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LS LS-100, 110-

LS LS- - コニカミノルタジャパン 100, 110は、 の��です。( )

スタートすると、����を �

した#、$�された'(()で、

$�されたサンプル.のデータ

を23みます。67なら:;'

<も;>することもがきます。

W32- 100-LS RS コニカミノルタセンシング
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65,000�
Win Vista/7/8.1/10
(32bit or 64bit)
Excel2007/2010
2013/2016 (32bit only)
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�１) / - とパソコンを��するための��ケーブル を�!ご#$いただく*+があります。LS LS LS-100 110 ( -A15)

=>できるBC

RS-232C

Excelシートに23んだデータは、キーボードからKMしたデータとNじように、

ExcelのRTをUVして、XY・[\・]^_を`aにbうことができます。

また、dfにデータが23まれるghをExcelのグラフウィザードで �しておけ

ば、データ23とグラフsがリアルタイムにbえます。
※{アドインに`|グラフXYRTはありませんので、Excelのグラフウィザードを

�VしてXYしてください。

の データ Exce 23を��します。��] �� を に
この'、��]の����の��は��bわず
��の ���のままで���を2り3みます。
��にKMした����で��]を �するた
めには「モニタ��」をクリックする67があります。

「 」を�に�してから「 」を�すまた、 PAUSE START
とスポット��モードになります。

�� は「¡¢」、ポーズ は「¤¢」、¥¦ は
「§¢」となります。

データの23を�' ¦します。もう��ｸﾘｯｸすると、

23を«�します。

データの23を¥¦します。

�� 、(¬'(が2®¯°の'、サンプリングまでの

±り'(をカウントダウンします。

�� 、23の±り³.を´µします。

「 」 、¶·となり、ｸﾘｯｸする¸にデータを2り3PAUSE

みます。 スポット��モードでは、データの23に�V

します。

・データロガーとしてのN>

OPされたUXXYでOPされたZ[のデータをリアルタイムにExcelシートに ghみます。

k m200,000qまでのデータがu�してgりhめます。

・vwz{|PへのN>

|P~�をgり�えながら、Z々のデータをExcelシートにghみます。

・��な|P��の[��Pも�てパソコンから�うことができます。

「 %���」「�������」「����[」などの�Pはパソコンから�Pすることが100

で きます。また、「|Pモード」「��スイッチ」「¥¦§w」などの¨�もパソコンから�います。

¹º»�を¼½します。

「 」では¾ . 、「 」では¾FAST SLOW1 5sec 2sec

がÅ»のデータ23'(()になります。

{プログラムはExcel°のアドインとして|

Xします。Excel°から{アドインをÇ|す

ると、Excelシート°に、このウインドウが�

われます。����を �し「 」ボSTART

タンをクリックするとデータの2り3みを�

�します。

「モニタ��」ボタンをクリックすると、���

がこのÈにÉÊし´µされます。

「 」「 ( )」「 ( . . )」PRESET VARI LUMI VARI C C F

「 ( . . / )」から¼½します。VARI LUMIC C F

ÒÓÔÕÖ×�をKMします。

¢ÔÕØ.をKMします。

��モードを¼½します。

��ÙÚ��の'の「 %Ö×�」をKM100

します。

��にKMした����を��]に �するため

には、この「モニタ��」ボタンをクリックする67が

あります。「 」ボタンをクリックしても��]にはSTART

����の �はÜもbわれません。

��の����を��]に �した#、���モニ

タが��され、その���がÞのテキストボックスに

ÉÊし´µされます。 も う��クリックすると、モニタ

を¥¦します。

なお、モニタ は「 」ボタンはà·になりますSTART

から、モニタを¥¦した#「 」をクリックしてくだSTART

さい。

á'���かピーク���かの¼½をします。

��]に �されている「ÒÓÔÕÖ×�」「¢ÔÕ

Ø.」「 %Ö×�」をãみ3み、それぞれのÈに100

´µします。

��の ��をåæするために�Vします。

USB
(«�¬=>)



スポット|Pモードの=>��

çèポートéêだけの��がëTです。

そのìの��はí�されています。(�Yîï)

「 」ボタンを¯にクリックして、その²「 」ボタンをクリックすると「スポット|Pモード」になります。 | P¬の�Pが�われたPAUSE START
²、「 」ボタンのクリック¶ちとなります。 「 」ボタンをクリックする¸にデータがExcelシートにghまれます。 こ のU「 」ボSPOT SPOT SPOT
タンをクリックする«わりに「スペース」キーを¼しても½¾の¿Àとなります。 こ の「スポット|Pモード」では、「ÁÂUX」のÃには1,2,3...
と「u��Ä」が$Åされます。 Æ えば、|P~�を«Èしながら、Z々の~�の|Pを�うÉÊにËÌです。 「スポット|Pモード」をÍ
Îするためには、「 」ボタンをクリックします。STOP

データを23む'(()(®)をKMします。
ÜもKMがàいñòやゼロがKMされたñòは、Å»でデータを2り3みます。

, 。KMできるÅõ'(は、36 000®です。

Åùのデータ23'、��úûü_のヘッダを;>します。

データに:;'<を;>します。

データのKMとþにシートをスクロールします。

����#のÿ�'(を;>します。

を23む³.を$�します。�し、「 」ボタンでいつでも  できます。また、Üもデータ STOP
KMされていないときは、200,000³と��されます。KMできるÅõ³.は、200,000³です。

���を にKMするñò、dfにその セルの�	を�×に
します。Excel Excel

もし、�|で �した セルの�	をそのまま�Vしたいñòはチェックを�します。Excel

���をKMします。���を�れたデータは シートに¡¢でデータが´µされます。Excel

(�Yîï)

��°の����を��またはãみ�します。

���が「����オーバ」「´µ��オーバ」となったñòでも、 シートに「 」とExcel OVER

´µし��を��します。チェックを�すと、°�エラーが��すると��を  します。

USB RS- 232C
��の��に�いて

パソコンに「vwÏ」と��できる 232CポートのÐきがない、または、ノートパソコンに 232CポートがÒÓされていないÉÊ、RS RS

パソコンの ポートを 232Cに«�して、「vwÏ」の 232Cポートに��します。USB RS RS

「 - 232C«�¬」は、ユーザÖで×Øのものをご>�ください。 ÙÚ�にはÛまれておりません。USB RS

ßàでは、áâの「 - 232C«�¬」で
�ãäをしております。USB RS

また、å«�¬にæçするインストールガイドにèって«�¬のドライバをì¨にインストールしてください。 �íにインストールした²、

そのUにîりßてられたポート�Äをãäし、ïâの「ðñ��の�P」の 232Cポートに、その�Äを�Pします。RS

���� ラ トックシステム㈱

��� シリアルコンバータUSB-

�� REX USB- 60F

�� �5,800

コニカミノルタセンシングù
- アダプタæきLS ACA15 ( )

38,000 ( )ü ýþ�	
� ÿいðñ��では、 を) -A11LS
ご=>ください。

����

����

çèポートの��

だけがëTです。

��をbうñòにチェック

を;けます。

��の°��と���を

KMします。

どちらかが"Èのñòは、

その��はbわれません。

�)�ソフトをご��いただくための�%&'
{ソフトを�Vして、��]からのデータ2$するためには、

6ず、��]の「 」キーを�しながら%&を にしてください。F ON

'(は、��];)の2*+,�をîïください。

-いçè.	のñòは、この67はありません。

ACアダプタへ

もし、 -100の/K'0が-く、-いçè.	しかサポートされていないñòは、LS

ここにチェックをつけます。

��]の「F」キーを�しながら%&を にして��]ディスプレイに'['が´µされないñòは、ON

-いçè.	しかサポートされていません。


