


指示
変換器

温度センサ内蔵
液アース極

液絡チップ

現場形 工業用水質計

上水から排水処理まで、
環境のあらゆるプロセスを分析する
フルラインアップ登場。

直射日光や風雨から保護する屋外用フード

堅牢なアルミダイカストケース

見やすい大型表示部

前面で手軽に扱える操作キー

内部腐食を防止するためにパージ用エアを供給

屋外メンテナンスに安心な落下防止タイプのネジを採用

現場での使用を徹底追求した基本設計。

用水からプロセス、排水監視までトータルでご提案します。

メンテナンス性の高い電極で実用性UP!
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ガラスチップ

pH電極は、メンテナンス性・コストを考えて、耐高アルカリ、
耐フッ酸の機能を高めた新型を開発。さらに、洗浄機能を高
めてメンテナンス頻度を従来の1/2にしました。
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ホルダ セサリ

2014年を目標年度とする第7次水質総量規制ついてまとめられた報告案によれば、
底生生物をはじめとする水生生物の生息に影響を与える「底層DO（溶存酸素）」や、
水草の生育に関係のある「透明度」などの指標を追加することを提案しています。
H-1シリーズはこれらの項目にも対応した総合的な排水プロセスの分析に対応しています。

を分析する水質 Water

現場形工業用水質計H-1シリーズは、

水質の総合的な計測・管理のために必要な測定項目を

トータルにラインアップした現場設置形の水質計シリーズです。

各現場プロセスでの厳しい条件に対応するために

をキーワードに自社開発。

第7次水質総量規制などの規制に対応し、上水処理、排水処理など、

自然環境から生産設備の水処理プロセスまで

多様な用途に的確に対応するラインアップを整えています。

pH ORP DO ResistF
-

COND

1       2

センサ

取付
など 取付も安心。

底層DO（溶存酸素）、透明度も追加が検討されています。

第7次水質総量規制（2014年目標）
DO TURB

Tough
Easy

maintenanceIntelligence
（堅牢性） （機能性） （保守性）

中央監視施設のあるプロセスなどに適した
　　　　　　ラインアップもご用意しています。2線伝送式

新開発DOセンサは、センサチップ
の交換方式と、隔膜交換再生方式
の２つのセンサメンテナンス手法を
両立させた構造。コストダウンと
メンテナンスの簡便化を運用レベ
ルで自在にコントロールできます。

取付のためのホルダも多様にご用意
しています。各センサの用途や条件な
どを考慮して、浸漬形、流通形などを
ご用意。環境に応じた洗浄器なども
ラインアップしています。

pH ORP DO Resist RC MLSS TURBF- COND

水処理施設のあらゆる測定項目をフォロー。

N E W

長寿命 &
メンテナンス負荷

50%
削減

水 環 境



指示
変換器

温度センサ内蔵
液アース極

液絡チップ

現場形 工業用水質計

上水から排水処理まで、
環境のあらゆるプロセスを分析する
フルラインアップ登場。

直射日光や風雨から保護する屋外用フード

堅牢なアルミダイカストケース

見やすい大型表示部

前面で手軽に扱える操作キー

内部腐食を防止するためにパージ用エアを供給

屋外メンテナンスに安心な落下防止タイプのネジを採用

現場での使用を徹底追求した基本設計。

用水からプロセス、排水監視までトータルでご提案します。

メンテナンス性の高い電極で実用性UP!

1

1
2
3
4
5
6

3

4

5

2

6

ガラスチップ

pH電極は、メンテナンス性・コストを考えて、耐高アルカリ、
耐フッ酸の機能を高めた新型を開発。さらに、洗浄機能を高
めてメンテナンス頻度を従来の1/2にしました。

独自の

新開発 DOセ

DOプローブ

保護カバー

DOチップ

温度センサ
（Pt1kΩ）

極ホルダ

パッキン

フクロナット

隔膜キャップ

高度水処理

放流水

負荷量演算器

中和剤 栄養剤

曝気用エア

原水槽

中和槽

排水

助剤凝集剤

活性汚泥曝気槽 沈殿槽 沈殿槽

シックナ

（テレメータ）

処理水槽

ろ
過
器

［排水処理プロセス］

F

高濃度

高濃度

高濃度

F

DO

pH

pHCOD

pH UV

ORP

COND

TURB

MLSS
SL

SL

SL

MLSS

高濃度

MLSS

MLSS

N P

MLSS

脱水機自前焼却 or 産廃業者

凝集槽

COD

SS

汚泥貯槽

ホルダ セサリ

2014年を目標年度とする第7次水質総量規制ついてまとめられた報告案によれば、
底生生物をはじめとする水生生物の生息に影響を与える「底層DO（溶存酸素）」や、
水草の生育に関係のある「透明度」などの指標を追加することを提案しています。
H-1シリーズはこれらの項目にも対応した総合的な排水プロセスの分析に対応しています。

を分析する水質 Water

現場形工業用水質計H-1シリーズは、

水質の総合的な計測・管理のために必要な測定項目を

トータルにラインアップした現場設置形の水質計シリーズです。

各現場プロセスでの厳しい条件に対応するために

をキーワードに自社開発。

第7次水質総量規制などの規制に対応し、上水処理、排水処理など、

自然環境から生産設備の水処理プロセスまで

多様な用途に的確に対応するラインアップを整えています。

pH ORP DO ResistF
-

COND

1       2

センサ

取付
など 取付も安心。

底層DO（溶存酸素）、透明度も追加が検討されています。

第7次水質総量規制（2014年目標）
DO TURB

Tough
Easy

maintenanceIntelligence
（堅牢性） （機能性） （保守性）

中央監視施設のあるプロセスなどに適した
　　　　　　ラインアップもご用意しています。2線伝送式

新開発DOセンサは、センサチップ
の交換方式と、隔膜交換再生方式
の２つのセンサメンテナンス手法を
両立させた構造。コストダウンと
メンテナンスの簡便化を運用レベ
ルで自在にコントロールできます。

取付のためのホルダも多様にご用意
しています。各センサの用途や条件な
どを考慮して、浸漬形、流通形などを
ご用意。環境に応じた洗浄器なども
ラインアップしています。

pH ORP DO Resist RC MLSS TURBF- COND

水処理施設のあらゆる測定項目をフォロー。

N E W

長寿命 &
メンテナンス負荷

50%
削減

水 環 境











7      8

安全・安心に貢献する、HORIBAの分析技術。

科学技術報告

近年、日々重要度が高まる有害物質のリスク管理。国際的な規制にはじまり、食品・医薬品の安全性確保、ナノマテリアルの安全確認にいたるまで、
「安心」を求めるための分析技術が要求されています。ますます重要になる安全・安心確保にHORIBA製品が活躍しています。

現在、欧州（EU）では、有害元素規制指令（WEEE/RoHS、ELV、包装廃棄物など）により鉛（Pb）、水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、六価ク
ロム（Cr6+）などの有害物質が規制対象となっており、日本から欧州への輸出製品の品質管理において、規制への対応がますます
重要になってきています。特にスクリーニング分析において非破壊で元素を分析できる蛍光X線分析法が利用されています。

2007年カナダでの、ペットフードによる犬や猫の死亡事故や、2008年中国で起きた、メラミン汚染粉ミルクによる乳児14人の腎
臓結石発症事件は、どちらも、みかけのタンパク質含有量を増やすためとみられています。このような微量汚染有害物質の高感
度分析において顕微ラマン分光装置が活躍しています。

［測定条件］
X線管電圧：50 kV　X線管電流：1.000 mA　
エリア：□100 mm　測定時間：1000 s　
XGT径：φ1.2 mm　 X線フィルタ：5元素用

［測定条件］
温調設定：25℃
分散媒：水
分散媒屈折率：1.333
分布表示基準：散乱光基準

画像出典: 北海道衛生研究所殿ご提供

曝露濃度：1.5ppm
  左：オタマジャクシ
  右：子ガエル

CCD画像

光学像 透過X線像 元素合成マッピング像

Sn Kα

Pb 緑、Sn 赤　合成

Pb Lα

テレビ用鉛フリープリント基板の分析（X線分析顕微鏡） 鉛（Pb）の検出

生体サンプル：ウィルス（ナノ粒子解析装置） ウィルスの特定

微量汚染有害物質の高感度分析（ラマン顕微鏡）

カエル幼生変態期に曝露した酸化チタンナノ粒子の臓器内分布の計測（X線分析顕微鏡）二酸化チタンの検出

環境の国際規制に対応する 食品安全の原因究明

ウィルスに即応した
ワクチン製造の効率化

今、問題となっている口蹄疫や、インフルエンザは、ウィルスによる流行。そのワクチン製造にはウィルスの特定が重要ですが、
数十nmから、数百nmのものまで存在するウィルス特定には、従来TEMを用いて行われ大変時間がかかっていました。
現在、より簡便に正確な粒径を測定できる、動的光散乱法によるナノ粒子解析装置が注目されています。

ナノマテリアルへの期待の高まりと同時に、その有害性への危惧の声が上がっています。しかし、ナノマテリアルゆえにその分析
には高度な技術が必要とされます。現在、ナノカーボンや酸化チタンなどをナノリスク評価の対象物質として、各種の研究や評
価活動が進められています。

ナノリスクを検討する

生体内の二酸化チタン蓄積をビジュアライズして検出。

曝露された幼生とその後変態した子ガエル全体の
元素分析を行なった結果、幼生の特定部分に二酸化チタン（　）を検出

□メラミンシアヌレート結晶の
　ラマン・マッピングに使用された
　猫腎臓の凍結切片

□腎臓中の存在した結晶の
　ビデオイメージ

□ミラミンとその関連物質汚染の
　問題でリコール対象となった
　ペットフードを食べて腎不全に
　なった疑いのある猫の腎臓組織に
　含まれていた結晶の
　ラマンスペクトル

□ビデオイメージ□に対応する
　メラミンシアヌレート結晶の
　ラマンイメージ
　（擬似カラーマップ）

□メラミンシアヌレート標準品の
　結晶のラマンスペクトル

□メラミンシアヌレート標準品の
　結晶のビデオイメージ
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Results

138.1Z ave.（nm）

メラミンシアヌレートの検出

20cm

32cm

試料ご提供：東京理科大学　入江先生

Ti    Fe    Ca

ラマン顕微鏡は共焦点顕微鏡

を利用したサブミクロンスケー

ルで無機物にも有機物にも感

度良く分析が可能。顕微鏡で

観察している視野に化学的なイ

メージを同一化できます。

X線ビームで試料をX線スキャンしながら、CCDカ

メラやX線検出器と連動。光学顕微鏡による観察

と、X線分析装置による元素分析の機能を融合し

ました。有害物質測定用のフィルタもご用意。

ラマン顕微鏡
XploRA

X線分析顕微鏡  XGT-5000WRシリーズ

真空チャンバ装備により軽元素の高感度分析が

可能。RoHS対応の分析はもちろん、さまざまな

製品の異物分析、故障解析、不具合解析、など幅

広く観察＆組成分析が可能です。

X線分析顕微鏡  XGT-7000V

動的光散乱式粒子径分布測定装置に新モデル

登場！シングルナノ粒子の評価をより高感度・

高精度に1台3役（ナノ粒子測定・ゼータ電位測

定・分子量測定）ナノ粒子のキャラクタリゼー

ション解析に必須。

安全 安心

ナノ粒子解析装置
SZ-100シリーズ

手はんだ部より規制対象の
共晶はんだ（Pb/Sn合金）
を検出

プリント基板にある鉛（Pb）部分を的確に検出可能です。
規制対象の共晶はんだ（Pb/Sn合金）を探すため、鉛（Pb）を緑色、
すず（Sn）を赤色にして画像を重ね合わせます。
鉛（Pb）とすず（Sn）が共に存在する場所は黄色で表示されるため
簡単に発見が可能です。緑色のみで表示されている場所は、チッ
プ部品に使用されているPbガラスで規制対象外です。
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半導体製造プロセスにあけるOEE（Overall Equipment Efficiency）向上に貢献します。

多点薬液濃度モニタ
CS-100F4

太陽電池生産の品質管理に貢献します。

WET
PROCESS

MASK
PROCESS

薄膜太陽電池用自動薄膜計測システム
FF-2000

レティクル/マスク異物検査装置
PR-PD2HR

1台で最大4測定点のインラインモニタリングが可能に！

先端マスク検査の大幅コストダウンを実現。

g線用
Mask

i線用
Mask

KrF用
Reticle ArF用Reticle

ArF
液浸用
Mask

PR-PD2HR
測定範囲※

※パターン形状により測定不可のサンプルもあります。
　詳細はお問い合わせください。

欠陥検査装置
測定範囲

欠陥検査装置に匹敵する実用感度を達成！

S/N比
3倍以上
向上！
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薄膜分析に最適の各種センサ技術で太陽電池の薄膜を的確に計測

［特長］
●１台で最大４測定点のインライン・
　マルチモニタリングが可能
●ユーティリティの削減

（当社モデルCS-100F1 2台との比較)
●消費電力：110VA（削減率：45%）
●高速測定　約2秒/測定点 

半導体製造におけるエッチング工程および洗浄工程で使用される各種薬液の高精度

な濃度モニタリングを実現するCSシリーズに、1台で多点計測が可能な新タイプをラ

インアップ。光ファイバで光信号を伝播することで、試料セル（最大４点）を洗浄装置

内配管に直接組み込み、インライン・リアルタイム測定を実現。半導体洗浄工程およ

びエッチング工程における多様な薬液の多点インライン測定で、コスト削減・空間効

率を向上しながら、最適な薬液管理を実現します。

高い稼働率と長期にわたる安定性を誇るレティクル・マスク異物

検査装置PDシリーズ。その高性能機能を継承し、さらにS/N比を

3倍以上向上、実用感度を大幅に向上させて、シリーズ最新機種

HORIBA PR-PD2HRが登場しました。 

従来、高額な欠陥検査装置で測定されていたArF用レティクルを

測定可能とし、検査の大幅なコストダウンを達成しました。半導

体製造ラインマスクプロセスの高精度異物検出と効率的運用を

サポートします。

従来、欠陥検査装置のみが可能であった先端レティ
クルパターン面の異物検出が、実用感度が大幅にア
ップしたことでPR-PD2HRでも可能となりました。
レティクルパターンの検査に大きく貢献します。

N E W
クリーンエネルギーである太陽電池は、主に結晶系と薄膜系に分類されますが、現在主流の太陽電池は、

変換効率も高く製造方法も確立されている結晶系です。しかし、結晶系はコストが高く、原料のシリコン

供給が不安定という特性もあり、低い生産コストや材料の安定調達を強みとする、薄膜系の太陽電池が

注目されつつあります。HORIBAでは、世界で初めて、ラマン分光計、分光エリプソメータ、反射式膜厚計

の全てに自社センサーを搭載。薄膜系太陽電池の効率を左右する膜厚・膜質など4項目を1台で検査する

薄膜計測システムFF-2000を開発しました。システム開発などの装置設計、そして、技術サポートまでの全

てを賄える体制を整えたため、顧客の要求に合わせた最適対応が可能です。

薄膜シリコンやCIGS型など、薄膜太陽電池の変換効率の安定化や生産コスト削減に貢献します。

［特長］
●ラマン分光計（膜質）、分光エリプソメーター・反射式膜厚計（膜厚）の自社センサを搭載。1台で同時に複合検査が可能で、かつ複数装置の設置よりも生産時間の短縮に有効。
●液晶パネルの薄膜自動検査装置の技術で、大型の基板測定用マッピングステージを開発。基板サイズ：1.1 m×1.3 m（液晶第5世代）～2.2 m×2.6 m（液晶第8世代相当）にも対応。

搭載センサ　分光エリプソメータ
薄膜太陽電池の製造ラインでは膜厚管理をすることにより最終製品
の変換効率を安定的に管理することが重要です。FF-2000では、定評
ある独自エリプソメータを搭載し、単層、多層、膜質、ラフネスの膜
厚、および面内分布のモニタが可能です。
●波長範囲：510nm - 1000nm　
●測定対象：膜厚、膜質、ラフネス

搭載センサ　顕微ラマン分光器
薄膜太陽電池の製造ラインではμC-Siの結晶化率
のモニターが必要不可欠になっています。FF-2000
では、大型XYマッピングステージにラマン分析計を
搭載し、結晶化率の面内分布を非破壊で、かつ簡単
に計測します。 
●測定対象：微結晶Si（μC-Si）結晶性 

搭載センサ　反射式膜厚計(膜厚測定)
太陽電池パネルに白色光を照射し、膜の表面裏面での反射光の干渉を利用して膜厚を検出する
ことで多層膜の各層についても膜厚のモニタが可能。膜厚を管理することで、太陽電池の変換
効率の管理が可能。 

搭載センサ　蛍光X線分析計(EDX)
CIGU太陽電池パネルにおいて、KeyであるCIGS層（Cu、InGaSe）の組成比率、膜厚測定が可能で、
バッファ層中のSulfurも計測可能です。

▲CIM Manager
CIM Manager画面でカセットのlot ID一覧を
表示。測定したいlotの設定も簡単です。

▲Sensor Manager
センサマネージャ画面で、測定条件、測定位置及
び測定結果など測定情報をひと目で確認できます。

▲DATA point
各測定ポイントをクリックすると、各測定点の
詳細情報を確認できます。

▲POINT view
測定パネル画面に表示される測定ポイントをクリ
ックすることで、測定結果の確認が可能です。

操作画面/測定結果

を効率化する半導体生産生 産 環 境 Semiconductor を分析する太陽電池エ ネ ル ギ ー 環 境 Photovoltaics
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エネルギーを伝える、シミュレートする。
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これからのエコ社会をリードするハイブリッド自動車・電気自動車のように、

いままでのエンジンに加え、新しい動力の導入が求められているクルマの未来。

たとえばハイブリッド自動車では、モータ・バッテリーという新しい要素が加わることで、

開発過程における各種計測にも新しい手法が必要となります。

さらに、燃費や排ガス計測の重要性もますます高まっています。

HORIBAでは、従来のエンジン排ガス試験から

ハイブリッド・電気自動車開発のコンポーネント評価や総合試験まで

トータルソリューションを提供します。

ハイブリッド・電気自動車開発の基本シミュレーション環境を提供します。

HORIBAは豊富な試験設備のラインアップを揃え、次世代のHV・PHV・EV研究開発を幅広くサポートします。

HV・EVの単体評価から総合試験まで
HV・EVソリューション

レーザ吸光法自動車排ガス測定装置
MEXA-1400QL-NX

固体粒子数測定装置
MEXA-2100SPCS

排ガス後処理システム開発を効率化。

高圧ダイレクトサンプリング対応。

NO NO2 NH3N2O

MEXA-1400QL-NXは、中赤外領域の量子カスケード
レーザ（QCＬ）を用いた窒素化合物ガス４成分（NO、
NO2、N2O、NH3）の同時測定装置。
高分解能レーザの採用により、他成分からの干渉を
ほとんど受けずに、各成分を低濃度まで高精度に計
測。温室効果ガス（GHG）対策やEuro Ⅵ対応を前提
とした計測にも最適です。

●HORIBA MEXA-7000シリーズとのインテグレーションが可能
●広域ダイナミックレンジ（NO：0-10 ppm～0-5000 ppm）
●エンジン近傍への設置により、高速応答を実現

MEXA-2100SPCSは、CPC（レーザ散乱式凝縮粒子カ
ウンタ）を検出器とし、エンジン排ガスに含まれる固
体粒子のうち一定の粒径範囲の粒子数をリアルタイ
ムにダイレクト計測する最新の粒子数測定装置です。
研究開発から性能評価まで、さまざまな試験のご要
望にお応えします。

N E W

N E W

N E W

を分析するHV・EV自 動 車 環 境 Automotive

バーチャルバッテリ採用

バーチャルバッテリを用いたモータ試験システム構成例

実バッテリの挙動をセルベースモデリング
により高精度にシミュレーションします。

A AC ダイナモメータ、取付台、ベースプレート

B モータ温調装置（オプション）

C SPARCコントローラ、ACモータインバータ、バッテリシミュレータ

D 絶縁トランス

E インバータパワーアナライザ搭載ハイブリッドDCインターフェース

F STARS テストオートメーションシステム

A

B

CD

E

F

アプリケーション
 ■シミュレータによるバッテリ充放電評価

■ECU等の適合試験環境
■車両レス駆動系総合シミュレーション
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2010－2011年展示会のお知らせ（予定）

おそれいりますが、ご感想などをお聞かせください。

E x h i b i t i o n

http://www.horiba.com/jp/hip/

～WEBアンケートコーナーのお知らせ～

■  アンケート(ご意見・ご感想)
■  カタログ請求
■  ご住所、宛先の変更
■  HIP送付の停止

今号のHIPについて、ご意見・ご感想をWEBページでご投稿
いただけます。記事内容へのご意見や、カタログのご請求、
ご住所・宛先の変更、HIP送付の停止などが同ページから行
えますので、どうぞご利用ください。

［アンケートページアドレス］

Enquete

■ ページ内容

を分析する健康生 命 環 境 Medical

「測りたい項目だけを、現場ですばやく」
医療現場が求める分析機器を提供しています。

健康状態の把握に欠かせない血
球計数だけでなく、炎症状態の診
断に有用なCRP（体内に炎症があ
る場合に生産されるタンパク質の
一種）を測定。1台で血球数とCRP
を同時測定できるのは世界でも
HORIBA製品だけです。

院内感染を考慮した設計で、血糖
値の即時検査が可能。生化学分析
装置と高い相関性のあるデータを
得られます。

自動血球計数CRP測定装置 食品安全性の検査試薬グルコース分析装置

医療現場では、医師の経験に加えて「EBM（Evidence-based medicine）」という検査などの根拠

に基づく診断・治療が重視されつつあります。その実現には「知りたい項目を今すぐ測りたい」とい

うニーズを満たす医用分析機器が必要。HORIBAでは、診療所、検査センター、病院などへ各種医

用分析機器を提供し臨床現場での即時検査に貢献しています。医療従事者が簡単に操作でき、わ

ずかな検体量で素早い測定を行える機器や、小型で持ち運びもできる機器などを提供しています。

また、独自の抗体作製技術をベースに食品衛生分野向けの残留農薬測定キットも開発。医療・安

全の分野に貢献しています。

これまでに培った抗体技術を食品
向けに応用。残留測定用EL ISA
キットは合計21種類、カビ毒用
クリーンアップカラムは2種類を
ラインアップ。

2010年

2011年

あなたの仕事場で、いますぐわかる！

分析機器を、もっと賢く使えるノウハウ講座

無 料 セミナー
講習会の

【pH測定基本講座】
「解っているようで、解らない」項目を
しっかり確認するpH測定基本講座開講！

◎ハンドヘルド型XRF　体験ミニセミナー

◎粒子径計測技術トレーニング（LA-920ユーザトレーニング）

◎粒子径計測技術トレーニング（LA-950ユーザトレーニング）

◎蛍光製品ユーザ様向け講習会

◎顕微ラマン分光製品ユーザ様向け講習会

http://www.horiba.com/jp/scientific/seminars/

9月14日（火）、10月12日（火）、11月9日（火）、12月7日（火）東京会場
9月24日（金）、10月22日（金）、11月26日（金）、12月17日（金）京都会場

11月12日（金）東京会場10月22日（金）京都会場

東  京 京  都

10月15日（金）東京会場

10月15日（金）、11月19日（金）、12月17日（金）東京会場

9月10日（金）、11月5日（金）京都会場

10月27日（水）、12月22日（水）東京会場11月24日（水）京都会場

お知らせ

■詳しくはホームページをご覧ください。

最適の電極選び、正しい校正・メンテナンスの仕方など、「解っているようで、解らな
い」項目をしっかり確認できる「pH測定基本講座」を無料で開講します。お客さまの
事業所内でのインハウスセミナー形式で開講しておりますので、スペースさえご用
意いただければ、仕事場から移動することなくpHメータの適切な使い方を学べます。
ご希望のお客様はぜひ、もよりのHORIBA営業所までお問い合わせください。

ハンドヘルド型蛍光X線分析装置 MESA-Portableシリーズは、可搬型のエネルギー
分散型蛍光X線分析装置です。重量はわずか2kg以下。バッテリー内臓方式により、
大型資料の非破壊による元素分析や鋼種判別、部材の品質管理に必要な分析を迅
速に行います。蛍光X線分析装置の小型技術により実現した新しいタイプの分析計
をご体験ください。

粒子径計測機器をご使用いただいて出てきた疑問点・不安点を解消。同時に粒子径
計測の基本操作やメンテナンス方法などをご紹介します。

ホリバ・ジョバンイボン社製の蛍光分光測定装置・蛍光寿命測定装置の初心者ユーザ
様向けの基本的な内容の講習会。年2回外部講師による講演も予定しております。

顕微ラマン分光装置をご使用のユーザ様向けに、装置をより有効にお使いいただく
ための講習会。スペクトルは測定できるけれども、基礎的な原理や測定方法のノウ
ハウなどの知識を深めたいお客様向けの基礎コースです。

http://www.horiba.com/jp/ja/hip/events/
［ ホームページで、セミナーのご案内や出展製品などの詳しい内容を紹介しています。］

蛍光分光装置 発売10周年記念 〈特別価格キャンペーン〉
http://www.horiba.com/jp/scientific/ バナーをクリック！→

 9/ 1（水）～  3（金）

 9/ 2（木）～  3（金）

 9/ 8（水）～ 10（金）

 9/ 8（水）～ 10（金）

 9/11（土）～ 12（日）

 9/14（火）～ 17（金）

 9/14（火）～ 16（木）

10/ 6（水）～  8（金）

10/ 7（木）～  9（土）

10/10（日）～ 11（月）

10/19（火）～ 21（木）

10/21（木）～ 22（金）

12/ 1（水）～  3（金）

12/ 1（水）～  3（金）

2010分析展/科学機器展2010

電気化学会秋季大会

SEMICON Taiwan

第51回大気環境学会年会環境機器展

第45回九州医学検査学会

秋季第71回応用物理学会

automotive testing expo 2010 CHINA

計測展2010OSAKA

第42回日本臨床検査自動化学会

第15回日本糖尿病教育看護学会

SEMICON Europa

第18回日環協・環境セミナー全国大会

SEMICON Japan

国際粉体工業展  東京2010

幕張メッセ

神奈川工科大学

台湾（台北）

大阪大学（豊中キャンパス）

別府ビーコンプラザ

長崎大学

中国（北京）

グランキューブ大阪

神戸国際展示場

東京国際フォーラム

ドイツ（ドレスデン）

愛知県産業労働センター

幕張メッセ

東京ビッグサイト

 2/16（水）～ 18（金）

 5/18（水）～ 20（金）

 6/29（水）～7/1（金）

nanotech2011

人とくるまのテクノロジー展

第23回インターフェックスジャパン

東京ビッグサイト

パシフィコ横浜

東京ビッグサイト

会　期 会　場展 示 会 名
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