
10:25～11:15
「およそ1生菌の検出が2時間で可能！微生物迅速検査
装置BIOMAYTECTOR®plus のご紹介」

分析と創る 未来のカタチ

幕張メッセ国際展示場　ホール 10:00 17:006
2018.9.5 9.7水 金

HORIBAグループ 出展のご案内

皆様のご来場を HORIBAグループ一同、心よりお待ち申し上げております。

本状に記載されている出展製品・セミナー等の情報は、予告なく変更になる可能性があります。

展示会場へのアクセス

展示会場内 HORIBAブース位置

10:25～11:15
「Future of Fluorescence! 次世代三次元蛍光＋吸光分光
同時測定装置Duetta（デュエッタ）、遂に登場！」

新技術説明会<事前申し込み不要＞ 
会場： アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞またはホテルニューオータニ幕張

9/5
WED

9/6
THU

9/7
FRI

11:30～12:20
「意外と知らなかった上手な pH 測定！ 精度よく測定するため
のポイントのご紹介」

14:55～15:45　
「お手持ちの電子顕微鏡にプラスワン！進化するカソード
ルミネッセンス（CL）の魅力と応用事例を一挙紹介」

アパ東京ベイ幕張

A-1 （100名会場）アパ東京ベイ幕張

13:40～14:30　
「お悩みの方へ！上手なpH測定- 測りにくかったサンプルを測定 
 するノウハウのご紹介」

10:25～11:15
「待望の新型 μXRF XGT-9000 が遂に登場！異物や成分分析、
 不良解析等、非破壊での迅速スクリーニングに大活躍」

アパ東京ベイ幕張

アパ東京ベイ幕張

12:50～13:40
「今までできないと思っていた測定ができた！ HORIBA からの
 新提案：粒度分布計の常識を覆す測定手法を一挙ご紹介」

12:35～13:25
「検量線は1本だけ！ ポストカラム反応ガスクロマトグラフィーを
用いた一対多型定量法のご紹介」

アパ東京ベイ幕張

アパ東京ベイ幕張

アパ東京ベイ幕張13:40～14:30　
「分光技術でお悩み解決！異物分析、故障解析、品質改善などに
使える分光アプリケーションを一挙公開！」

● セミナーによって会場が異なりますのでご注意ください。
● 聴講は先着順です。満室の場合は入室をお断りすることがございます。

HORIBA ブースご来場特典：お好きなカタログや新技術説明会
などの資料をダウンロードできる特設 Web サイトへのアクセス方法を、
会期後にメールにてお知らせします。

＊来場者バッジに記載のQRコードを読み取らせていただいたお客様に限ります。

www.jasis.jp

●  会場へのアクセスは、展示会公式サイトまたは案内状をご参照ください。
● ご来場の際は、ご来場当日の来場受付が不要となる便利なWeb事前入場登録をご利用
    ください。
● ブース情報やセミナー情報満載の便利な展示会公式アプリもございます。

7/8ホール

◀ライフサイエンスイノベーションゾーン
（8ホール）

6ホール 入口正面

オープンソリューション
フォーラム 会場

4ホール6ホール JASIS 2018 総合受付

ホテルニューオータニ

ホテルニューオータニ

* BIOMAYTECTORは株式会社日立プラントサービスの登録商標です。

A-2 （100名会場）

N-3 （200名会場）

A-6 （200名会場）

A-2 （100名会場）

N-4 （200名会場）

A-2 （100名会場）

A-4 （100名会場）

A-5 （100名会場）



分析と創る 未来のカタチ

昨今、電動化や自動運転の発展など 100 年に１度とも言われる
モビリティ変革により、エネルギー源を含めた資源効率・循環シ
ステムに潮目の変化が起こっています。またバイオ・ライフサイエ
ンス分野でも、創薬・再生医療において分光技術を活用した新た
な計測・制御手法が求められるなど、変革の兆しが見られます。

こうした変革は新技術・新素材の誕生によってもたらされ、その
陰では常に「はかる技術」が役立っています。HORIBA は、自
動車・半導体・医用・環境という事業領域と、多彩な分析・計測コ
ア技術を持つ科学領域を融合・化学反応させ、他にはないソリュー
ションや価値を創造・提供する分析パートナー「Your Partner in 
Science」として、お客様とともに歩み続けます。

JASIS 2018 HORIBA ブースでは、数多くの新製品や企画を交
え、HORIBA の「はかる技術」を最新のテーマに基づき展示い
たします。みなさまのご来場をお待ちしております。

昨今自動車業界に求められている、排出ガス低減や燃費向上、
電動化への取り組みに貢献する HORIBA の分析・計測技術を、
「Emission　Reduction」「Efficiency Improvement」
「Environment Impact」の 3 つの「E」をキーワードに、豊富な
実用事例を交えて紹介します。

これまで HORIBA が「Your Partner in Science」をモットーに取
り組んできた、お客様のご要望に対応する「カスタマイズ製品開発」
や、分析装置の” 未来のカタチ”、インライン・オンライン分析など
の「自動化計測」、さらには「クラウドソリューション」による計測事
例をご紹介します。
また、その場で分析のお悩みをエンジニアにご相談いただける分析
技術相談コーナーも併設！ ぜひお気軽にお立ち寄りください。

水は私たちの生命を司るとともに、研究開発や生産工程のあら
ゆる場面で重要な役割を果たしており、水質の計測や監視が
欠かせません。
ここではHORIBAを代表するpH・水質計「LAQUAシリーズ」
を中心に、水質計ラインアップをご紹介。また IoT を活用し、
測定した『値』を提供する水質管理ソリューションもご提案します。
あわせて、例年ご好評いただいている「ｐH 計 無償点検サー
ビス」もお気軽にご利用ください。

基礎医学・製薬などバイオ/ライフサイエンス領域の基礎研究・
開発において、細胞レベルでの挙動を把握する「光」を使った
イメージング技術や、研究開発からプロセス管理に役立つ
計測・分析装置をアプリケーション事例とともに紹介します。

プロセス自動化

その場計測 コア技術展示

クラウドソリューション

分析・受託相談

装置カスタマイズ

HORIBA ブース 展示テーマ

NERGY & MOBILITYE IO/LIFE SCIENCEB

ATER QUALITYWORIBA CONSULTING 
PARKH

ラボ・フィールド向け水質計 工業用水質計

＜JASIS特別企画＞ pH計無償点検サービス
会場： 幕張メッセ 6ホール HORIBAブース内 pH点検・技術相談コーナー

毎日
ご愛用の HORIBA製pHメータ（本体のみ・電極のみでもOK）をお持ちくださ
い！ 専門スタッフがその場で無償にて簡易点検を行います。
● HORIBA製pHメータ「F」および「D」シリーズが対象です　● 各日15時まで受付

毎日開催！ 「ブース内ミニ新技術説明会」
会場： 幕張メッセ 6ホール HORIBAブース内 プレゼンテーションコーナー

毎日
● 会期中毎日、ブース内プレゼンテーションコーナーにて開催いたします。
● 聴講自由・事前参加予約は不要です。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

オープンソリューションフォーラム（テーマ:次世代電池）
会場： 幕張メッセ ４ホール オープンソリューションフォーラム会場

9/7
FRI

11:15～11:40 　
「電動化を支援するHORIBAの材料分析・エンジニアリング技術」

軽量化材料開発
異種材料接合研究

腐食分析
表面処理分析

マルチマテリアル

内燃機関 効率改善
電池（二次電池・燃料電池）
パワーデバイス

内燃機関の改善・電動化 環境モニタリング

大気モニタリング
水質モニタリング
煙道排ガス計測 ライフサイエンスイノベーションゾーン

会場： 幕張メッセ 8ホール ライフサイエンスイノベーションゾーン

9/6
THU

展示

13:55～14:20 　
「バイオ分野における分光分析技術とその応用」
ブース番号 : AB-21/22
錠剤中の含有成分定量分析、細胞の状態判別、抗体凝集性評価
などを紹介

研究開発

相互作用観察
成分分布マッピング など

プロセス管理

培養モニタリング
微生物迅速試験 など

7/8 ホールへの
連絡通路

JASIS 総合受付 6ホール入口

総合受付

ブース内
ミニ新技術
説明会
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pH計
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ブースマップ(幕張メッセ 6ホール）

ブースNo. 6B-101/201

第１会場


