
JASIS 2017 HORIBAブースでは「Your Partner in Science」を
テーマに、製品・アプリケーション・エンジニアリング力を総合的に
ご紹介します。みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

200年の歴史を有するJobin Yvon社との統合から20年。世界をリードするHORIBAの分
光コア技術と、それを活用した分析装置・アプリケーション事例をご紹介します。

◉ 分光ユニット・コンポーネント： グレーティング・フィルタなど
◉ 粒子解析：粒子径分布測定装置など　
◉ 構造解析：ラマン分光分析装置など
◉ 表面分析：分光エリプソメータ、カソードルミネッセンスなど

◉ 装置カスタマイズ事例 多数（パネル展示）

◉ 半導体プロセス関連： Dry/Wetプロセス関連装置、
    異物検査装置など
◉ 材料開発用評価： 蛍光X線分析装置、GD-OES、
　 炭素・硫黄分析装置など
◉ 車両開発エンジニアリング・テスティングシステムなど
◉ 環境計測評価：油分中硫黄濃度計、油分濃度計など

◉ ラボ用pH・水質分析
◉ バイオ・製薬プロセス
◉ 上下水・排水管理 

HORIBAが得意とする、お客様のお困りごとに柔軟に対応するカスタマイズ。コン
ポーネントの組合せやオプション品開発により、お客様のニーズに沿った仕様を
多数提案してきたHORIBAの実績の一部をご紹介します。また、こちらでは技術説
明員がお客様のお困りごとを直接お伺いします。どうぞお気軽にご相談ください。

自動運転・運転支援システム向け車載ICの需要効果もあり、成長著しい半導体の
製造プロセス関連製品をはじめ、電動化や軽量化に向けた材料開発に役立つ分
析装置から、車両開発用評価装置、環境評価装置までトータルサポートできる
HORIBAの幅広いソリューションをご紹介します。

2017年1月、HORIBAは水/液体計測事業を堀場アドバンスドテクノに統合しました
。ラボからプロセス、環境計測までの幅広い製品ラインアップと、統合によりさらに強
化された、あらゆる分野における専用アプリケーションや総合ソリューションをご
紹介します。

JASIS 2017会期中　HORIBAセミナープログラム

新技術説明会
セミナーによって会場が異なるためご注意ください。
聴講は先着順です。満席の場合は入室できませんので予めご容赦ください。
詳しくは主催者配布のプログラム表も合わせてご参照ください。

9月7日（木）

9月8日（金）

GCユーザー向け空気中の半揮発性有機化合物（SVOC）の
定量分析および定量精度向上に関するアプリケーションの
ご紹介（（株）堀場エステック）

Fusion with Jobin Yvon
堀場製作所より紫外～近赤外分光分析の最新技術・
アプリケーションを一挙公開

会場：      アパホテル＆リゾート［東京ベイ幕張］ ホテルニューオータニ幕張

意外と知らなかった！ 上手なpH測定！
基礎から精度よく測定するポイントのご紹介

11:10
～
12:00 N-3

（200名）

13:20
～
14:10 A-10

（100名）

ここまでできるの？ 簡単・迅速な表面分析 GD-OES！
これまで諦めていた非平面材・粉末材の測定や水素分析も
一発解決

12:15
～
13:05 A-9

（100名）

11:10
～
12:00 A-10

（100名）

粒子評価技術のHORIBA！ 最新の粒度分布測定技術から、
多彩なコア技術で提案できる複合粒子解析事例のご紹介

12:15
～
13:05

N-4
（200名）

オープンソリューションフォーラム

会場： JASIS 2017展示会場内オープンソリューションフォーラムエリア

Innovation for Future Mobility
～次世代エネルギーデバイス・
　軽量化材料の評価技術のご紹介～

15:40～16:05

9月8日（金）

ライフサイエンスイノベーションゾーン 企業プレゼンテーション

会場： JASIS 2017展示会場内 ライフサイエンスイノベーションゾーン内  第2会場  

細胞・組織の観察・解析のための
分光分析技術

11:55 ～12:20

9月8日（金）

お悩みの方へ！ 上手なpH測定！
測りにくい試料をより精度よく測定するノウハウのご紹介

13:20
～
14:10 A-6

（200名）

食品・医薬・バイオ業界向けのモニタリング技術のご紹介
14:25
～
15:15 A-8

（100名）

知って欲しい！ CL技術の基礎とCL技術およびEDX技術を
使った表面分析の最新分析事例を一挙公開！

11:10
～
12:00 A-8

（100名）

マクロからミクロ、表面から内部まで。
異物分析最新アプリケーションのご紹介

13:20
～
14:10 A-9

（100名）

Discovering Possibilities by Spectroscopy

Customization 

Material Analysis and Evaluation Solution for Automotive

Water Analysis Solution

www.jasis.jp
 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あります。

JASIS 2017 公式Webサイト

炭素・硫黄分析装置
EMIA-Expert

コンパクト型pH・水質計
LAQUAtwin

9月6日（水）
会 場 テーマ時 間

HORIBAブース  出展概要・みどころ

会場内マップ

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）

4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 2017 総合受付

ライフサイエンスイノベーションゾーンにも出展いたします
   　　　　　HORIBAブース No. AB-9

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。

× ×コア技術 アプリケーション カスタマイズ提案

◉ 環境水計測　　　　 
◉ 半導体プロセス
◉ 植物工場　など

各種グレーティング



10分でわかる！ pH測定・メンテナンス編 （9/6のみ14:00～14:10）

10分でわかる！ 粒子計測・解析編

10分でわかる！ 異物分析編 （9/6のみ11:00～11:10）

10分でわかる！ SEM-EDX・CL 測定編

10分でわかる！ pH測定・メンテナンス編

13:00～13:10

14:00～14:10

11:00～11:10

15:00～15:10

16:00～16:10

期間中毎日開催

ブース内pH点検・分析技術相談コーナー

お使いの HORIBA製pHメータ（本体のみ・電極のみでもOK）を直接、
こちらまでお持ちください！ 専門スタッフがその場で無償にて簡易点検を行います。

「こんな試料は測れないか？」「このような場合どう測定したらいいの？」など、分析に関する
ご相談・ご質問・ご依頼なら何でも、こちらのコーナーまでお寄せください！

◉ HORIBA製 pHメータ「F」および「D」シリーズが対象です（twinシリーズは対象外）。

無償点検サービス受付時間：10時～15時（ご予約等は不要です）

会期中は毎日、ブース内セミナーコーナーにて分析に関する基礎講座
 　「10分でわかるシリーズ」を開催いたします。
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。

ブース内セミナー「１０分でわかるシリーズ」

幕張メッセ国際展示場4ホール 10:00 17:00
2017.9/6
Booth No.4B-101/201

9/8水 金

HORIBAグループ ブースへのご案内

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。

展示会場アクセス

JR海浜幕張駅

ホテル
ニューオータニ

幕張

アパホテル
＆リゾート
東京ベイ幕張

受付

QVC
スクエア

プレナ
幕張

シャトルバス
乗り場

幕張メッセ

歩道橋

シャトルバス
乗り場

マリブ
ダイニング

ワールド
ビジネスガーデン

幕張メッセ
展示ホール
9～11

4ホール 受付正面

◀�蘇我方面 舞浜・東京方面▶�

会場アクセス

pHメータ本体 ・電極  無償簡易点検サービス

分析技術相談

ブースレイアウト

4ホール入口

5ホールへ

www.horiba.com/jp/scienti�c
HORIBA 科学セグメント Webサイト


