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アプリケーションソフトウェア 形FZ3-U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 

 

太陽電池セル欠陥検査専用ソフトウエア  

形FZ3-UPVD 推奨代替商品なし 

塗布剤途切れ検査専用ソフトウエア  

形FZ3-UGI 
形FZ3-UGIH 

推奨代替商品なし 
推奨代替商品なし 

アライメント専用ソフトウェア  

形FZ3-UAL 推奨代替商品なし 

 
■生産終了予定時期 

2016年9月末 
 
■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FZ3-UPVD 
推奨代替商品はありません。 
弊社担当営業にお問い合わせください。 

形FZ3-UGI 
推奨代替商品はありません。 
弊社担当営業にお問い合わせください。 

形FZ3-UGIH 
推奨代替商品はありません。 
弊社担当営業にお問い合わせください。 

形FZ3-UAL 
推奨代替商品はありません。 
弊社担当営業にお問い合わせください。 

 
■本体の色 

生産終了予定商品 
形FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL 

推奨代替商品 
推奨代替商品はありません 
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■各部の名称 
生産終了予定商品 

形FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL 
推奨代替商品 

推奨代替商品はありません 

 

 
 

 

 
■搭載ソフトウェア 

生産終了予定商品 
形FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL 

推奨代替商品 
推奨代替商品はありません 

形FZ3-UPVD 
太陽電池セル欠陥検査専用ソフトウエア 

太陽電池セルのアライメント、輪郭欠け検査を目的と

した、形FZ3ベースの専用ソフトウェアです。 
アライメント、輪郭欠け検査だけでなく、画像調整時に

役立つピント調整や照度調整機能、ユーザ毎に調整

可能な設定を制限できるユーザ切替機能などのさま

ざまな補助機能も搭載しています。 
 
形FZ3-UGI/UGIH 
塗布剤途切れ検査専用ソフトウエア 

自動車製造工程における塗布剤（シーリングなど）の

塗布状態を検査することを目的とした、形FZ3 ベース

の専用ソフトウェアです。 
 

形FZ3-UAL 
アライメント専用ソフトウェア 

本ソフトウェアは、組み付け工程やピッキング工程な 
どでの位置決め操作を目的とした、形FZ3 ベースの

専用ソフトウェアです。 
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■仕様：USB フラッシュメモリ 

項目 
生産終了予定商品 

形FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL 
推奨代替商品 

推奨代替商品はありません 

インターフェイス USB 1.1 / 2.0 

 

動作電流 150mA以下 

動作温度/湿度 0～50℃ / 35～80%RH（結露なきこと） 

保存温度/湿度 －10℃～＋60℃ / 0～80％RH 

材質 PC（ポリカーボネート） 

質量 4.2g  

外形寸法（キャップ含む） 72mm（L）×17mm（W）×10mm（H） 

 
■ライセンス生成環境 

生産終了予定商品 
形FZ3-UPVD/UGI/UGIH/UAL 

推奨代替商品 
推奨代替商品はありません 

ライセンスの生成には以下のようなパソコンが必要です。 
CPU ： Pentium Processor 1.4GHz 以上 
OS ： Windows XP Professional SP2 以上 
メモリ ： 512MB（1GB以上推奨） 
ハードディスク空き容量 ： 300MB以上 
動作環境 ： Microsoft Visual .Net Framework2.0

Microsoft Visual C++ 2008 
 

 

 
 
 
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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