サービスのご紹介
卓上・ポータブル型 pH・水質計
HORIBAのノウハウを凝縮したラボ用pH・水質計。
その能力を最大限に引き出す、
充実のサービスメニューをご用意しております。
対象機種：F/DS/D/ES/OMシリーズ

点検 / 修理
01

Maintainance / Repair

メーカー点検 / 修理 (返送)
¥21,000/台〜

◆見積り手続き不要のスピード定額対応
◆専任技術者による信頼の作業

※1 ※3 ※4

オプション

代品貸出しも承ります！( 有償 )
ご希望される方は、お気軽に各サービス

02

標準点検 (現地)
¥35,000/台〜，¥91,000/5台〜

03

※1 ※3 ※4

電極組合せ点検 (現地)
標準点検＋¥26,000/ 台〜

※1 ※4

◆まとめてのご依頼でお得に

◆新しい電極をご使用される前に専任技師による信頼の点検を現場で
◆まとめてのご依頼でお得に
HORIBAでは、古い電極や装置を廃棄される前にも、それまでの測定結果を確認する為に
点検されることをおすすめしております。

04

バリデーション(IQ/OQ/PQ)(現地)
¥120,000/ 台〜

※1

◆まとめてのご依頼でお得に
※派遣費・交通費含みます。

日本薬局方(JP16)対応オプション
もご用意しております！
HORIBA 標準液(133μS/cm)を同時にご注文で、
標準液標準価格から10%OFF

Certification

トレーサビリティー証明書類
¥14,500〜

02

◆試運転・移設とともに信頼も

オプション

※ドキュメント費含みます。

証明書類
01

ステーションにお問い合わせください。

◆返送不要の現場ソリューションを

※5

JQA検定代行
¥32,500〜

◆証明書発行で信頼をご提供

※5

◆JQA検定をメーカー点検時に追加
◆計量法準拠の証明書を発行
※F-73/D-73 本体は、2 チャンネル pH 測定可能な機種のため、2 台分の料金がかかります。
※既納品の電極の代行は行っておりません。また、古い本体については別途ご相談ください。

03

点検作業要領書
¥8,000〜

◆ご要望にお応えして新たにラインナップ

※5

※1 仕様・ご依頼内容により金額は異なります。

※4 派遣費・交通費・は含みません。

※2 送料を含みます。

※5 発行には点検作業が必要ですので、同時に点検作業もご依頼ください。

※3 電極の点検は、
「3. 電極組合せ点検( 現地)」をご利用ください。

安心のサポート拠点

Service Station

全国27カ所
充実のサービスネットワーク
現地作業をご依頼の場合、お近くの有資格技術者
所在SSより現地へ派遣。

北海道 S.S.

据付から点検まで、Face to Faceで安心を
ご提供します。
北陸 S.S.
本社／京都 S.S.

東北 S.S.

大阪 S.S.

福島 S.S.

兵庫 S.S.

栃木 S.S.

岡山 S.S.

つくば S.S.

広島 S.S.

鹿島 S.S.
山口 S.S.
九州 S.S.

埼玉 S.S.
千葉 S.S.

東京 S.S.
横浜 S.S.
四国 S.S.

熊本 S.S.

西東京 S.S.

三重 S.S.

グローバルに展開しているHORIBA
グループで、お客様のグローバル事業を
サポートします。

富士 S.S.

名古屋 S.S.
大分 S.S.

海外にも
サポート拠点を配置

浜松 S.S.

東海 S.S.

Europe
Northampton,UK

Asia
Shanghai,China
Beijing,China
New Delhi,India
Pune,India
Singapore
Hanoi,Vietnam
Seoul,Korea

USA
Irvine CA,USA

詳細につきましては各サービスステーションまでお問い合わせください。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
●このカタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載の製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談下さい。
●このカタログと実際の商品のの色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログに記載されている価格は希望販売価格（税抜）です。
詳しくは代理店、販売店にお尋ねください。
●点検・修理 , 証明書類 , 消耗品・部品ご購入のお問い合わせ

HORIBAは分析・計測技術で
地球環境保全に貢献します

株式会社 堀場テクノサービス
本社 / 京都サービスステーション
〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地
http://www.hts.horiba.com
北海道 (011)207-1801
千 葉 (0436)24-3914
東 京 (03)6206-4750
浜 松 (053)464-1339
三 重 (059)346-2706
四 国 (087)867-4821
九 州 (092)292-3597

東 北 (022)308-7175
鹿 島 (0299)91-0808
西東京 (042)322-3211
東 海 (0565)37-3510
京 都 (075)313-8125
岡 山 (086)448-9760
大 分 (097)551-3982

(075)313-8125
福 島 (024)521-5196
つくば (029)863-7311
横 浜 (045)478-7018
名古屋 (052)705-0711
大 阪 (06)6150-3661
広 島 (082)283-3378
熊 本 (096)279-2985

●製品の技術的なご相談、本体ご購入のお問い合わせ

株式会社 堀場製作所
カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル

0120-37-6045

受付時間 /9:00〜12:00、13:00〜17:00【祝祭日を除く月〜金曜日】
※携帯電話・PHS からでもご利用可能です。
※一部の IP 電話からご利用ができない場合がございます。
パンフレット No.HTS-0072B

栃
埼
富
北
兵
山

木 (028)634-6098
玉 (048)298-6871
士 (0545)33-3152
陸 (076)422-6112
庫 (079)284-8320
口 (0834)61-1080

