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特長

オートスリープモード

未使用時、自動でスリープモードへ切り替わるので
消費電力を削減

用途に応じた測定プローブ

ボールプローブ、タッチプローブ、針プローブ、
延長プローブなど、さまざまなタイプのプローブ
を使用可能

内蔵式カウンターバランサー

片手でも操作が可能でストレスフリーの操作性を
実現。オペレーターの負荷を軽減

精度アップ＆コストダウン

前身のTitanium FaroArmに比べ15%の精度UP

温度・負荷センサー内蔵

測定器の温度変化や、各軸への負荷を感知する
センサーを内蔵し、保証精度を確保

定盤用クイックマウント

短時間であらゆる環境に設置し、製造現場での
測定およびダウンタイム軽減を実現

  多関節構造による自由度の高さ

  ストレスフリーの無限回転軸

  バッテリー標準装備

  測定ニーズにあわせ、4サイズ2種類から、

最適なモデルを選択可能

 軽量コンポジット構造

航空宇宙 : アラインメント、治具・金型・パーツ検査、修理補修

自動車 : パーツ検査、組み付け検査、リバースエンジニアリング

板金/金型 : 試作品検査、製品検査、データ収集

生産設備 : 設備位置検査、検査ジグ作成

妥協しない品質、高い費用対効果を実現

製品と工程を世界最高レベルにするために、高精度、耐久性、高費用対効果をこ

こまで可能にしたポータブル3次元測定器は、FaroArm® Fusion(ファローアー

ム・フュージョン)をおいて他にはありません。旧製品を下回る価格帯を実現しな

がらも、高精度かつ最高級アームFaroArm® Quantum(ファローアーム・クア

ンタム)の次世代性を継承するファローアーム・フュージョンは、検査、CADと

の比較、リバースエンジニアができるオール・イン・ワン型のポータブル式アーム

型３次元測定器です。

Bluetooth®内蔵で完全ケーブルレス

最大10mまでワイヤレス測定が可能
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FaroArm テスト方法 (ASME B89.4.22規格を準拠しています。)

測定精度（二点間距離）：トレーサビリティ保証された距離ゲージを、さまざまな位置・方向からFaroArmにて計測し、測定領域内の精度を分析しています。この方法は、多関節
測定器の精度特定方法として利用されています。

定点繰返し精度  (最大―最小)/２：FaroArmのプローブを円錐形のソケットに置き、あらゆる方向・角度から定点を複数測定します。その定点測定値のXYZ偏差領域を分析した
値を精度表記として使用しています。この方法は、多関節測定器の再現精度特定方法として最もよく利用されています。

精度仕様

モデル 
(測定範囲)

測定精度
（二点間距離） 定点繰返し精度

FaroArm
質量

6軸 7軸 6軸 7軸 6軸 7軸
 Fusion

1.8 m (6 ft.)
±0.051 mm  
(±0.0020 in.)

±0.064 mm  
(±0.0025 in.)

0.036 mm 
(0.0014 in.)

0.046 mm 
(0.0018 in.)

9.30 kg
(20.5 lbs.)

9.50 kg
(21.0 lbs.)

 Fusion
2.4 m (8 ft.)

±0.061 mm 
(±0.0024 in.)

±0.071 mm  
(±0.0028 in.)

0.043 mm
(0.0017 in.)

0.051 mm  
(0.0020 in.)

9.50 kg
(21.0 lbs.)

9.75 kg
(21.5 lbs)

 Fusion
3.0 m (10 ft.)

±0.104 mm  
(±0.0041 in.)

±0.124 mm  
(±0.0049 in.)

0.074 mm 
(0.0029 in.)

0.089 mm  
(0.0035 in.)

9.75 kg  
(21.5 lbs)

9.98 kg
(22.0 lbs.)

 Fusion
3.6 m (12 ft.)

±0.147 mm 
(±0.0058 in.)

±0.175 mm
(±0.0069 in.)

0.104 mm
(0.0041 in.)

0.124 mm
(0.0049 in.)

9.98 kg
(22.0 lbs.)

10.21 kg
(22.5 lbs.)

測定器仕様

認証: MET (UL、CSA認証) • CE 準拠 • 指令 93/68/EEC, (CE マーキング) • 指令 89/336/EEC, (EMC) • FDA CDRH, 21 CFR 1040.10、J 項
 測定、制御および試験用電気機器　EN 61010-1:2001, IEC 60825-1, EN 61326
 電磁適合性 (EMC)　EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
米国特許: 5402582, 5611147, 5794356, 6366831, 6606539, 6904691, 6925722, 6935036, 6973734, 6988322, 7032321, 7043847, 7051450, 7069664, 7269910, D607350

動作温度範囲 : 10°C ～ 40°C
温度変動 : 3°C / 5分

湿度 : 0-95%、結露なし 
電源 : ユニバーサル電源対応

  85-245VAC,  50/60 Hz

詳しくは  www.Faro-Arm.jp をご覧ください
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