
www.scalereo.eu ®

デジタル3D顕微鏡。
めがね不要。人間工学デザイン。革新的。
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SCALEREOは、接眼レンズのないデジタル
3D作業顕微鏡です。3Dグローバルソリュー
ションズの特許取得済みグラスレス技術は、
人間工学に基づいた座位で4K 3Dスクリー
ン上での自由な作業を可能にします。座位で

ユーザーは自然な視界と優れた被写体鮮明
度を得ることができます。メガネをかけない
3D体験は、被写体の奥行きを3D画面で最
適に見ることができ、「感じる」ことができる
という点で大きなメリットがあります。

SCALEREO
新しい顕微鏡のカタチ
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産業と科学
従来の実体顕微鏡に匹敵するアプリケーション

品質基準を最適化し、 より高い効率を実現します。SCALEREOでは、
これまでにない高解像度3D表示による精確な作業が可能になります。
• 取付＆接着 
• バリ取り＆はんだ付け 
• 点検＆管理 

手と目の連動が容易なため、精密工学の作業をより丁寧に行うことがで
きます。遅延時間を最小限に抑え、リアルタイムで画像を表示します。

真の奥行き感、対象物の自然な見え方を実現する新次元です。
• 空間視。奥行き、距離、形状を完璧に りったいせい
• 画面上のデジタル
• メガネをかけている方に適しています。煩わしいことは一切必要あり

ません
• 専用メガネ、VRゴーグル、接眼レンズまたは時計用ルーペ
• 広い作業距離と自由な動き

3Dコア技術とリアルタイムステレオカメラの融合
デジタル、メガネなし3D

プリント基板の組み立てに最適です。はんだ接
合部の検査とリワーク

医療用部品の生産に適している

検査・品質保証に役立つ 安全性、機械加
工、3Dプリンティングにおいて

小型部品の高精度な組み立てや修理に最適で
す。
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機能部品
ノウハウがあり、信頼できる

工夫を凝らした2つのバリエーション
あなたにぴったりのSCALEREO 3Dマイクロスコープをお選びください。

designed
developed and

made in Germany

2

1 高精細グラスレス3Dディスプレイ
• 革新的な3D技術による独自の自然な表示 
• 人間工学に基づいた座位姿勢と自由な作業を可能にする統合3D画像追跡機能 
• 高さ調節可能、チルト角度調節可能 

中央信号処理装置
• テーブルの上に置くか、テーブルの下にマウントする

直感的な操作が可能なコントロールパネル
• 目的に応じて明るさ、ズーム、フォーカスをコントロール（P.11参照）
• SCALEREO Deskにオプションで追加可能なフットスイッチで、作業時に両手を自由に使うことが

できます。

3

4a SCALEREO Desk: 3Dカメラ付き卓上マイクロスコープ
• オートフォーカス付き無段階ズームシステム
• フレキシブルリングイルミネーションとイルミネーションスポット（P.9参照）

SCALEREO AddOn：既存の光学式実体顕微鏡を3Dにアップグレードします。
• AddOnモジュールは、既存の様々な実体顕微鏡に対応します。例：カールツァイス、ライカ、オリン

パスなどのブランドなど。

4b

• 革新的なスタンドアローンマイクロスコー
プ。デプスシャープ、デジタル、空間3D

• 曲がった姿勢でアイピースを覗きながら
作業していたのが、楽に正座して3Dモニ
ターで優れた3D映像を楽しむことができ
るようになったのです。

• 製品ラインナップの詳細はこちら は14ペ
ージに掲載されています。

SCALEREO AddONを使えば、既存の光学
顕微鏡を接眼レンズのないデジタル3D顕微
鏡に簡単に変換することができます。3Dアッ
プグレードは、すべての標準的なものに簡単
に装着することができます。マイクロスコープ（
平行光路の場合）。
• 鏡筒を取り外す
• AddOn モジュールを顕微鏡本体に設置

する に置く。
• スイッチオンで 
• デジタルでの作業を継続し メガネなし

3Dモニター付き顕微鏡
• 人間工学に基づいた快適な直立姿勢

で、3Dビューを実現。

4b

1

2

3

4a

取扱説明書は www.scalereo.eu/en/oi/
でご覧いただけます。
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トレーニング用顕微鏡として、あるいは会議の場で：あなたの知識と経
験を共有することができます。同時に、自分も相手も重要な内容を確認
し、モニター上で直接説明することができます。例えば、教室に装備する
だけでいいのです。の教室で、それを使って

ちなみに、SCALEREOでは、この他にも お客様の心を動かす 製品のユ
ニークな3Dエクスペリエンスをお客様に提供します。製品の3D体験、ノ
ウハウで納得させる。

新しいレベルのコラボレーションで、より速いプロセスを実現します。
3D画像をリアルタイムで簡単に見る・撮る・共有することができる 地理
的な境界のない 3Dスクリーン追加で を使えば、ライブ映像をさまざま
な場所に転送することができます。

実践のための実践より
教育および研修に最適 

革新的な分割型リング照明器具とライティングスポット。
低反射照明に適しています。
様々な照明モードで対象物を最適に照らしたり、お好みの明るさに連続
的に調光することができます。

SCALEREO Deskの調整可能なモード。
off、all、central、ring left、ring right、ring middle、ring all

完ぺきな光の中で 
あらゆる用途に最適な照度 



当社の3Dマイクロスコープは、人間工学に基づいた座り心地を実現して
います。特に時間のかかる作業では、より快適に、より疲れにくくすること
ができます。時間的な負担が大きい仕事 もう、前かがみで座っているこ
ともなく 腰痛になったら、何か体にいいことをしましょう。体や頭を自由
に動かすことができ、ディスプレイの高さや傾きも自由に調整することが
できます。仕事中の直立姿勢は、健康や集中力を促進します。

従業員の健康、ひいては会社の未来に投資することで、投資したその日
から利益を得ることができます。なぜなら、健康な従業員はより幸せで、
より効率的で、より質の高い仕事と生産性を保証してくれるからです。生
産性の向上

3D画面での人間工学に基づいた作業
より快適に、より健康に働くために

操作部による直感的な制御
ボタンひとつで目的地まで到達できる

1110

管球と接眼レンズが付いたクラシックな顕微鏡 デジタル接眼レンズレス3D実体顕微鏡 SCALEREO（スケレオ

SCALEREOは、自然な3D表示を実現します。目的に応じて、多彩な機
能をご利用いただけます。
• 必要に応じて、段階的に拡大または縮小が可能です。機能の速度は、

自身のペースに合わせて調整できます。
• 焦点面を上下に動かして、フォーカスを変更します。
• オートフォーカス（SCALEREOデスクのみ）も便利にご使用いただ

けます。
• エラー画像をごく簡単にデジタル保存し、プロセスの完全な文書化

を実現します。
• 動画の録画または画像の撮影が可能です。
• 特定の3Dビューをフリーズして、永続的に表示します。



1312

技術データ 
ハードウェア、ソフトウェアともに納得の品質 

リアルタイム画像追跡
によるモニター前での

自由な動き 

左右の眼に対する別 の々
画像情報により実現した

独特の立体感 

SCALEREOデスク：
倍率は最大20倍まで
無段階に変更可能 

3Dめがね不要のオー
トステレオ3Dモニタ

ー技術 

すべての技術データは 
www.scalereo.eu/en/td/ 

でご覧ください 

安心のサービス 
お客様のニーズと当社の目標 

当社の目標は、お客さまに当社製品に関する適切な技術的アドバイスを
提供することです。そのために、当社のソリューションをお客様の作業プ

ロセスに統合し、可能な限り最善のサポートを提供します。
企業でのライブデモに加え、貸出製品のテストの機会も提供します。シス
テムをご購入いただく際には、スタッフへのトレーニングや継続的なサポ

ートによって、企業への導入をサポートします。
ご質問やご提案に関しては、専門アドバイザーにご相談いただくか、ウェ

ブサイトのFAQをご参照ください。

SCALEREO Desk SCALEREO AddOn
照度 最大35,000ルクス

作業エリアの均一なLED照明

使用する顕微鏡システムに依存：
Zeiss、LeicaまたはOlympus 

拡大 最大20倍まで無段階に調整可能
（光学10倍+デジタル2倍ズーム）

動作距離 200ミリメートル～300ミリメートル

視野角 14ミリメートルから250ミリメートル

オートフォーカス はい

解像度 25 Lp/mm、可視構造幅20マイクロメートルに対応

ディープフォーカス 倍率と絞りの設定に応じて3ミリメートルから20ミリメートル 

3D-DISPLAY

解像度 
4K（3,840×2,160 
）超高画素の 
13.3インチ対角スクリーン 

画像追跡のモード fine, coarse, off, 2D forced

視認距離 約50～80センチメートル（理想的には65センチメートル）
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3D Global Groupのメンバーとして、有限会社3D Global 
GmbHは、特許技術に基づく自動立体3Dスクリーンとシステム
ソリューションを販売しています。裸眼立体視空間体験の新時
代に向けた3Dソリューションによって、世界中で事業展開する
グループです。3Dスクリーンの開発および生産のバリューチェ
ーン全体を管理し、
特別な用途への使用を可能にしています。パートナー企業と協
力し、カメラシステム、画像処理の最適化により、世界でも比類
なき3D画面で最高のライブ映像をご覧いただけます。

シンプルにフィット
用途に最適なソリューション

枠にとらわれない発想 
個別のプロジェクト 

３D画面 

• 異なるサイズ 
• 画像追跡あり・なし
• 各種キャリアと 取り付けシス

テム

3Dカメラ 

• ズームレンズあり・なし
• 異なる動作距離
• オートフォーカスまたは固定焦

点距離 

算出単位 

• 使用する画面、カメラ、動作要
素に応じて、プロジェクトに適
した選択が可能

• さまざまなインターフェースを
介して、コンピューティングユニ
ットを既存システムに接続

三脚

動作要素 

• 各種ハンドコントロールユニッ
ト搭載 

• 無線フットスイッチ 

• 作業環境に当社システムを最
適に統合する個別キャリアシス
テムを実現

• 側面図などのための柔軟な保
持システム 品質保証や生産に関する特別な課題をお持ちですか？当社の3D技術

と開発により、お客様と同じように個性的な、役立つ効率的なソリューシ
ョンを共に見つけ出します。私たちが実現させます。ご連絡ください。

また、お客様との相談やアドバイスの後、標準品に加え、カスタ
マイズされたソリューションも提供しています。その際、既存の
コンポーネントの豊富なポートフォリオを活用し、プロジェクト
ソリューションとして個別にまとめ、お客様の用途に合わせた特
別なソリューションで拡張することが可能です。

当社のテクニカルアドバイザーが、最適なアドバイスをさせてい
ただきます。プロジェクトに合わせた部品選定が可能です。

3D Globalの明確な目標は、お
客様やパートナーに、世界最高
の3Dスクリーンを提供すること
です。
Dr. Matthias Hohenstein,
代表取締役社長



3D Global GmbH 
Robert-Bosch-Str. 33 
73431 Aalen 
ドイツ
+49 7361 528299 – 0

info@scalereo.eu 
www.scalereo.eu

®

新しい顕微鏡のカタチ―デジタルかつグラスレス3D 

貸出ライブデモ 製品に関するアドバイス 

ご用件をお聞かせください。


