
26 18.74 19.13 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:44.01 

ｹﾞｲﾝ:50.0dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



25 18.74 22.32 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:44.01 

ｹﾞｲﾝ:56.0dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



28 18.74 18.74 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:38.01 

ｹﾞｲﾝ:56.0dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



39 18.74 18.97 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



39 18.74 18.97 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



39 18.74 18.97 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



LOS 18.74 LOS 32.55 21.44 
 

     
単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



LOS 18.74 LOS 32.55 21.44 
 

     
単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



25 18.74 19.16 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



26 18.74 18.75 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



26 18.74 18.75 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



26 18.74 18.75 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



26 18.74 18.75 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



29 18.74 18.96 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



29 18.74 18.96 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



36 18.74 18.78 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



36 18.74 18.78 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



29 18.74 23.67 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



28 18.74 19.06 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



28 18.74 19.06 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



27 18.74 19.72 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



27 18.74 19.72 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



32 18.74 18.86 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



32 18.74 18.86 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



75 18.74 18.94 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



75 18.74 18.94 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:86.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



36 18.74 18.84 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:66.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



36 18.74 18.84 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:66.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



34 18.74 18.80 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:79.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



34 18.74 18.80 32.55 21.44 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:79.01 

ｹﾞｲﾝ:66.4dB PRF:1292Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:0.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-13 終了角度:13 角度ｽﾃｯﾌﾟ:0.5 

 

 

 

 

 



31 18.74 18.88 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



31 18.74 18.88 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



30 18.74 19.35 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



30 18.74 19.35 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



31 18.74 19.37 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



31 18.74 20.73 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



28 18.74 19.60 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



26 18.74 23.23 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



40 18.74 20.17 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 

 

 

 

 



28 18.74 19.32 32.55 11.81 
 

1L1 
    

単位:MM - PA 

 

遅延:0.00   レンジ:109.39 

ｹﾞｲﾝ:72.4dB PRF:1520Hz モード:一振動子 

音速:1530m/s 周波数:5.00MHz ﾌｨﾙﾀ:1.5-8.5 

ゼロ:0.000µs ﾊﾟﾙｽ電圧:100V 検波:フル 

屈折角:-1.0° ダンプ:50Ω 板厚:50.00 

ﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ:0 パルサー:スクエア ﾋﾞﾃﾞｵﾌｨﾙﾀ:高 

スタート:18.74 幅:8.20 閾値:25% アラーム:オフ 
 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ID:5L16-A10P 
ｳｪｯｼﾞ ID:NoWedge 開始角度:-30 終了角度:30 角度ｽﾃｯﾌﾟ:1 

 


