金属 検出機

国内営業所

総合編

海外代理店

お問合せは下記まで
改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

本社・工場
〒940-2127 新潟県長岡市新産 3-5-2
TEL：0258-47-1377 FAX：0258-47-0161
札幌営業所
〒065-0041 北海道札幌市東区本町一条 2 丁目 2 番 17 号
TEL：011-299-2551 FAX：011-299-2554
仙台営業所
〒982-0015 宮城県仙台市太白区南大野田 24-4-103
TEL：022-304-3031 FAX：022-304-3032
新潟営業所
〒940-2127 新潟県長岡市新産 3-5-2
TEL：0258-47-1677 FAX：0258-47-0161

ハンバーグ弁当

東京営業所
〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 3-28-6 B-102
TEL：048-872-0211 FAX：048-729-6355
静岡営業所
〒422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町 9-11
TEL：054-202-9045 FAX：054-202-9046
富山営業所
〒930-0056 富山県富山市南田町 2 丁目 6 番 6 号
TEL：076-464-5699 FAX：076-464-5571
名古屋営業所
〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原 2 丁目 2 番 33 号桐美ビル 6 階
TEL：052-331-1222 FAX：052-331-1288
関西営業所
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町 6 丁目 10-39
TEL：06-6423-9133 FAX：06-6423-9157
広島営業所
〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内 5-10-13-101
TEL：082-831-7401 FAX：082-831-7402
四国営業所
〒791-1106 愛媛県松山市今在家 1 丁目 11-32
TEL：089-948-4717 FAX：089-948-4718
福岡営業所
〒811-1323 福岡県福岡市南区弥永 3 丁目 19 番 1 号 102 号室
TEL：092-915-9120 FAX：092-915-9121
鹿児島営業所
〒890-0001 鹿児島県鹿児島市千年 2 丁目 1-3-103
TEL：099-298-9603 FAX：099-298-9604
海外代理店
韓国・台湾・中国・フィリピン・タイ・シンガポール
オーストラリア・ヨーロッパ地域・アラブ首長国連邦
マレーシア・インドネシアベトナム

http://www.system-square.co.jp
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製品の特長
「Ｖモード検査」 新方式

レベルメーター表示

複数位相で商品特徴を可視化することで微細な変化を
識別し、高感度を実現。
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良品波形

種類の検査機能

種類の検査画面

ＮＧ波形 ( 緑 )
NG
NG

位相

使う人を選びません。

常に最先端の高感度を目指しています。

位相

作業者に優しい操作性

磨き続けた基本性能

NG

B

B

NGライン
NG
位相 A

位相 A

ワンタッチで
表示切り替え

検査数表示
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検査結果の倍率表示
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商品影響度

低周波 ( 鉄用 )
商品影響グラフ
高周波 ( 非鉄用 )

検査ポイント

V モード検査時の感度比較

位相角

※検出感度は、商品により異なる場合があります。

はんぺん

Ｖモード検査 従来機 (通常検査)

【Meta Hawk３-3008】【META HAWKⅡ 3008】

商品名入力画面

商品選択画面

選別機設定画面

商品名の入力もラクラク！漢字変換機能も
搭載

登録してある他の商品も一目瞭然

イラストやグラフを多用した分かりやすい
説明表示

誰でも簡単に自動で感度設定
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スライスハム

ソーセージ

Ｖモード検査 従来機 (通常検査)
ἴὊἛ

鉄系と非鉄系､両方の異物を同時に感度良く検出可能 (２周波検査
技術は当社が世界で初めて量産機に搭載し､10 年以上の実績があ
ります )

2 周波検査イメージ

大

小

大画面タッチパネルならではの快適な操作性

２周波検査

進化したＥＣＰ機能
商品の影響をカットし、感度をアップさせる「ECP 機能」が、最
先端技術を用いてさらに進化。水分や塩分を多く含んだ商品影響
の大きい物から、商品影響の小さいもので も威 力を発揮します。
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Ｖモード検査 従来機 (通常検査)

【Meta Hawk３-3008】【META HAWKⅡ 3008】
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【Meta Hawk３-3008】【META HAWKⅡ 3008】
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より高感度を得るためには
製品
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適切な大きさのコイルを選ぶ

個包装の状態で検査する

商品に合わせたコイルサイズを選ぶことが大切です。

小さなコイルで検査することで、感度アップが期待されます。
検出感度
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冷凍品
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難しかった検査モードの選択も…

画面の通りに操作するだけで、

誰でも最も良い感度に設定できます。

半解凍品

冷蔵品

常温品

高温品

検査品を均一な厚みにする・薄くする

商品の温度を低くする・温度変化がないようにする

均一で薄い商品や、偏りが無いほうが、安定した感度を保てます。

温度が上がるほど商品影響が大きくなります。

製品の特長

充実の
管理機能

USBデータ管理 ( オプション )

コンベア簡易脱着

USB メモリを使用して、パソコンへ履歴データを移して利用できます。(10,000 件保存可能 )

頻繁に清掃が必要なコンベア部は、工具なしで簡単に脱着できるので、洗浄も楽々！

2014/03/12 11:43 検査開始

No.1

商品名 ウインナー２
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2014/03/12 11:44 P

LV=40.0

AD=400
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1*ಸ⋡
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2014/03/12 11:45 検査終了

TOTAL=53

OK=50

NG=3
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2.ಶᩘ

1*ಶᩘ

清掃性

大型機 ( オプション )

小型機

2014/03/13 10:36:54 検査開始 No. 2 商品名 ハンバーグ
2014/03/13 10:36:54 F LV=10.0 AD=100
2014/03/13 10:36:55 検査終了 TOTAL=35 OK=80 NG=2
…
※パソコンでの表示イメージ

シンプル構造
シンプ
プル構造

豊富な履歴機能

防水タイプ機はシンプルなフレーム構造でオ
防水タイプ機はシンプルなフレーム構造でオールステンレス仕様。清掃しやすく、衛生的です。
タイミングベルトはフレームの外側にあり、搬送ベルトと干渉しません。

汚れがたまりにくく、清掃が容易なフレーム

検査履歴

統計表示

イベント 機械設定変更などの作業履歴
エラー 機械・ソフトのエラー履歴

干渉しないタイミングベルト

点検検査履歴

検査開始から終了までの総合履歴。検査 最終点検時の記録が残り、後からも確認が
結果の日報として利用できます。
可能。定期点検のもれ防止にも有効。

ネットワークによる管理 ( オプション )

防塵・防水規格 IP66 を準拠

LAN 接続によって、複数台の機械のデータをパソコンで管理できます。

水物のラインにも高感度対応。水洗いも可能です。

ライン B

防水性

水温

洗剤

清掃用具について

事務所 ( パソコン )

ライン A

水頭
1m 以下

ハブ
ライン C

アクセスモード選択
⟶⌮࣮ࣔࢻ
࣮ࣘࢨ࣮࣮ࣔࢻ
アクセスモード変更にはパスワード入力が必要

水道水

軟性プラスチックブラシ
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オゾン殺菌、アルカリ性、
酸性洗剤、塩水等を使用する
場合はご相談ください。

金属ワイヤブラシ

ရ㉁⟶⌮ࡢ㔜せᛶࡀࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

不慣れな作業者による、誤った設定変更などを防ぎます。モードの変更には
パスワードが必要です。
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通信機能を強化
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シリアル４ポート、LAN を装備し、パソコン通信、ラベラー連動、バーコード
連動、プリンタ取り付けなど同時に使用可能。
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