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Product Registration
Thank you for purchasing YOKOGAWA products.
YOKOGAWA provides registered users with a variety of information 
and services.
Please allow us to serve you best by completing the product regis-
tration form accessible from our homepage.
http://www.yokogawa.com/ns/reg/

Visit our website for user’s manuals and 
software downloads.
The latest version of the software is available on 
the following URL:

http://www.yokogawa.com/ns/juxta/vj77/download/

The latest version of user's manuals are available 
on the following URL:

http://www.yokogawa.com/ns/juxta/vj77/im/

Checking the Contents of the Package
Before using the product, refer to the table of Model and Suffix Code 
to make sure that the delivered product is consistent with the model 
and suffix code you ordered.
Model and Suffix Code

Model Suffix 
code Description

VJ77 PC-based parameters setting tool
-E10 For use with PC/AT compatible personal 

computers (English version)
Also make sure that the following items are included in the package.
• Dedicated adapter: 1
• MicroUSB(USB2.0) cable: 1
• JUXTA communication cable
 3-pin connector (for VJ, M, D series) : 1
 5-pin connector (for F, W series): 1
• Modular jack conversion adapter (for VJ, M series): 1
• Downloading the Software and Manual (this document): 1

Regarding This User’s Manual
This manual is an essential part of the product; keep it in a safe 
place for future reference.
This manual is intended for the following personnel;   
•	 Engineers	responsible	for	installation,	wiring,	and	maintenance	
of	the	equipment.

•	 Personnel	responsible	for	normal	daily	operation	of	the	
equipment.

Downloadable Software and Manual
• Model VJ77 PC-based Parameters Setting Tool
• USB converter driver software (for Windows 7/8)
• USB converter driver software (for Windows 10)
* If you use Windows 7, .NET Framework 4.0 is required. Please 

download it from the Microsoft website.

Operating Environment
OS:
 Windows 7 Professional (32-bit/64-bit version)
 Windows 8.1 Pro Update (32-bit/64-bit version)
 Windows 10 Pro (32-bit/64-bit version)

* Windows 7/8/10 supports a Japanese edition and English version.
CPU:
 For Windows 7 Professional or Windows 8.1 Pro Update: Equiv-

alent to 3.0 GHz or higher recommended.
 For Windows 10 Pro: 1 GHz or higher processor or SoC.

Main memory:
 Windows 7 Professional/Windows 8.1 Pro Update: At least 2 GB 

recommended.
 Windows 10 Pro: 1 GB (32-bit version), 2 GB (64-bit version)
Hard disk space:
 Package program: 10 MB or more
 .NET Framework 4.0: 620 MB or more
Display: 	1024 × 768 pixels or better, 256 colors or more recom-

mended
Communication port: At least 1 port (USB port)
Printer: Required for printing, support for letter or A4 size

Other
To view the user's manual, you need to use Adobe Reader 7 or later 
by Adobe Systems.

Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE), Directive
 This is an explanation of how to dispose of this product based on 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Directive. 
This directive is only valid in the EU.
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
Headquarters, 2-9-32, Naka-cho Musashino-shi, Tokyo 180-8750 JAPAN

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA
Head office and for product sales, 2 Dart Road, Newnan, Georgia 30265, USA

YOKOGAWA EUROPE B.V.
Headquarters, Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, THE NETHERLANDS

● Marking
 This product complies with the WEEE Directive 

marking requirement. This marking indicates that 
you must not discard this electrical/electronic prod-
uct in domestic household waste.

● Product Category
 With reference to the equipment types in the WEEE 

directive, this product is classified as a “Monitoring 
and Control instrumentation” product.

 Do not dispose in domestic household waste. When 
disposing products in the EU, contact your local Yok-
ogawa Europe B.V. office.

Authorised Representative in the EEA
Yokogawa Europe BV. (Address: Euroweg 2 , 3825 HD Amersfoort, 
The Netherlands) is the Authorised Representative of Yokogawa 
Electric Corporation for this Product in the EEA.
You can download the latest manuals from the following website:
URL: http:/www.yokogawa.com/ns/juxta/vj/doc/
• Manuals
 Model VJ77 PC-based Parameter Setting Tool (IM 77J01J77-01E)
 Downloading the Software and Manual (IM 77J01J77-11Z1)
• General Specifications
 Model VJ77 PC-based Parameter Setting Tool (GS 77J01J77-

01E)

Trademarks
• Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks 

of Microsoft Corporation in the United States and/or other coun-
tries.

• Adobe and Acrobat are registered trademarks or trademarks of 
Adobe Systems Incorporated.

• Company and product names that appear in this manual are 
registered trademarks or trademarks of their respective holders.

• The company and product names used in this manual are not 
accompanied by the registered trademark or trademark symbols 
(® and ™).

All Rights Reserved. Copyright © 2013, Yokogawa Electric Corporation.
Subject to change without notice.
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VJ77 パラメータ設定ツール
(L4506HA 専用アダプタ付き )
ソフトウェアとユーザーズマニュアルの 
ダウンロードについて

製品登録のお願い
今後の新製品情報を確実にお届けさせていただくために、お客様に
ユーザー登録をお願いしています。登録は、下記ホームページから
できます。「製品登録」ボタンをクリックしてください。
http://www.yokogawa.co.jp/ns/reg/

ソフトウェアとユーザーズマニュアルは、
Webサイトより入手できます。
最新版ソフトウェアのダウンロードサイト

http://www.yokogawa.co.jp/ns/juxta/vj77/download/
最新版ユーザーズマニュアルのダウンロードサイト

http://www.yokogawa.co.jp/ns/juxta/vj77/im/

梱包内容の確認
製品をご使用になる前に、形名・仕様コード表に基づき ､ご注文の
形名コードと一致した製品が納入されていることをご確認くださ
い。
形名・仕様コード
形　名 基本仕様コード 内　容
VJ77 パラメータ設定ツール

-J10 PC/AT 互換機用 ( 日本語 )
-E10 PC/AT 互換機用 ( 英語版 )

また次のものが揃っていることをご確認ください。
・	 専用アダプタ：1台
・	 MicroUSB(USB2.0) 汎用ケーブル：1本
・	 JUXTA 通信ケーブル
	 3 ピンコネクタ形 (VJ、M、Dシリーズ用 )：1本
	 5 ピンコネクタ形 (F、Wシリーズ用 )：1本
・	 モジュラジャック変換アダプタ (VJ、Mシリーズ用 )：1個
・	 ソフトウェアとユーザーズマニュアルのダウンロードについて

( 本書 )：1部

本書に対する注意
本書は、本製品のマニュアルの一つです。本書を安全な場所に保管
してください。本書は、次の仕事を担当されるエンジニアで機器取
り扱いの技能を有する方を対象としています。
・	 据え付け、配線などの工事を担当する方。
・	 機器が運転に入った後、日常の運転業務を行う機器操作担当（オ

ペレータ）の方、および日常のメンテナンスを行う計装、電気
の保守の方。

ダウンロード可能なソフトウェア・ドライバ
・	 VJ77 パラメータ設定ソフトウェア
・	 USB 変換ドライバソフトウェア (Windwos	7/8 用 )
・	 USB 変換ドライバソフトウェア (Windwos	10 用 )
※	 Windows	7 をお使いの場合は、.NET	Framework	4 が必要となり
ます。日本マイクロソフト株式会社のホームページからダウン
ロードしてください。

必要な PCシステム環境
動作OS：
Windows	7	Professional	(32bit 版 /64bit 版 )
Windows	8.1	Pro	Update	(32bit 版 /64bit 版 )
Windows	10	Pro	（32bit 版 /64bit 版）
いずれも日本語版または英語版

CPU( 推奨 )：Pentium	4 系列プロセッサ
Windows	7	Professional：3GHz 以上
Windows	8.1	Pro	Update：3GHz 以上
Windows	10	Pro：1GHz 以上のプロセッサまたは SoC
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主記憶容量 ( 推奨 )：
Windows	7	Professional：2GB 以上
Windows	8.1	Pro	Update：2GB 以上
Windows	10	Pro：1GB(32bit 版 )、2GB(64bit 版 )

ハードディスク容量：
パッケージプログラム格納容量　約 10MB以上
.NET	Framework	4.0	格納容量　620	MB 以上

ディスプレイ：1024 × 768 ピクセル以上、表示色 256 色以上を推奨
通信ポート：1ポート以上 (USB	ポート )
プリンタ：印刷時に必要、A4サイズに対応

その他の動作条件
ユーザーズマニュアルをご覧になるには、アドビシステムズ社の
Adobe	Reader	7 以上 ( 最新版を推奨 ) が必要です。

■	環境保護
●	本製品の廃棄方法について
	 廃電気電子機器指令に基づき、本製品の廃棄方法について説明
しています。この指令は EU圏内のみで有効です。

本　　社　0422-52-6765　〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
関西支社　06-6341-1395　〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9（ブリーゼタワー21階）
中部支店　052-684-2004　〒456-0053 名古屋市熱田区一番3-5-19
中国支店　082-568-7411　〒732-0043 広島市東区東山町4-1
九州支店　092-272-0111　〒812-0037 福岡市博多区御供所町3-21
  （大博通りビジネスセンター7階）

www.yokogawa.co.jp/ns/

・	 マーキング
	 この製品はWEEE	指令マーキング要求に準拠します。
ラベルは、この電気電子製品を一般家庭廃棄物とし
て廃棄してはならないことを示します。

・	 製品カテゴリー
	 WEEE 指令に示される製品タイプに準拠して、この
製品は " 監視及び制御装置 " の製品として分類され
ます。家庭廃棄物では処分しないでください。

	 不要な製品を処分する際は、お近くの横河ヨーロッ
パ・オフィスまでご連絡ください。

認定代理人
横 河 ヨ ー ロ ッ パ（Yokogawa	Europe	B.V.	Euroweg	2,	3825	HD	
Amersfoort,	The	Netherlands）は、欧州経済領域における本製品の
認定代理人です。
最新版ユーザーズマニュアルは、以下のURL	からダウンロードして
閲覧できます。アドビシステムズ社の AdobeReader	7 以上 ( 最新版
を推奨 ) が必要です。
URL:	http:/www.yokogawa.co.jp/ns/juxta/vj/doc/
•	 マニュアル
	 VJ77	パラメータ設定ツール (IM	77J01J77-01)
	 ソフトウェアとユーザーズマニュアルのダウンロードについて
(IM	77J01J77-11Z1)

•	 一般仕様書
	 VJ77	パラメータ設定ツール (GS	77J01J77-01)

商標
●	 Microsoft およびWindows は、米国Microsoft	Corporation の米
国およびその他の国における登録商標または商標です。

●	 Adobe および Acrobat は、Adobe	Systems	Incorporated( アド
ビシステムズ社 ) の登録商標または商標です。

●	 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標ま
たは商標です。

●	 本書では各社の登録商標または商標に、®および™マークを表
示していません。

All Rights Reserved. Copyright © 2013, Yokogawa Electric Corporation
記載内容はお断りなく変更することがあります。


