
自動プログラミングに各種オプションを
提供し価格対性能を向上

スループット
・高密度 Flash デバイス向け、クラス最高速

自動プログラミング
・ハンドラ スループット 1350/pph（トレイ

／トレイ、ビジョンシステム／マーキング
なし、書込み時間 0 の場合）

・書込み／ベリファイ速度、0.19sec/Mbit
以下

コスト
・低価格なパーツあたり書き込み
・高生産性、低設備投資および低価格消耗

部品

品質
・多くの納入実績、稼動開始日より高品質製

品の生産

柔軟性
・豊富なメディアオプションを容易に着脱、

交換

最高 16 デバイス同時書きこみ
・最高 4 プログラミング・ステーション、16

デバイスソケット同時書き込み

投資を最適化
・PS ファミリの GUI、FC プログラマ・テク

ノロジ、アダプタ群、アルゴリズム、プロ
グラミング・ジョブファイル、トレイ、テ
ープ、チューブおよびマーキングオプショ
ンを共有

PS288FC は、小／中量ロット書き込みニーズへの最適解を提供します。予想不可

能なロットの量と絶え間なく変化する書込み要求に応じることができます。 スループ

ットやデバイスあたりのコストを妥協せず、高速な段取り替時間を提供し、厳しいビ

ジネス環境に柔軟に対応します。実績のある PS ファミリと FlashCORE プログラミ

ングアーキテクチャに基づき、さらに、高いコンポーネントハンドリング性能を提供し

ます。PS ファミリで共通な直感的ユーザインターフェースは、オペレータの疲労とト

レーニングの必要性を減らします。PS288FC は、挑戦を余儀なくされる現代のビジ

ネス環境においてプログラミング投資を無駄なく、効率を最大化します。 

テクノロジ
FlashPAK、PS588FC、ProLINE- ロード
ランナーおよび FLX500 と共通な高速書き
込みエンジンアーキテクチャ - FlashCORE
・大容量デバイス書き込みに対応
・システム構成の最適化で生産性の向上、書

き込みコストの低減

高速段取り替え時間
・多品種、中量用途に最適化
・データファイル、メディアおよびアダプタを

含む段取り替え：一般的な 16 ソケット同
時使用、トレイ/ トレイの構成からトレー
／テープ（自動ラベル含）へ 10 分以内で
変更、ティーチング、校正不要。

グローバルなサポートとサービス
Data I/O の世界中のどこでも現地サポート
を提供

モジュラーコンセプト
PS シリーズ自動プログラミングシステムは、
GUI、FlashCORE テクノロジ、消耗品、ア
ルゴリズム、プログラミングジョブファイル、
および、トレイ、テープとチューブなどメディ
アオプションを含む多くの同じコンポーネン
トを共有しています。PS シリーズモジュラー
コンセプトにて投資の回収を何年にもわたり
有効に行うことができます。

小フットプリント
少 量 ロ ット 書 き 込 み の 要 求 に 答 える た
め、PS288FC 自動 プ ログラマは、大 型
PS588 と全て同じ特長を持ちますが、小ス
ペース筐体にまとめられています。

製品段取り替え
PS288FC は、可変ロットサイズと即座な
製品段取り替を含む柔軟、中規模、多品種プ
ログラミング環境での使用を特に考慮し開発
されました。 

価格対性能
PS288FC は、生産性と価値（高度に自動
で非常に柔軟、コンパクト設計）に対して完
全に新しいベンチマークを提供し、新しい価
格対性能セクタを創造します。

多品種プログラミング
難しい多品種プログラミングへの対応のた
め、大型大量システムと同様、同質な制御、
精密さ、および、一貫性を提供します。

生産性の向上
PS288FC は、高度信頼性システムプラット
フォーム、低価格での導入、実績のある品質
性能、操作の容易性、および、Data I/O 社
グローバルサポート組織により生産性を最大
化します。

中量／多品種用途に最適化した自動デバイスプログラミングシステム - PS288FC
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Data I/O 社グローバル拠点
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  TEL：+1.425.881.6444 / 800.332.8246 http：//www/dataio.com
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システムコンポーネント

・ピック／プレース、マーキングおよびメディア転送サブシ
ステムから構成 

・高性能サーボドライブシステムの X-Y ロボット
・ピック／プレース精度：0.038mm
・シータ軸精度：0.07 度
・X, Y, Z およびシータ回転
・プレース力：<10N
・ビジョン調整と自動校正
・コンポーネント処理範囲：600mil DIP を含み SOIC8 - 

QFP256
・容易な GUI で簡単なマシン設定と診断
・高レベルの品質を保証し、スループットを最適化するた

め、スマートにデバイス位置調整を行う上方監視カメラ
・コンパクトなフットプリントにより床スペースの節約

プログラミングモジュール
・FlashCORE 大容量メモリ、高速コントローラにより、書

込み時間の低減、大容量デバイスのサポート
・4 つの FlashCORE プログラミングステーション、最大 16

プログラミングサイト同時書きこみ
・書込みサイズ：使用 PC メモリカード容量まで
・BGA/uBGA/QFP パッケージ用 HIC（ 高 挿 抜 カウン

ト）アダプタを提供、デバイスあたり最小挿抜コスト - 
250,000 挿 抜 / ソケット。高イールド（成功率） - 通常
99.8％。

・パッケージアダプタ段取り替時間は、通常プログラミング
ステーションあたり 1 分以内。

・高プログラミングイールドを保持するため、全プログラミ
ングステーションは、独立動作。

・デバイス毎にシリアル番号マスタファイルからシリアル番
号書き込み

・シリアル番号をマーキングオプションに転送
・ “ソケット内デバイス”テストでプログラミングエラーを

回避
・ユニークなプログラマ選択機能でロードされる次のジョ

ブ更新

デバイスサポート
・Flash メ モ リ：NOR、NAND、Disk On Chip、MCP、

Super AND.
・マイクロコントローラ：各種

パッケージサポート
・PLCC、SOIC、SON、WSON、SSOP、CSP （BGA、

uBGA 、FPGA）、QFP、TQFP、TSOP

デバイステスト
・コンティニュイティ、チェックサム、ブランクチェック、

誤挿入、テスト、ベリファイ、裏デバイス、2 パスベリフ
ァイ

規格コンプライアンス
・CE

入出力メディアオプション
・入出力メディアの任意の組み合わせ可能
・通常テープで 5 分以下、トレイで数秒の高速段取り替時

間
・テープ入出力、チューブ入出力、2 JEDEC/ 非 JEDEC

トレイ（マニュアル／自動）
・デバイスリジェクト用トレイ位置
・プログラミング無しでのメディア転送可能（例：テープ／ト

レイ、トレイ／テープ、マーキング含む）
・テープ入力：12-56mm
・テープ出力：8-56mm
・カバーテープ、圧力または、熱シーラー
・チューブ入力と出力
・トレイフィーダ入出力 JEDEC （TF20）
・トレイフィーダ入出力 非 JEDEC （TF30）

マーキングオプション
・CO2 レーザ
　– 電力：0 - 10 W
　– スポットサイズ：0.29 mm
・ラベラー
　– タイプ：サーマル
　– ラベル：一般ポリエステルとカプトンを含む標準材質
　– サイズ：各デバイスパッケージに対応

システム内蔵 PC
・プロセッサ：Pentium 4
・OS：Windows XP
・ドライブ：USB2.0 および CD-RW
・ネットワーク：RJ45 イーサネット（LAN/WAN）

ピック／プレース・システムソフトウェア
・ユーザインターフェース：
　– タッチスクリーン
　– モニタ：800 x 600 SVGA 12.5” TFT
　– 機能とレポート
　– タスク定義、設定、レポートファイル
　– エラートラッキング 
　–OS：Windows XP

サービス用スペア
・PS288FC メンテナンスキット
・PS288FC 基本スペアキット
・PS288FC 補助スペアキット
・PS-FlashCORE スペアキット

サポートオプション
・オペレータトレーニング
・年間プログラマサポート（APS）

電源仕様
・電圧：208 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1 PHz
・10 A 最大

圧縮空気仕様
・エアー圧：80psi  （5.5 bar）
・エア流量：3 CFM （85 リッター /min.）

温度（運用時）
・+13℃ 〜 +30℃

湿度
・35% 〜 90% RH 非結露

ノイズ
・< 60 db

物理寸法 （オプションベイなし）
・設置床長さ ：1117 mm （モニタ含む）
・設置床幅 ：1473 mm （モニタ含む）
・長さ ： 889 mm 
・幅 ： 762 mm 
・高さ ： 1625 mm 

出荷寸法（オプションベイなし）
・長さ ： 1625 mm 
・幅 ： 1220 mm 
・高さ ： 1905 mm 

出荷重量
・422 kg 

仕様


