣ接続でＰＣアプリ、バーコードリーダからの情報でフォルダ切替をするスタンドアロンでのキー操作やＰＣ接続でＰＣアプリ、バーコードリーダからの情報でフォルダ切替をするスタンドアロンでのキー操作やＰＣ接続でＰＣアプリ、バーコードリーダからの情報でフォルダ切替をするスタンドアロンでのキー操作やＰＣ接続でＰＣアプリ、バーコードリーダからの情報でフォルダ切替をする
ことにより、書込み対象機種毎にソフトウェアを書き分けるごとが可能です。実車でのキャリブレーションことにより、書込み対象機種毎にソフトウェアを書き分けるごとが可能です。実車でのキャリブレーションことにより、書込み対象機種毎にソフトウェアを書き分けるごとが可能です。実車でのキャリブレーションことにより、書込み対象機種毎にソフトウェアを書き分けるごとが可能です。実車でのキャリブレーション
から混合生産ライン等に柔軟に対応する事ができます。から混合生産ライン等に柔軟に対応する事ができます。から混合生産ライン等に柔軟に対応する事ができます。から混合生産ライン等に柔軟に対応する事ができます。

■■■■コンパクトモジュールコンパクトモジュールコンパクトモジュールコンパクトモジュール

512
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•各種用途にあわせてプローブケーブルをご用意しております。

•マイコンによっては特殊なプローブが必要となる場合がございます。その場合、弊社営業までお問い合わせ下さい。

�標準シリアルターゲットプローブ

AZ410
Connectors on both ends

AZ412
Connector on 

the programmer size 

AZ411
Clip on the target side

AZ413
Target side untreated

�特殊プローブ

AZ473
JTAG Adapter

AZ415
CAN probe for C”arNETIMPRESS

Target side Dsub 9pin

■■■■プローブケーブルプローブケーブルプローブケーブルプローブケーブル
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•従来のMegaNETIMPRESSと同様にAZ490リモートコントローラがご利用頂けます。

•PCからのファイルのダウンロード・プログラミングの実行が行えます。

•各プログラマユニットに1対1で制御を行います。（各プログラマユニットにIPアドレスを設定する必要があります）

■■■■PCPCPCPCリモートコントロールソフトリモートコントロールソフトリモートコントロールソフトリモートコントロールソフト AZ490AZ490AZ490AZ490

下記URLからダウンロードしてください
http://www2.yokogawa-digital.com/support/support_netimpress/top/index.php?m=Software
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パソコンでのユーザー作成アプリケーションソフト 上からNET IMPRESSシリーズを制御する為の、ライブラリを提供いたします。
（Microsoft COMインターフェイス準拠） Visual Basic,Visual C++などを用いて、
カスタムメイドのマンマシンインターフェイスの作成や自動プログラミングシステムを構築する際 にご利用いただけます。
リモートパッケージ AZ491 のご利用で 生産ライン上での全自動、高効率プログラミングシステムが容易に構築できます。
ターゲットボードの機種変更に対し柔軟に対応できるため、段どりがえ時間の短縮が図れます。

対応OS：
Windows 2000/XP
対応本体：
AF430、AF320、AF420、AF520、AF620、AF720

■■■■リモートパッケージリモートパッケージリモートパッケージリモートパッケージ AZ491AZ491AZ491AZ491

アプリケーション作成事例
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プログラマユニット 1ch

•インサーキットテスターや書込み治具を利用した、多面取りマウントボードへの同時書き込みシステムに有効です。

•スタンドアロン動作も可能です。（外部接点入出力ケーブル利用時）

各プログラマユニット個別にプログラミングの実行制御をすることができます

プログラミング治具

多面取りマウントボード
プロービング

サンプル：4枚取りボード

AZ723プログラマユニット 2ch

プログラマユニット 8ch

書込みｽﾀｰﾄ

OK/NG出力

or

■■■■システム構成例（スタンドアロン制御）システム構成例（スタンドアロン制御）システム構成例（スタンドアロン制御）システム構成例（スタンドアロン制御）
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Ethernet

ライン制御用PC

•インサーキットテスターや書込み治具を利用した、多面取りマウントボードへの同時書き込みシステムに有効です。

•PCからのコントロールで動作が可能です。（各プログラマユニット個別に制御することができます）

プログラミング治具

多面取りマウントボード

サンプル：4枚取りボード

機種切替え
書込みｽﾀｰﾄ

書込結果・内容

or

■■■■システム構成例（システム構成例（システム構成例（システム構成例（PCPCPCPC制御）制御）制御）制御）
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UCOPUCOPUCOPUCOPははははYDCYDCYDCYDCが提唱するが提唱するが提唱するが提唱するCANCANCANCANフラッシュプログラミング用オープンプロトコルです。フラッシュプログラミング用オープンプロトコルです。フラッシュプログラミング用オープンプロトコルです。フラッシュプログラミング用オープンプロトコルです。

マイコンに依存することなく、導入いただけるシステムです。マイコンに依存することなく、導入いただけるシステムです。マイコンに依存することなく、導入いただけるシステムです。マイコンに依存することなく、導入いただけるシステムです。

各マイコンに対応するターゲットシステムの初期化プログラム、ブートローダー、プログラミング制御ソフトを無償提供致します。各マイコンに対応するターゲットシステムの初期化プログラム、ブートローダー、プログラミング制御ソフトを無償提供致します。各マイコンに対応するターゲットシステムの初期化プログラム、ブートローダー、プログラミング制御ソフトを無償提供致します。各マイコンに対応するターゲットシステムの初期化プログラム、ブートローダー、プログラミング制御ソフトを無償提供致します。

【UCOPの特長】

・各社主要CANマイコン対応

・マイコン種別に依存しない、共通定義体を提供

・高速プログラミング性能 1Mbyte/60sec (CAN 1Mbps)

・セキュリティ強化などのカスタマイズが可能

・各マイコンへのターゲット初期化プログラム、

ブートローダー、プログラミング制御ソフトを無償提供

IPR: ターゲットシステム初期化ルーチン

IBL: ブートローダー （WCPをRAMにローディング）

WCP: プログラミング制御ソフト

【UCOP処理シーケンス】

ターゲット初期化ルーチン（IPR）実行後、

CANフラッシュプログラミングへモードエントリーします。

ターゲットシステム上のRAMにWCPをローディングし、

プログラミングが実行されます。

WCPはUCOPプロトコル通信を行い、

Re-Programming Areaへのフラッシュプログラミングを行います。

*IBLならびWCPはそのままご利用頂けます。

*UCOPの最終製品への実装ならび製造責任者はお客様となります。

■■■■CANCANCANCANリプロを実現するリプロを実現するリプロを実現するリプロを実現するUCOPUCOPUCOPUCOP（（（（Univarsal CAN Open ProtocolUnivarsal CAN Open ProtocolUnivarsal CAN Open ProtocolUnivarsal CAN Open Protocol））））



■CAN : 2ch (CANFD対応予定)

■KLINE : 1ch

■WLAN : IEEE802.11.b.g.n (2.4Ghz)

■USB : USB2.0 (High Speed)

■Standalone operation (LCD/KEY)

■PC control operation "NETIMPRESS Connect"

■Power : VBATT 8-20V

■SDHC : Flashデータ＆ログ保存
■Logger Trigger (In:1ch / Out:1ch / IGN:1ch)

■CAN Flash Programmer & Logger (2015年4月リリース予定）

製品概要

『NETIMPRESS air』 は、ECU開発・評価・フィールドサービスで使用することができる、
コンパクトな "CAN Flash Programmer & Logger" ツールです。
Wireless LANを搭載しているので、 無線環境でFlashプログラミング、
CANデータロギングすることができます。
また、車載バッテリーからの電源供給で動作可能なので、スタンドアロン（PCレス）環境でも、
CANプログラマ及びロガーとして使用することができます。
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□大幅な部品コストの削減
従来書込みサービス等でかかっていた書込みコスト（100円程度/CPU）を削減できます。
書込み設備を構築しなければいけませんが、1～2年で設備投資の回収ができてしまいます。
さらにはソフトウェア変更にともなう再書込みも柔軟に対応ができます。

□在庫の削減
基板を共通化しソフトウェアで機種展開をする傾向が増えてまいりました。
製造ラインで機種ごとの基板をストックするのではなく、
ラインエンドで機種ごとにソフトウェアを書き分けて出荷することで大幅な在庫削減が可能です。

□汎用構造
各社マイコンに対応（ルネサスエレクトロニクス、富士通、パナソニック、東芝、沖電気、フリースケール、シリアルフラッシュ他）
各種インターフェースに対応：シリアル（UART、CSI）、J-TAG（H-UDI、SWD、BDM他）、K-LINE、CAN

一度ラインシステムを構築してしまえば、機種（マイコン）変更に対してはライセンス追加とピンボードの変更だけで
柔軟に対応ができます（上位PCアプリの変更なし）。

□高速プログラミング・マルチ書込み
・プログラミング性能 ：最速5Mbps
･最大8CHまでの同時書込みが可能！ ラインタクトを大幅に削減することができますので、製造コストの削減につながります。

□自動車ECU製造ラインでの多くの実績
パワートレイン、シャシー、ボディー系のECUで長年のライン書込み実績を積んでまいりました。
近年では国内工場だけでなく海外工場（北米、欧州、中国、タイ、インド等）での運用実績も増えております。
またさらにマイコンメーカのオールフラッシュ化の動きにより更なるライン書込み需要は増大しており、
カーオーディオ、ナビ、白物家電等での採用も急速に増えてきました。

□製造設備との連携
外部接点I/Oを使った簡易的なスタンドアロンシステムから、PCを使ってイーサーネットインターフェース、デジタルI/O、
PLC等を介した自動化ラインシステム（ハンドプレス、インライン）まで柔軟にシステム構築が可能です。
インサーキットテスト、ファンクションテストとの連携システムも対応できます。

■■■■製造ラインでのメリット製造ラインでのメリット製造ラインでのメリット製造ラインでのメリット
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【【【【簡易ロックタイプ：簡易ロックタイプ：簡易ロックタイプ：簡易ロックタイプ：10101010万円～万円～万円～万円～】】】】 【【【【レバープレスタイプ：レバープレスタイプ：レバープレスタイプ：レバープレスタイプ：14141414万円～万円～万円～万円～】】】】

ライタと冶具を１対１（スタンドアロン）でご利用頂く、一番シンプルな書込みシステムです。オプションとして
ライタとの接続（書込み）評価・確認、基盤テスト機能等お客様のご要望に合わせて対応いたします。

※共通仕様
電源供給（3V、5V等）、スイッチ（電源ON/OFF、書込み、オブジェクト切替え、RESET）
ランプ（電源ON、OK、NG）、書込みピン（約8ピン）、ブザー2色（OK/NG）

格安パッケージ格安パッケージ格安パッケージ格安パッケージ

■■■■実績紹介１実績紹介１実績紹介１実績紹介１ スタンドアロン書込み（フィクスチャーセット）スタンドアロン書込み（フィクスチャーセット）スタンドアロン書込み（フィクスチャーセット）スタンドアロン書込み（フィクスチャーセット）
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作業指示書

生産機種：ASIA

BCRBCRBCRBCRによる機種選択による機種選択による機種選択による機種選択

Digital I/O Digital I/O Digital I/O Digital I/O によるによるによるによる
・電源管理・電源管理・電源管理・電源管理
・・・・OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGランプランプランプランプ
・ハンドルロック・ハンドルロック・ハンドルロック・ハンドルロック …etc…etc…etc…etcJPN.YIM

ASIA.YIM

EURO.YIM

シリアルプローブ

Digital I/Oケーブル

NETIMPRESS next に内蔵されたDigital I/O と BCR（バーコードリーダー） I/Fを用いることで、
PCレスの環境でも、機種選択や冶具とのやり取りをすることが可能になります。

■■■■運用例１運用例１運用例１運用例１ NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next NETIMPRESS next のののの Digital I/O Digital I/O Digital I/O Digital I/O とととと BCRBCRBCRBCR
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■■■■運用例２運用例２運用例２運用例２ Digital I/O Digital I/O Digital I/O Digital I/O を使った機種切り替えを使った機種切り替えを使った機種切り替えを使った機種切り替え

00110011

00010001

00000000

JPN.YIM

ASIA.YIM

EURO.YIM

MODEL ID：0（DIO：0000）

MODEL ID：1（DIO：0001）

MODEL ID：2（DIO：0011）

NETIMPRESS next に内蔵されたDigital I/O 4bitを用いることで、
冶具とROMライタという最小構成にも関わらず、ソフトウェアの書き分けが可能になります。
同一基板で仕向地毎にソフトウェアが異なる場合など、機種切替が容易になります。

Digital I/O cable

・冶具背面にDigital I/Oと連動したロータリースイッチを設置
・Digital I/O 4bit を使用し、0～9機種を選択
・スイッチを切替えることで、各仕向地用のオブジェクト（フォルダ）を自動選択
・ペンプッシュタイプのスイッチで誤操作を防止
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■■■■実績紹介２実績紹介２実績紹介２実績紹介２ Digital I/O Digital I/O Digital I/O Digital I/O を使った冶具切り替えを使った冶具切り替えを使った冶具切り替えを使った冶具切り替え

00110011

AAA用冶具 BBB用冶具 CCC用冶具

0001000100000000

AAA.YIM

BBB.YIM

CCC.YIM

MODEL ID：0（DIO：0000）

MODEL ID：1（DIO：0001）

MODEL ID：2（DIO：0011）

NETIMPRESS next に内蔵されたDigital I/O 4bitを用い、１台のROMライタで、複数の冶具を接続し、
冶具（機種）と連動したオブジェクト（フォルダ）をミス無く選択・設定することが可能になります。

Digital I/O cable

・冶具背面にDigital I/Oと連動したロータリースイッチを設置
・Digital I/O 4bit を使用し、0～9モデルを選択
・ペンプッシュタイプのスイッチで誤操作を防止
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STARTSTARTSTARTSTART

（内蔵物）
スイッチング電源：5V（3.3Ｖ）
CPU：周辺回路（クロック、RESET）
ライタ通信I/F（書込I/F、外部接点）

CPUCPUCPUCPU

基板に実装状態だけでなく、マイコン単品での書込みの事例もございます。試作や少数生産での書込みに
ご利用いただいております。単品書込みに必要な電源やCPU周辺回路を内蔵しております。
ソケットはサンハヤト等の標準品を使用しており、消耗に応じて交換可能です。

OKOKOKOKOKOKOKOK NGNGNGNGNGNGNGNG

ACACACAC

■■■■実績紹介３実績紹介３実績紹介３実績紹介３ デバイス単体書込みデバイス単体書込みデバイス単体書込みデバイス単体書込み
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・25面取り基盤に対して一括ピンコンタクト
・１列毎に回路で切り替えながら書込み。
・25面ピンボードユニット交換により、

他モデルのターゲットボードにも対応可能
・書込みNGランプを25個フロントパネルに設置
･列指定書込み機能（ランプ付きボタン）付き
・配線引回し対策（ノイズ対策、バッファ基盤対応）
・書込みインターフェース：J-TAGインターフェース
・BOXタイプ。操作部、計測用基板も内蔵し一体型可能

（システム構成・回路）
背面部：メンテナンス用各種Ｉ／Ｆ

■■■■実績紹介４実績紹介４実績紹介４実績紹介４ 多面取り基板書込み（切替え）多面取り基板書込み（切替え）多面取り基板書込み（切替え）多面取り基板書込み（切替え）
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列指定ランプ（緑）・ＮＧランプ（赤）

制御基板（Ｈ８＋ＦＰＧＡ）

冶具内側（G-NETIMPRESS・電源・制御基板 他）
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ライターケーブル接続

ターゲット１ｃｈ

ターゲット２ｃｈ

Ｃｈ切替端子

バッファＩＣ

列切替え／ＢＵＳバッファーボード（オプション）列切替え／ＢＵＳバッファーボード（オプション）列切替え／ＢＵＳバッファーボード（オプション）列切替え／ＢＵＳバッファーボード（オプション）

１台のライタでターゲット切替を電気的に切替えながら
書込みを致します。
リレーによる切替えノイズ原因になる可能性と、
かつ寿命が短い為、ターゲット切替えとバッファ機能を一体化し
標準化致しました。

・切替え機能：ライタ接続信号、ターゲット電源供給切替え、最大５ｃｈ/１枚
・ライタと本ボードの追加により最大８ｃｈ×５列（４０面取り基盤）まで対応可能
・バッファ機能：プローブの引回しによる信号減衰対策

※お客様のご要望にあわせた標準化ボードを設計いたします

D/IO、PLC等による
入力（3bit制御）で切替え

ターゲット３ｃｈ

ターゲット４ｃｈ

ターゲット５ｃｈ

電圧供給端子

信号切替リレーボード（オプション）信号切替リレーボード（オプション）信号切替リレーボード（オプション）信号切替リレーボード（オプション）

■■■■冶具のオプション製品冶具のオプション製品冶具のオプション製品冶具のオプション製品

コモン、A接、B接（３２ｃｈ）

ダーリントントランジスタアレイ
８ｃｈ×２

フォトカプラ ４ｃｈ×４

制御信号入力
（DIO・PLCより）

分割可能（１６ｃｈへ）部品実装フリースペース

16chリレー制御
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J-TAG シリアル

切替制御コネクタ（PCまたは治具内で制御）

冶具内部冶具内部

ピンボードピンボード

SUBマイコンMAINマイコン

イーサーI/F（PCへ）切替ボード

■■■■実績紹介５実績紹介５実績紹介５実績紹介５ JJJJ----TAG⇔TAG⇔TAG⇔TAG⇔シリアル切替え書込み（イメージ）シリアル切替え書込み（イメージ）シリアル切替え書込み（イメージ）シリアル切替え書込み（イメージ）
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J-TAG I/F

シリアルI/F

信号切替ボード

リレー制御ボード

■■■■実績紹介５実績紹介５実績紹介５実績紹介５ JJJJ----TAG⇔TAG⇔TAG⇔TAG⇔シリアル切替え書込み（画像）シリアル切替え書込み（画像）シリアル切替え書込み（画像）シリアル切替え書込み（画像）
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リレーボード

制御基板

A接 B接

JJJJ----TAGTAGTAGTAG

コモン

シリアルシリアルシリアルシリアル

信号1chでリレー16個を同時制御

リレーボード

A接 B接

書込み書込み書込み書込み

制御基板

リレーボード

A接 B接

NCNCNCNC

リレーボード

A接 B接

NCNCNCNC

ライタ信号数：28本

コモンへ分岐

ON OFF

OFF

複数基板切り替え書込み複数基板切り替え書込み複数基板切り替え書込み複数基板切り替え書込み

複数マイコン切り替え書込み複数マイコン切り替え書込み複数マイコン切り替え書込み複数マイコン切り替え書込み

信号3chで3つのリレーボードを制御

ライタ信号数：10本

・・・

■■■■実績紹介５（補足）実績紹介５（補足）実績紹介５（補足）実績紹介５（補足） リレーを使った複数マイコン・複数基板切替えリレーを使った複数マイコン・複数基板切替えリレーを使った複数マイコン・複数基板切替えリレーを使った複数マイコン・複数基板切替え
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複数基板・複数マイコン切り替え書込み複数基板・複数マイコン切り替え書込み複数基板・複数マイコン切り替え書込み複数基板・複数マイコン切り替え書込み((((応用）応用）応用）応用）

Target1Target1Target1Target1：：：：mainmainmainmain
Target1Target1Target1Target1：：：：subsubsubsub

Target2Target2Target2Target2：：：：mainmainmainmain
Target2Target2Target2Target2：：：：subsubsubsub

Target4Target4Target4Target4：：：：mainmainmainmain
Target4Target4Target4Target4：：：：subsubsubsub

Multi CPU RYMulti CPU RYMulti CPU RYMulti CPU RYMulti Target RYMulti Target RYMulti Target RYMulti Target RY

Target3Target3Target3Target3：：：：mainmainmainmain
Target3Target3Target3Target3：：：：subsubsubsub

■■■■実績紹介５（補足）実績紹介５（補足）実績紹介５（補足）実績紹介５（補足） 複数マイコン複数マイコン複数マイコン複数マイコン××××複数基板切替えの応用複数基板切替えの応用複数基板切替えの応用複数基板切替えの応用
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←←←←ピン冶具部ピン冶具部ピン冶具部ピン冶具部

↓ROM↓ROM↓ROM↓ROMライタと制御基板ライタと制御基板ライタと制御基板ライタと制御基板↓↓↓↓リレー基板リレー基板リレー基板リレー基板9999枚（枚（枚（枚（9ch9ch9ch9ch分）分）分）分）

11111111 22222222 33333333

44444444 55555555 66666666

77777777 88888888 99999999

9999面取り面取り面取り面取り/1/1/1/1シート基板シート基板シート基板シート基板

■■■■実績紹介６実績紹介６実績紹介６実績紹介６ １シート９面取り基板への切替え書込み１シート９面取り基板への切替え書込み１シート９面取り基板への切替え書込み１シート９面取り基板への切替え書込み
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ＤＩＯボード（USBタイプ）
DIO-3232LX-USB

HUBHUBHUBHUB

USBへポートへ

G-NETIMPRESS
8ch書込み

制御アプリケーション DS el-cube

1次元バーコードリーダー（USB-COM)

※環境によって対策下さい
電源元にノイズフィルタ追加
型番：ＴＤＫ ZRAC2203-11

ターゲットプローブ
AZ710×8本

DIOケーブル

■■■■実績紹介７実績紹介７実績紹介７実績紹介７ ６ｃｈ同時書込みシステム６ｃｈ同時書込みシステム６ｃｈ同時書込みシステム６ｃｈ同時書込みシステム
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■■■■フィクスチャー（冶具）の汎用対応フィクスチャー（冶具）の汎用対応フィクスチャー（冶具）の汎用対応フィクスチャー（冶具）の汎用対応

書込対象（TP違い）が複数基板ある場合、ピンボードのローレットビスをはずし、
コネクタ着脱で段取り（機種）換えが出来る汎用構造です（機構部品、内蔵電気部品は共用） 。
これによりコストの削減が可能となります。
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制御制御制御制御PLCPLCPLCPLC・タッチパネル・タッチパネル・タッチパネル・タッチパネル

エアーシリンダーエアーシリンダーエアーシリンダーエアーシリンダー

PLC(FA-M3）

■■■■実績紹介８実績紹介８実績紹介８実績紹介８ 自動プレスシステム（エアープレス）自動プレスシステム（エアープレス）自動プレスシステム（エアープレス）自動プレスシステム（エアープレス）
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ETHERNETケーブル

G-NETIMPRESS

フィクスチャー冶具
（8枚同時書込み）

書込み対象ワーク1シート8面

DIOケーブル

DIOボード

制御アプリケーション

デジタルマルチメータ
オシロスコープ

■■■■実績紹介９実績紹介９実績紹介９実績紹介９ ６ｃｈ同時書込み・６ｃｈ同時書込み・６ｃｈ同時書込み・６ｃｈ同時書込み・FUNCTIONFUNCTIONFUNCTIONFUNCTIONテストテストテストテスト
（電圧・電流・抵抗、波形テスト）（電圧・電流・抵抗、波形テスト）（電圧・電流・抵抗、波形テスト）（電圧・電流・抵抗、波形テスト）
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背面（上部）：制御・測定機器

サイド（下部）：G-NETIMPRESS

DS el-cube for ICT

■■■■実績紹介１０実績紹介１０実績紹介１０実績紹介１０ インサーキットテスト＋書込みインサーキットテスト＋書込みインサーキットテスト＋書込みインサーキットテスト＋書込み
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◆◆◆◆ＥＣＵ完成形（防水・シールド）での書込みＥＣＵ完成形（防水・シールド）での書込みＥＣＵ完成形（防水・シールド）での書込みＥＣＵ完成形（防水・シールド）での書込み
⇒ＥＣＵカプラ接続(ＣＡＮリプログラミング：ＵＣＯＰ）

◆◆◆◆自動で各種制御可能：ＰＬＣ制御自動で各種制御可能：ＰＬＣ制御自動で各種制御可能：ＰＬＣ制御自動で各種制御可能：ＰＬＣ制御
⇒ＥＣＵカプラ接続、安全カバー開閉（エアー）、タッチパネル、ＮＧ検出 ｅｔｃ

◆◆◆◆客先安全基準に準拠客先安全基準に準拠客先安全基準に準拠客先安全基準に準拠
⇒ ＥＣＵ設置センサー・書込み開始スイッチ・安全カバー ・シリンダーセンサー

（架台イメージ）（架台イメージ）（架台イメージ）（架台イメージ）（システム構成）（システム構成）（システム構成）（システム構成）

■■■■実績紹介１１実績紹介１１実績紹介１１実績紹介１１ 同時複数書込み（サブライン）システム同時複数書込み（サブライン）システム同時複数書込み（サブライン）システム同時複数書込み（サブライン）システム
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ECU

ECUストッカー

書込ステージ

書込み終了でECUが前に
スライドして出てくる

【作業フロー】

①ECUストッカーにECUを複数個セット

②前工程（サーバ）より車種情報を取得（PLC or PC）

③ROMライタの書込みデータの切替

④ストッカーから書込みステージへECUを自動セット

⑤書込みスタート

⑥書込み終了→完了表示→ECU自動排出

書込みステージ
へスライド

PLCPLCPLCPLC

・ラインサイドでのCAN高速リプログラミング
・車種・仕向地によりパラメータの部分書込
・ECUストッカータイプ
・ロッカーサイズでスペースをとりません

→様々なラインレイアウトに柔軟に対応できます
・半自動（ハンディバーコードでの機種選択）から

完全自動（PLC、サーバータイプ）まで対応可能

■■■■応用例１応用例１応用例１応用例１ ラインサイド運用（イメージ）ラインサイド運用（イメージ）ラインサイド運用（イメージ）ラインサイド運用（イメージ）
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制御盤（PLC）

スライド

①７セグ3桁（シリアルNo表示）
②OKﾗﾝﾌﾟ
③NGﾗﾝﾌﾟ
④書き込み中ﾗﾝﾌﾟ
⑤カバー開ボタン
⑥書込開始ボタン

＜操作＞
①カバー開（プッシュボタン）
②ECUを冶具にセット
③書込み開始（プッシュボタン）
④カバー閉・コネクタセット
⑤書込み
⑥OK／ＮＧ
⑦カバー開

＜ＰＬＣ＞
①ｻｰﾊﾞより連番・キー情報・有・無情報受信
②書込み有の場合：作業者が冶具へセットする。

書込みＰＣへ情報を送信
③ＰＣより書込み（ＯＫ／ＮＧ）を受ける（Ｄｉ）
④完了表示

C”arNETIMPRESS

PLC(FA-M3）

■■■■応用例２応用例２応用例２応用例２ ＥＣＵ自動書込み装置６台タイプ（サブライン）ＥＣＵ自動書込み装置６台タイプ（サブライン）ＥＣＵ自動書込み装置６台タイプ（サブライン）ＥＣＵ自動書込み装置６台タイプ（サブライン）
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【お客様要求仕様】
・最大８面ＰＣＢへのオンボードプログラミング
・生産指示：

前工程より書込み基盤情報を受け書込みファームウェアの
照合とライターへの転送制御、書込み

・生産ログ管理
ＯＫ・ＮＧ、基盤シリアル（ＱＲ読出ＤＡＴＡ）、書込みファーム ｅｔｃ

・冶具との連携機能： ＰＬＣまたはＤＩＯでの通信

最大８面取りＰＣＢ基盤
（ＱＲコード付）

固定式リーダ

自動搬送システム
（客様システム）

ユニット８ｃｈ

PLC（FA-M3)
（冶具通信制御用）

冶具へ

【ソフトウェア：ＰＣアプリケーション仕様】
ライン制御用アプリケーションパッケージ

・ライター通信制御 ・バーコード通信機能（基盤シリアル読出）
・冶具との通信（PLC）制御 ・書込みファームウェア照合機能
・書込みステータス管理（ログ）機能

・インラインシステム（シート単位（分割前）での書込み）・インラインシステム（シート単位（分割前）での書込み）・インラインシステム（シート単位（分割前）での書込み）・インラインシステム（シート単位（分割前）での書込み）

DS el-cube 8ch書込み

■■■■実績紹介１２実績紹介１２実績紹介１２実績紹介１２ インラインシステム（自動搬送機連携）インラインシステム（自動搬送機連携）インラインシステム（自動搬送機連携）インラインシステム（自動搬送機連携）
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空ECU搭載 書込

艤装工程組立工程検査工程

工場内LAN

ECUECUECUECU書込書込書込書込
サーバサーバサーバサーバ

書込端末書込端末書込端末書込端末

制御プログラムエンジン補正値
書込データチェック

制御プログラム
サーバ

出荷実績
サーバ

販社ネットワーク

生産実績

生産管理・指示
サーバ

生産計画・指示

書込端末書込端末書込端末書込端末 書込端末書込端末書込端末書込端末

Webクライアント

■■■■実績紹介１３実績紹介１３実績紹介１３実績紹介１３ 大規模システム（ＥＯＬ：上位サーバ連携）大規模システム（ＥＯＬ：上位サーバ連携）大規模システム（ＥＯＬ：上位サーバ連携）大規模システム（ＥＯＬ：上位サーバ連携）
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◆◆◆◆ＯＢＤ（診断用）コネクタから書き込みＯＢＤ（診断用）コネクタから書き込みＯＢＤ（診断用）コネクタから書き込みＯＢＤ（診断用）コネクタから書き込み
車載ネットワーク上の各ユニットに対して
プログラミングが可能です。

◆各種プロトコルでのリプログラミング◆各種プロトコルでのリプログラミング◆各種プロトコルでのリプログラミング◆各種プロトコルでのリプログラミング
・ＵＣＯＰ（ユニバーサルＣＡＮオープンプロトコル）

横河ディジタルコンピュータの提唱するＣＡＮ Ｆｌａｓｈ
プログラミングの為のオープンプロトコル

・各社オリジナルのプロトコル（要開発費）
各社ＣＡＮ（ＩＳＯ１４２３０） 、Ｋ－ＬＩＮＥ（ＩＳＯ９１４１ ）他

◆最大１ＭＢ／６０Ｓでの高速プログラミング◆最大１ＭＢ／６０Ｓでの高速プログラミング◆最大１ＭＢ／６０Ｓでの高速プログラミング◆最大１ＭＢ／６０Ｓでの高速プログラミング
製品開発・生産スピードを加速させます。

ECU書込サーバ生産計画サーバ（○○○殿）

指示書

車種データ

車台№
車型
エンジン№

オブジェクトファイル管理DB

■■■■車両組立て工程でのインラインプログラミング車両組立て工程でのインラインプログラミング車両組立て工程でのインラインプログラミング車両組立て工程でのインラインプログラミング
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I/FBOX

ECUECU ECUECU

ECUECU ECUECU

ECUECU ECUECU

ECUECU ECUECU

ラベルプリンタ

×８

スタートスイッチ

ライタ×８

CANコネクタ
J-TAGコネクタ

■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：工場内据置）■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：工場内据置）■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：工場内据置）■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：工場内据置）
作業棚
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AC100-240V

SW電源

ライタ

12V供給

CAN

J-TAG

電源供給ボタン

I/FBOX

Ether

■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：持運びタイプ）■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：持運びタイプ）■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：持運びタイプ）■リプログラミング（ＣＡＮ・Ｊ－ＴＡＧ：持運びタイプ）

①コネクタを2種類接続
②電源供給ボタンON（ターゲットへ12V供給）
③PCアプリの書込み開始ボタンを実行（EPR開始）
④PCアプリに書込み終了通知（OK/NG）
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【【【【オンボードプログラミングパッケージソフトウェアオンボードプログラミングパッケージソフトウェアオンボードプログラミングパッケージソフトウェアオンボードプログラミングパッケージソフトウェア】】】】
Flash ROM Writer  “DS elFlash ROM Writer  “DS elFlash ROM Writer  “DS elFlash ROM Writer  “DS el----cube”cube”cube”cube”

DS el-cubeフラッシュオンボードプログラマ（NETIMPRESS
シリーズ）を製造ラインで運用頂く為のライン制御用PCソフ
トウェアです。少しの設備投資で書込みコスト（製品コスト）
や余剰在庫の大幅削減等、大きな効果を実現可能です。

◆1台のROMライタで複数マイコン（1ターゲット）や
複数ターゲットの切替え書込み切替え書込み切替え書込み切替え書込みが可能。

◆各種ポカよけ対策ポカよけ対策ポカよけ対策ポカよけ対策、書込ファームウェアの2222重のチェック機構重のチェック機構重のチェック機構重のチェック機構等、
書込み品質の向上に貢献いたします。

◆最大8ch8ch8ch8chまでライタ制御可能（書込タクトの大幅削減可能）。
◆最大フィクスチャーフィクスチャーフィクスチャーフィクスチャー2222卓卓卓卓使いパラで書込制御ができます。
◆同一基板上の2つのターゲットマイコン（Main、Sub）へ

自動切換え書込自動切換え書込自動切換え書込自動切換え書込が可能。
◆ハンディーバーコード、定置式バーコードを使って

確実な機種選択・切替確実な機種選択・切替確実な機種選択・切替確実な機種選択・切替が可能。
◆デジタルI/Oでフィクスチャーと連携フィクスチャーと連携フィクスチャーと連携フィクスチャーと連携し各種制御が可能。

ワーク検知、プレス検知、スタートボタン入力、ハンドル
ロック、電圧印加、リレー（BUS）切替、 OK・NGブザー
（2系統）、OKランプ（8ch）、OKスタンプ（8ch)、
FunctionCHECK機能（2ch/WORK）

◆マイコン種別や書込みインターフェースの変更に柔軟に
対応ができます（アプリ部分の変更一切なしアプリ部分の変更一切なしアプリ部分の変更一切なしアプリ部分の変更一切なし）。

◆書込CH数設定、Barcode設定、デジタルI/O（ON・OFF）
設定等がGUIGUIGUIGUI上で簡単に設定上で簡単に設定上で簡単に設定上で簡単に設定ができます。

◆インサーキットテスト・ファンクションテストの連携機能追
もカスタムで柔軟に対応いたします。

■■■■システムパッケージソフトウェアシステムパッケージソフトウェアシステムパッケージソフトウェアシステムパッケージソフトウェア “ＤＳ“ＤＳ“ＤＳ“ＤＳ ｅｌ－ｃｕｂｅ”ｅｌ－ｃｕｂｅ”ｅｌ－ｃｕｂｅ”ｅｌ－ｃｕｂｅ”
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【【【【書込メイン画面書込メイン画面書込メイン画面書込メイン画面】】】】
・書込フォルダ（機種名：メイン、サブ）オブジェクト名、SUM値表示
・書込み時読み取りバーコードデータ、作業者（Worker）ID表示、変更ボタン
・Ch毎（1Ch～8Ch）のステータス表示
・書込1回毎の所要時間（タクト）表示
・良品数、良品率、不良品数の表示
・各種ボタン

初期設定、NGロック解除、カウンターリセット、機種切り替え、終了（クローズ）
・プレスカウンター機能（アラーム機能）

■■■■DS elDS elDS elDS el----cubecubecubecube 書込みメイン画面書込みメイン画面書込みメイン画面書込みメイン画面
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【各種設定画面】

Parameter1（Condition Setting）
書込オブジェクトフォーマット選択
書込フォルダ設定、ログフォルダ設定
IPアドレス設定・接続確認

Parameter2（Barcode Setting）
バーコードモード設定（3種類）
読込Byte設定（機種コード一致条件）

Parameter3（Programming Setting）
ライタCh数、ChOff･On設定
切替書込設定、フィクスチャ数設定

Parameter4（Fixture Setting）
デジタルI/O設定（Off・On）
OKスタンプコンディション設定
OKカウントアップ条件設定
ディスチャージOFF/ON、時間設定

Parameter5（Other Settings）
状態遷移条件設定（3種類）
State Keep（状態保存）設定
Worker ID Off･On設定

Parameter6（Other Settings2）
YIMモード設定
冶具ID確認設定
各種アラーム時間設定

■■■■DS elDS elDS elDS el----cubecubecubecube 各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面
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機能 関数 イベント

書込制御 ・マスターデータ選択
・制御プログラム書込操作
・パラメータ書込操作
・パラメータ読込操作
・制御プログラム照合操作
・パラメータ照合操作

・制御プログラム書込完了
・パラメータ書込完了
・制御プログラム照合完了
・パラメータ照合完了

データ管理 ・マスターデータ登録
・マスターデータ削除
・マスターデータ照合
・履歴情報書込
・履歴情報検索読込
・履歴情報エキスポート
・データベース接続（オプション）

NETIMPRESS制御 ・NETIMPRESS初期化
・NETIMPRESS定義体登録
・NETIMPRESS定義体選択
・データファイルの読み書き

PLC管理
（オプション）

・書込制御同期

■■■■パッケージソフトウェアをベースにカスタム対応をご提案しますパッケージソフトウェアをベースにカスタム対応をご提案しますパッケージソフトウェアをベースにカスタム対応をご提案しますパッケージソフトウェアをベースにカスタム対応をご提案します
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・製品部品コストを下げたい・製品部品コストを下げたい・製品部品コストを下げたい・製品部品コストを下げたい
自社工場でオンボードプログラミングをすることにより書込みサービスに依頼していたコストが省け
大幅に削減する事ができます。初期設備投資は必要ですが、すぐに回収する事が可能です。

・製造タクトを削減したい・製造タクトを削減したい・製造タクトを削減したい・製造タクトを削減したい
書込みに特化したROMライタの為、高速書込みを実現する為に様々なブラッシュアップをしてまいりました。
またこのＲＯＭライタを複数台同時制御するシステム実績がありますので、大幅なタクト削減も可能です。
さらには書込みだけでなくFunctionテストも同時に行うシステムにより更なる効率化ができます。
このタクト削減も製品コスト削減に直結する為、2重のコストダウンが可能です。

・製品在庫を減らしたい・製品在庫を減らしたい・製品在庫を減らしたい・製品在庫を減らしたい
基板を共通化し、ラインエンドで製品機種、仕向地毎にソフトウェアで書き分ける事により大幅に
品種数削減ができます。在庫管理をする手間やスペースを省く事が可能です。

・書込システムを構築したい（システム導入のハードルが高い）・書込システムを構築したい（システム導入のハードルが高い）・書込システムを構築したい（システム導入のハードルが高い）・書込システムを構築したい（システム導入のハードルが高い）
弊社はROMライタをベースに上位システムから冶具までトータルでご提供をしております。
長年の実績をベースがございますので、お客様のご要望、ライン状況に合わせてご提案を致します。
また上位ソフトをパッケージ化致しましたので、低コストで信頼性のあるシステム構築が可能です。
システムの立上げ・動作検証・現地調整まで対応いたします。

・現地作業者が簡単に運用できるようにしたい現地作業者が簡単に運用できるようにしたい現地作業者が簡単に運用できるようにしたい現地作業者が簡単に運用できるようにしたい
弊社パッケージソフト“DS el-cubeは簡単な操作で機種選択・切替え、書込みが可能です。
長年構築してきたシステム実績からノウハウを抽出し、簡単にかつ確実に運用する事ができます。
ワールドワイド（北米、中国、タイ、シンガポール、ベトナム、ブラジル、欧州 等）での運用実績があります。
また、トラブルサポートにつきましてもログファイルやライタ設定ファイルをメールでやり取りする事で
大半の事例を原因究明、解決してまいりました。

・機種切替え（段取り換え）を簡単にしたい・機種切替え（段取り換え）を簡単にしたい・機種切替え（段取り換え）を簡単にしたい・機種切替え（段取り換え）を簡単にしたい
汎用ROMライタ（マイコン、ターゲットI/F）の為、上位系のPCシステムを一切変更することなく
冶具（ピンボード）を交換するだけで簡単に段取り換えができます。

・アフターマーケットでリプログラミングをしたい・アフターマーケットでリプログラミングをしたい・アフターマーケットでリプログラミングをしたい・アフターマーケットでリプログラミングをしたい
製品に書込み用のI/F（TP、CAN 等）があれば、市場での再書込（リプロ）が可能です。
市場でのソフトウェアバージョンアップやリコール対応も可能です。

■■■■お客様のご要望に対する弊社からのご提案お客様のご要望に対する弊社からのご提案お客様のご要望に対する弊社からのご提案お客様のご要望に対する弊社からのご提案
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■冶具仕様（ボードテスト含む）
・ショート／オープンテスト
・抵抗測定
・デジタルI/O（入出力テスト）
・電圧・電流、パルス測定
・デジタル周波数測定
・スイッチ出力
・電源制御
・電圧ディスチャージ
・表示機能（ＬＥＤ、電流表示）
・ブザー出力 etc

書込み機能に追加して、ファンクションテスターの設計、製作を行なっております。
試験内容、治具構造等、お客様の仕様にお応え致します。

■■■■各種冶具のご紹介各種冶具のご紹介各種冶具のご紹介各種冶具のご紹介
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各種製品のご質問・資料請求・お見積・デモ各種製品のご質問・資料請求・お見積・デモ各種製品のご質問・資料請求・お見積・デモ各種製品のご質問・資料請求・お見積・デモ////評価依頼は評価依頼は評価依頼は評価依頼は

下記ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにてお問合せ下さい！下記ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにてお問合せ下さい！下記ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにてお問合せ下さい！下記ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにてお問合せ下さい！
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