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Coaxlink Quad G3 DF
PCIE 3.0 4接続COAXPRESS フレー 
ムグラバー、データ送出
概要 
•  4つのCoaXPress CXP-6入力 
と4つのデータ送出出力：  
カメラ帯域幅 2,500 MB/秒
•  PCIe3.0(Gen3)x4バス:  
バス帯域幅 3,300 MB/秒
•  機能が豊富な10本のデジタル 
I/O ライン

Coaxlinkシリーズ
究極のパフォーマンスと優れた価値のCOAXPRESSフレー 
ムグラバー

概要
• CoaXPress 接続最大8個のPCIeフレームグラバー 
• PCIe 3.0(Gen 3)またはPCIe 2.0(Gen 2)バス 
• 機能が豊富な最大20本のデジタル I/O ライン
• 多種多様なカメラコントロール機能
• Memento イベントロギングツール

NEW

Coaxlink Quad CXP-12
4接続 
COAXPRESS CXP-12 フレームグラバー
概要 
•  CoaXPress CXP-12接続4つ:  
カメラ帯域幅 5,000 MB/秒 
•  PCIe3.0 (Gen3) x8バス:  
バス帯域幅 6,700 MB/秒 
•  機能が豊富な20本のデジタル 
I/O ライン 

Coaxlink Octo
PCIE 3.0 8 接続  
COAXPRESS フレームグラバー
概要 
•  8個のCoaXPress CXP-6接続:  
カメラ帯域幅 5,000 MB/秒
•  8台のCoaXPressカメラを1枚の
カードに接続
•  PCIe3.0 (Gen3) x8バス:  
バス帯域幅 6,700 MB/秒
•  機能が豊富な10本のデジタル I/O ライン

Coaxlink Quad G3
PCIE 3.0 4接続 
COAXPRESSフレームグラバー
概要 
•  CoaXPress CXP-6接続4つ:  
カメラ帯域幅 2,500 MB/秒
•  PCIe3.0(Gen3)x4バス:  
バス帯域幅 3,300 MB/秒
•  機能が豊富な20本のデジタル  
I/O ライン

NEW

CustomLogic
Your own FPGA logic 

CustomLogic
Your own FPGA logic 

Coaxlink Quad 3D-LLE
3D プロファイリング用レーザーライン抽出機能搭載  
QUAD CXP-6 フレームグラバー
概要 
•  ホスト CPU のゼロ使用率 
によるレーザーライン抽出
•  16 ビット 3D ハイトマップの 
リアルタイム生成
•  アルゴリズムの選択:  
最大、ピーク、重心 (COG)
•  精度: 最大 1/256 ピクセル (ピークおよび COG アルゴリズム)
•  性能: 1024 x 128 の画像の場合 19,000 プロファイル/秒。 
1024 x 64 の画像の場合 38,000 プロファイル/秒 

Coaxlink Octoのマルチカメラ応用
8台の1接続カメラ 1台の4接続と4台の1接続カメラ

2台の4接続カメラ 1台の8接続カメラ 4台の2接続カメラ
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Coaxlink Duo PCIe/104-EMB
2接続高耐久性COAXPRESSフレームグラバー
概要 
•  産業用および輸送用組み込み型アプ
リケーション向け高耐久性ボード
•  小型の積み重ね可能なPCIe/104フォ
ームファクタ
•  拡張温度範囲：  
-40～+85°C / -40～+185°F
•  耐衝撃性: 40 g/11ms (全方向 - 正弦
半波衝撃パルスおよび鋸歯状衝撃パ
ルス)
•  絶縁保護コーティング (オプション)
•  CoaXPress CXP-6接続2つ: カメラ帯域幅 1,250 MB/秒
•  PCIe2.0(Gen2)x4バス: 転送帯域幅 1,700MB/秒

Coaxlink Duo PCIe/104-MIL
2 接続ミリタリーグレード COAXPRESS フレームグラバー
概要 
•  軍用アプリケーション向け高耐久性 
COTS ボード
•  小型の積み重ね可能なPCIe/104フォ
ームファクタ
•  拡張温度範囲：  
-40～+85°C / -40～+185°F
•  MIL-STD-810G メソッド 514.6 (振動) 
およびメソッド 516.6 (ショック)
•  絶縁保護コーティング (オプション)
•  CoaXPress CXP-6接続2つ: カメラ帯域幅 1,250 MB/秒
•  PCIe2.0(Gen2)x4バス: 転送帯域幅 1,700MB/秒

Coaxlink Quad CXP-3
4 接続 CXP-3  
COAXPRESS フレームグラバー
概要 
•  CoaXPress CXP-3接続4つ:  
カメラ帯域幅 1,250 MB/秒
•  4 台のカメラを 1 枚のカー 
ドに接続
•  エクストラロングのカメラケー
ブル (100 メートル以上)  
を使用可
•  PCIe2.0(Gen2)x4バス: 転送帯域幅 1,700MB/秒

Coaxlink Quad
4接続 
COAXPRESSフレームグラバー
概要 
•  CoaXPress CXP-6接続4つ:  
カメラ帯域幅 2,500 MB/秒
•  PCIe2.0(Gen2)x4バス:   
転送帯域幅 1,700MB/秒
•  機能が豊富な20本のデジタ
ル I/O ライン

Coaxlink Duo
2接続 
COAXPRESSフレームグラバー
概要 
•  CoaXPress CXP-6接続2つ:  
カメラ帯域幅 1,250 MB/秒
•  PCIe2.0(Gen2)x4バス:   
転送帯域幅 1,700MB/秒
•  機能が豊富な20本のデジタ
ル I/O ライン

Coaxlink Mono
1接続 
COAXPRESSフレームグラバー
概要 
•  CoaXPress CXP-6 接続1 つ:  
カメラ帯域幅 625 MB/秒
•  PCIe2.0(Gen2)x4バス:  
転送帯域幅 1,700MB/秒
•  機能が豊富な10本のデジタ
ル I/O ライン 

3

CustomLogic
Your own FPGA logic 

COAXLLINKフレームグラバー向けカスタムオンボー 
ドFPGAプロセッシング

概要 
•  FPGAコードのデザインとCoaxlinkボードへのアップロー 
ドを実現するFPGAデザインキット
•  Coaxlink OctoとCoaxlink Quad CXP-12との互換性:  
70%のXilinx Kintex Ultrascale XCKU035 FPGAリソースを利用可能
•  Xilinx Vivado開発ツールによるサポート (非同梱)
•  CoaXPressカメラピクセルストリームへのアクセス
•  2GB DDR4オンボードメモリ
•  PCIe 3.0 (Gen3) x8 バスDMAからホストPC (バス帯域幅 6,700 MB/秒)
•  Memento イベントロギングメッセージング
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視覚を利用したハイエンド検査機器では、フレームグラバーが、カメラ本体はもちろんのこと、動体検知や照明制御など各種外部機器
と同期して画像を取得する役割を果たしています。こうしたシステムのデバッグには、往々にして、ソフトウェアプロファイルと併用され
るオシロスコープやロジックアナライザーなどの複雑な機器が必要とされることがあります。1秒間のフレームレートが数百ないし数千
となる最新型カメラでは、こうした問題はますます複雑化することになります。Memento は、そのプロセスを簡素化するように設計さ
れています。動作中、Memento は、カメラ、フレームグラバーとそのドライバー、およびホストアプリケーションに関連したイベントすべ
ての精細なログを記録します。 

ドライバー機能通話、コールバック、フレームグラバーが受信し
たトリガー、照明コントローラーに送信されたストロボ信号、カメ
ラコントロール信号などのイベントは、すべて、正確な時間スタン
プや詳しいコンテキスト情報と一緒に記録されます。Memento 
Event Viewer は、記録後に、関連時間スタンプや有益なコンテキ
スト情報と一緒に、こうしたイベントのリストを表示することがで
きます。タイムラインなどのイベントの概要がグラフィック形式で
利用できます。種々の冗長レベルが選択できます。リストに表示さ
れたイベントは、フィルター処理や強調表示や検索が行なえます。 
Mementoは、アプリケーション開発、デバッグ、およびシステム動
作中の支援を行います。Memento は、開発者が機器の動作を把
握し、トリガーや画像の消失などの問題の原因をピンポイントで
指摘できるように、支援します。また、Memento は機器の動作中
にも活用できます。バックグラウンドで動作してログを保存するの
で、機器の故障の際にサポートチームに保存されたログを送信す

ることができます。
Memento は、カードのドライバー内に実装されたソフトウェアリ
ソースと、カード本体のハードウェアリソースを利用して動作しま
す。Memento は、きわめて効率よく動作するよう設計されていま
す。必要な CPU の負荷は極めて小さいため、非侵入的 に動作し
ます。新しく搭載されたロジックアナライザービューは、システム
イベント (トリガー、ストロボ、DMA など) をタイミングダイアグラ
ムビューに表示します。このビューでは、バッファキューの使用率
やアプリケーションに取り込まれた画像が解析されます。
ここには入力するプロトコルデータ (CoaXPress など) の詳細情報
が表示されます。
Memento イベントログ記録システムでは新しい Coaxlink カード
と Grablink カードが使用できます。

• Mementoはカメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびア
プリケーションに関連したイベントの正確なログを記録します

• システム、デバッグ、プロファイリングのセットアップをサポート
• 非侵入的な低い CPU使用率
• コンピュータのすべてのCoaxlinkカードで作動
• タイムスタンプしたイベントの正確なタイムラインとコンテキ

スト情報を提供
• 新機能: ロジックアナライザービュー

MEMENtO の読み込み 
(1 秒あたりのイベント数)

時間スケールで表示されたイベント

ロジックアナライザービュー

イベントの詳細テキストビュー

NEW
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Grablink Full XR
FULLコンフィギュレーションのCAMERA LINKカメラ1台用エクストラロン
グ ケーブル対応
概要 
•  1台のCamera Link 80ビ
ット Full、Mediumまたは
Baseコンフィギュレーショ
ンカメラ用
•  PoCL (給電型カメラリンク) 
   対応
•  ECCO+： 約２倍の
Cameralinkケーブル長
•  PoCLセーフパワー規格
•  PCIe x4 バス：850 MB/秒の持続転送帯域幅
•  機能が豊富な10本のデジタル I/O ライン

Grablink DualBase
BASEコンフィギュレーションCAMERA LINKカメラ2台用フレー 
ムグラバー
概要 
•  Camera Link Baseまたは
Liteコンフィギュレーショ
ンカメラ2台用
•  PoCL (給電型カメラリンク) 
    対応
•  ECCO： 約1.5倍の
CameraLinkケーブル長
•  PCIe x4 バス：850 MB/秒の持続転送帯域幅
•  機能が豊富な20本のデジタル I/O ライン

Grablink Full
FULLコンフィギュレーションCAMERA LINKカメラ1台用フレームグラバー
概要 
•  1 台の Camera Link 80 
ビット Full、Medium また
は Base コンフィギュレー
ションカメラ用
•  ECCO： 約1.5倍の
CameraLinkケーブル長
•  PCIe x4 バス：850 MB/秒
の持続転送帯域幅
•  機能が豊富な10本のデ
ジタル I/O ライン

Grablink Base
BASEコンフィギュレーションCAMERA LINKカメラ1台用フレームグラバー
概要 
•  1台のCamera Link Base 
またはLiteコンフィギュレー
ションカメラ用
•  PoCL (給電型カメラリンク) 
対応
•  ECCO： 約1.5倍の
CameraLinkケーブル長
•  PCIe x1 バス：200 MB/秒 
の持続転送帯域幅
•  機能が豊富な10本のデジタル I/O ライン

Grablinkシリーズ
CAMERA LINKフレームグラバー

概要
• PCI/PCIe フレームグラバーCamera Link 80ビット、Full、 

Medium、Base、Liteコンフィギュレーションカメラに対応
• 市販の数百種のCamera Linkカメラと互換性あり
• ECCO+ / ECCO：Extended Camera Link Cable Operation  

(カメラ リンク ケーブル延長補償機能)
• 機能豊富なデジタル I/O ライン機能豊 

富なデジタル I/O ライン



フレームグラバー

© EURESYS S.A. 予告なく変更することがあります

Domino Symphony PCIe
シングルタップ非標準アナログカメラ4台用 
のフレームグラバー
概要
•  8ビットまたは10ビット 
LUTを4つ搭載した 
10ビット65 MHz A/D 
コンバーター4基 
•  PCIe x1 バス 

Domino Harmony
シングルタップアナログカメラ2台またはRGB非標準アナログカメラ1台用
のフレームグラバー
概要
•  トリプル10 ビット 40MHz  
A/D コンバータ
•  64 ビット 66 MHz PCI バス

Domino Melody
シングルタップ非標準アナログカメラ1台用のロープロファイルフレーム
グラバー

概要
•  8ビットまたは10ビット 
LUTを1つ搭載した 
10ビット40MHz A/D 
コンバーター 
•  32 ビット 33 MHz PCIバス、 
標準およびロー 
プロファイルブラケット

Domino シリーズ
 非標準アナログカメラ用のフレームグラバー     

概要 
• 非標準アナログカメラ用のPCI/PCIeフレームグラバー
• 高精度な10ビットの40/65 MHz A/Dコンバータ
• 同期ジッターを極小に抑えるD³ technology採用
• メガピクセルのプログレッシブスキャン/インターレースカメラ、非

同期リセット、露光制御に対応
• トリガー、ストロボ、汎用I/Oライン
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Picolo Alert PCIe
最大16台の標準PAL/NtSCカメラ用BNCコネクタ4個付きPCIEビデオ 
キャプチャカード
概要 
•  ブラケットに4つのBNCコ
ネクタ、3台のVEBモジュー
ルで16個まで拡張可能 
（別売）
•  PCIe x1 バス
•  共有ビデオデコーダー 
16個、1秒あたり画像
100/120枚（1秒あたり200/240フィールド）
•  4台のカメラからリアルタイムの取り込み、最大16台のカ
メラの間で高速切替
•  ビデオ入力ごとに独立してプログラム可能なフレームレ
ートおよび画像取り込みパラメータ

Picolo (PCIおよびPCIe)
標準PAL/NtSCカメラ用BNC/Sビデオコネクタ付きPCIおよびPCIEビデオ
キャプチャーカード
概要 
•  BNC、DB9およびSビデオコ
ネクタ
•  32-bit 33 MHz PCI バスまた
は PCIe x1 バス
•  コンポジットまたはセパレー
トビデオ（Sビデオ）信号の取
り込み
•  ビデオデコーダ1個、1秒あたり画像25/30枚 
（1秒あたり50/60フィールド）
•  PCIバージョンとPCIeバージョンあり

Picolo Pro 2 (PCIおよびPCIe)
標準PAL/NtSCカメラ用BNCコネクタ4個付きPCIおよびPCIEビデオキャプ
チャカード
概要 
•  ブラケットに4つのBNCコ
ネクタ
•  32 ビット 33 MHz PCI バス
•  ビデオデコーダ1個、1秒あ
たり画像25/30枚（1秒あたり
50/60フィールド）
•  最大4台のカメラ間で高速切替
•  PCIバージョンとPCIeバージョンあり

Picolo Junior 4
標準PAL/NtSCカメラ用BNCコネクタ4個付きPCIビデオキャプ 
チャカード
概要 
•  ブラケットに4つのBNCコ
ネクタ
•  32 ビット 33 MHz PCI バス
•  ビデオデコーダ1個、1秒あ
たり画像25/30枚（1秒あたり
50/60フィールド）
•  最大4台のカメラ間で切替

Picolo HD 3G DVI
3G 60FPS HDMI / DVI 高精細1080P ビデオキャプチャカード
概要 
•  DVI、Y/Pr/Pb、Sビデオ、CVBSの 
各ビデオソースから動画と音声 
をキャプチャ
•  HD 1920x1080p 50/60
•  SD 525i60、625i50
•  16本の汎用I/Oライン
•  PCIe (2.0) Gen2 x1 バス

Picoloシリーズ
標準PAL/NtSCカメラおよび 
ハイディフィニション1080Pカメラ用の 
ビデオキャプチャカード

概要 
• 標準カメラと互換性があるPCI/PCIeビデオキャプチャカード
• コンポジットおよびSビデオ信号のサポート（一部モデル）
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Picolo.net HD1
HD-SDI/HDMIビデオエンコーダ
概要
•   高品質 HEVC (H.265) / AVC (H.264) エンコーダ、同時エンコード可能なストリー
ム数最大６
•   単一の Full HD ( 最大 1080p60/1080i60) HDMI、または SDI ソ 
    ースから動画をストリーミング
•  ONVIF Profile S と T インターフェイス
•  動画暗号化
•  Hi-Fi AAC または非圧縮音声
•  USB エッジストレージ / USB GPS サポート
•  PTZ カメラのシリアル接続
•  PoE+ パワー・オーバー・イーサネット
•  ・ファンなしのアルミ製ハウジング 

Picolo.netビデオサーバー
HD-SDI/HDMIビデオエンコーダ

概要
• 高品質 HEVC (H.265) / AVC (H.264) エンコーディング
• フル HD SDI と HDMI ソースから IP ネットワークを介して動画をストリーミング
• 主なビデオ管理ソフトウェアととの互換性あり
• 動画暗号化
• USBエッジストレージ

DINレール取り付け 

デスクトップ/壁取り付け

High E�ciency Video Coding
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公開キー/非公開キー 
によりオプションで動画 
を暗号化
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Camportシリーズ
CAMPORtビデオコンバータ

概要
• Camera LinkおよびNtSC/PALカメラから標準GigE、USB3、CXPポートへの接続
• 超低レーテンシーおよびジッター
• Sphinx SDK同梱
• GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPress、GenICam標準に準拠
• スタンダード (ハウジング付き) および OEM (ハウジング無し) バージョン
• 標準温度範囲 (0℃～+70℃)　および拡張温度範囲 (-40℃～ +85℃) 対応 (選択モデル)

Camport SDTV2GigE
PAL/NtSCからGIGE VISIONへのコンバータ
概要 
•  1台のNTSC/PALカメラから標準
GigEポートへの接続
•  Sphinx SDK同梱
•  GigE VisionおよびGenICam標準
に準拠
•  標準温度範囲 (0℃ ～ +70℃)　 
および拡張温度範囲 (-40℃ ～ +85℃) 対応

Camport CL2USB3
CAMERALINKからUSB3 VISIONへのコンバータ
概要 
•  1台のBaseコンフィギュレーショ
ンCamera Linkカメラから標準
USB3ポートへの接続
•  Sphinx USB3 Vision SDK同梱
•  USB3 VisionおよびGenICam 
標準に準拠

Camport CL2GigE
CAMERALINKからGIGE VISIONへのコンバータ
概要 
•  1台のBaseコンフィギュレーショ
ンCamera Linkカメラから標準
GigEポートへの接続
•  Sphinx SDK同梱
•  GigE VisionおよびGenICam 
標準に準拠
•  標準温度範囲 (0℃ ～ +70℃)　および拡張 
温度範囲 (-40℃ ～ +85℃) 対応

Camport CL2CXP3
CAMERALINKからCOAXPRESSへのコンバータ
概要 
•  １台のBaseコンフィギュレーシ
ョンCamera Linkカメラから標準
CoaXPressフレームグラバーへの
接続
•  CoaXPressおよびGenICam 
標準に準拠

すべてのコンバータはハウジング付きと無しで提供

OEMバージョンスタンダードバージョン

暫定版



ソフトウェアツール

EasyImage
画像処理

•  最適化された基本的な画像処理および解析機能の一式
•  コンボリューション（線形フィルタリング）およびモフォロジ
ー（非線形フィルタリング）
•  幾何学的変換
•  ヒストグラムの計算と分析
•  ノイズの評価と除去
•  HDR（ハイダイナミックレンジ）画像合成

EasyGauge
サブピクセル測定と寸法制御

•  サブピクセルポイントロケーションおよびエッジのフィッ
ティング
•  高精度でロバスト
•  高度な自動キャリブレーション
•  マルチプル計測モデル
•  位置、方向、サイズ、曲率、距離
•  グラフィカルインターフェースによる対話

Open eVision
画像解析ライブラリとソフトウェアツール     

概要 
• ハードウェアから独立したライブラリ。フレームグラバー、GigE Vision、USB3 Visionカメラなどあらゆ

る画像ソースに対応 
• C++および.NEt用64ビットライブラリ、およびC++、.NEt用32ビットライブラリ
• 高精度：サブピクセル単位での計測と補正 
• Windows x86プロセッサアーキテクチャならびに多様なプログラミング言語および開発環境と互換

性あり
• 学習と使用が容易
• ロバストで順応性が高く、そしてパワフル

© EURESYS S.A. 予告なく変更することがあります

EasyDeepLearning
畳み込みニューラルネットワークに基づく 
分類ライブラリ

•  データセット作成、分類トレーニング、 
および画像分類機能
•  CPUおよびGPUプロセッシングとの互換性
•  欠陥品の検出または各種クラスへの製品の分類
•  データ拡大をサポート。分類ごとにわずか100件のトレ
ーニング画像で実行可能
•  ディープラーニングアプリケーションを簡単に作成でき
る無償のSturioアプリケーション

Easy3D
3D検査ライブラリ

•  深度マップへの3Dレーザーライン抽出
•  ポイントクラウドのキャリブレーションと管理
•  ZMapの生成と管理
•  3Dビューアによるインタラクティブ3D表示
•  3D処理機能

NEW NEW



ソフトウェアツール
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EasyMatch
パターンマッチング

•  正規化相関を用いたパターンマッチング
•  正確なサブピクセル精度
•  回転およびスケーリングに対応
•  マルチパターン生成の検出
•  グレースケールおよびカラー画像をサポート
•  無視領域設定のサポート 

EasyObject
ブロブ解析

•  つながったオブジェクトのグレースケールに 
基づいた画像分割
•  オブジェクトラベリング
•  幾何学的特徴抽出
•  フレキシブルマスク
•  特に大きな画像や多数のオブジェクトを含む画像に対す
る高いパフォーマンス

EasyColor
カラー画像分析

•  11種のカラースペースに対応した画像の高速変換
•  カラー分解：色によってオブジェクトを識別
•  カラー検証：オブジェクトの色を検証 

EasyFind
幾何学的パターンマッチング

•  フィーチャポイントテクノロジーを用いたパターンマッチング
•  高速かつ高い安定性
•  回転およびスケーリングに対応
•  パターン悪化に対する高い許容性
•  無視領域設定のサポート 

EasyOCR
光学文字認識

•  高い信頼性と高速認識を実現する学習可能な文字認識
•  文字サイズの変化に対応
•  印刷の質が悪い欠損文字を許容
•  つながった文字の分離
•  事前定義フォントを含む

EasyOCR2
産業用光学文字認識

•  部品番号、シリアルナンバー、有効期限、製造日、ロットコ 
ードなどの短い文字列を読み取るよう最適化
•  期待される文字サイズや文字列のトポロジーに基づいて
画像内の文字列を自動認識する革新的なセグメンテーショ
ンアルゴリズム
•  テキスト回転に完全対応 (360度)
•  劣化度の高い文字の読み取り: 文字断片や不均一な明暗
に対応
•  1つ以上のTrueTypeフォント (ttf) ファイルから文字データ 
ベースを学習
•  NEW：サンプル画像から文字を補助学習

EasyOCV
光学文字確認

•  自動トレーニングを含む包括的な文字検証
•  グレースケール解析
•  テキストおよび文字レベル検査
•  コントラスト、位置および形状の欠陥検出
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詳細については  
www.euresys.com をご覧ください
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Open eVision Studio
評価およびプロトタイピング用ツール
概要 
•  直観的なグラフィカルユーザーインターフェイス。 
任意の Open eVision 関数を呼び出し、結果をすぐに確認 
•  C++、C#およびVisual Basicコードを生成可能 
•  Open eVision 2.0 およびそれ以降を使用時に無料
•  www.euresys.comでのOpen eVision Studioの無償評価

ヨーロッパ地区 Euresys S.A. - sales.europe@euresys.com  -  アメリカ地区 Euresys Inc. - sales.americas@euresys.com  -  アジア地区 Euresys Pte. Ltd. - sales.asia@euresys.com
日本 Euresys Japan K.K. - sales.japan@euresys.com  -  中国 Euresys上海リエゾン支店 - sales.china@euresys.com

EasyQRCode
QRコードの読み取り

•  画像内のコードの自動検出
•  全バージョン、全レベルのModel 1およびModel 2 QRコー 
ドを解読
•  高速オペレーション
•  ノイズ、不鮮明、歪みに強い
•  エラー検出および修正
•  回転および反転に対応

EasyMatrixCode
2Dデータマトリックスコードの読み取り

•  画像内のコードの自動検出
•  ECC200、ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、 
ECC140コードを解読
•  ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158および 
SEMI T10-0701規格に従って品質情報を計算
•  高速オペレーション
•  GS1データマトリックスコードに対応 

EasyBarCode
バーコードの読み取り

•  画像内のバーコードの自動検出
•  コードの自動検出
•  高速で安定
•  NEW：各種郵便物用バーコードのサポート

ソフトウェアツール

代理店


