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分析は、
成長の羅針盤。

Navigator

次代の新分野ひしめく。
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ハイテクの一歩先に、いつも。

フリーダイヤル 0120-37-6045
カスタマーサポートセンター

受付時間/9：00～12：00、13：00～17：00【祝祭日を除く月曜日～金曜日】
※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。
※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

新製品のお問い合せは、お気軽にお電話ください。
カスタマーサポートセンターは、

製品の技術的な相談にフリーダイヤルで対応します。

HORIBAのカスタマーサポートセンターは、お客さまからの製品情報に関するあらゆる
ご質問・ご要望に適切に対応します。各種製品の使用や、基礎的な使い方はもちろん、製
品開発へのご要望なら開発部門に、サービスに関するご要望ならサービス部門へと、お客
さまからいただいた情報を的確にフィードバック。より良い製品・サービス提供をめざして
当センターは、お客さまひとりひとりのご要望や分析ニーズに積極的に対応しております。
HORIBAに対する素朴な疑問・ご要望など、どうぞお気軽にご連絡ください。
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新分野や、新視点。正確な分析 が、求める方向を指し示します。

時代が大きく変わるとき、

その変化の中心を担う数値を確かめているのは、

いつも分析計です。

さまざまな技術の、適切な開発過程や、

エコロジーや環境保全のための現状把握、

あるいは世界的な規制の的確な運用など、

分析技術は、社会を変革し、安定化させる

「基礎的な数値」をつねに見つめています。

さまざまな成長分野で「羅針盤」の役目を果たす、

HORIBAの「分析」の役割をご紹介します。

環境

規制

技術

環境基準
［PM2.5］［光化学オキシダント］

EURO Ⅵ

水インフラ
水資源を供給する体制は「水インフラ」として今後、新
興国を中心に需要が拡大。現在の25兆円市場から、
2025年には86兆円産業へ拡大すると言われ、世界的
に注目されています。

生物多様性など、より自然環境を維持するため、あるい
は、人間の健康や安全を守るためには、従来より厳し
い環境基準を定めることが必要になっています。

自動車排気ガス規制の規格も、世界的により厳しくなっ
ていきます。

LED／有機EL
LED電球や有機ELを使った面発光照明など、新技術も
大きな成長を見せています。
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▼水インフラ分野は急拡大。2025年に86兆円市場に達する成長分野です。
世界の水インフラ市場は、新興国の人口増加などで急拡大し、上下水道インフラ整備の必要性に
迫られています。その中で、日本は、海水淡水化技術（逆浸透膜）で世界シェア50%を確保するな
ど、優位なポジションを保っており、日本の水産業が、世界水ビジネス市場に進出するためには、
装置分野、建設分野、管理・運営分野など総合的なアプローチが必要と言われています。
HORIBAは、長期安定稼働できる、水質管理のための測定機器を多数ラインアップ。これからの
水インフラ市場に的確にアプローチしていきます。

HORIBAが提供する水インフラ関連製品
用水・プロセス・排水処理に信頼性でお応えする、HORIBA水処理用ラインアップ。

河川、湖沼、閉鎖性海域、工場排水
などの全窒素・全りんを測定。
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マルチ水質チェッカ 
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現場形工業用水質計

���シリーズ

�� ���� 第７次水質総量規制（2014年目標）で追加が検討
されている底層DO（溶存酸素）、透明度にも対応。

水処理施設のあらゆる
測定項目をフォロー
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自動COD測定装置
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酸性法

アルカリ性法

ランニング
コストを低減

試薬量
（従来比）

�
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●タッチパネルもカラー液晶を採用し操作性向上
●消費電力量、従来比1/2
●直接加熱方式になり、冷却水不要
●インターフェース（RS-232C、RS-485、USB、Modbus）を充実

最適な分注および計量方式により、従来の測定精度を保ち
ながら試薬量を1/10にすることに成功しました。手間の
かかる試薬の調合も、試薬デリバリーサービスによって
不要に。その結果、メンテナンス負荷やコストの削減に
貢献しています。

雨水

海水 湖沼

ダム湖河川

自然エネルギー

水資源

水供給

再利用

浄水処理下水・排水処理

再利用処理
農業用水

修景用水
上水道事業造水事業

下水道事業

都市用水

処理水

工業用水

海水淡水化

環境 水インフラ
世界的な水不足に、
日本の技術が重要な役目を担っています。
「水の惑星」地球。しかし、地球の水の総量中、淡水はたった3%。

実際に使える水は1%にも満たないのが現実です。日本の高度

な水処理技術や海水淡水化技術を世界へ提供する、水インフラ

事業が大きく注目されています。

���

排水や河川海域などの水質汚濁の程度を表すCODを測定。 農業から水処理施設まで。多様な水環境に的確に対応します。

���

ボイラ用水・半導体洗浄用超純水中の
シリカ濃度を連続測定。

シリカ分析装置
���������

河川、湖沼、海域からボイラまで、
水質管理に不可欠の酸素量を測定。

溶存酸素測定装置
���������

上水施設や上水管・給水管の管末箇所で、
水質を多成分モニタリング。

自動水質測定装置
������

自動全窒素・全りん測定装置
��������

原水の水質監視、水質プロセス
での有機物モニタに。

工場廃液に含まれる
フッ素イオン濃度を連続測定。

高圧ボイラなどの防食剤・
ヒドラジンの残留濃度を測定。

UV計
��������

自動フッ素イオン測定装置
��������

ヒドラジンモニタ
���������

��

COD計またはUV計、全窒素・全りん計、
流量計からの信号を演算し出力します。

水質汚濁負荷量演算器
�������

一度の測定で、
最大11項目を同時測定。

工場排水や海水中などの
アンモニウムイオン濃度を測定。

自動アンモニウムイオン測定装置
������������

海水淡水化用イオン交換樹脂の
処理水監視に威力を発揮。

微量ナトリウムイオンモニタ
��������������

���

■測定項目
pH、pH〈mV〉、DO、COND、
塩分、TDS、海水比重、温度、
TURB、水深、ORP

＊上図は、海外水循環システム協議会（GWRA）のホームページを基に作成しています。



����

��������

▼水インフラ分野は急拡大。2025年に86兆円市場に達する成長分野です。
世界の水インフラ市場は、新興国の人口増加などで急拡大し、上下水道インフラ整備の必要性に
迫られています。その中で、日本は、海水淡水化技術（逆浸透膜）で世界シェア50%を確保するな
ど、優位なポジションを保っており、日本の水産業が、世界水ビジネス市場に進出するためには、
装置分野、建設分野、管理・運営分野など総合的なアプローチが必要と言われています。
HORIBAは、長期安定稼働できる、水質管理のための測定機器を多数ラインアップ。これからの
水インフラ市場に的確にアプローチしていきます。

HORIBAが提供する水インフラ関連製品
用水・プロセス・排水処理に信頼性でお応えする、HORIBA水処理用ラインアップ。

河川、湖沼、閉鎖性海域、工場排水
などの全窒素・全りんを測定。

��

��

� �

����

��＋������

��

��

マルチ水質チェッカ 
����

��

��

���

����

����

���� ����

���� ����� �����

��

������

現場形工業用水質計

���シリーズ

�� ���� 第７次水質総量規制（2014年目標）で追加が検討
されている底層DO（溶存酸素）、透明度にも対応。

水処理施設のあらゆる
測定項目をフォロー

��������
自動COD測定装置

����������

����������

酸性法

アルカリ性法

ランニング
コストを低減

試薬量
（従来比）

�
��

●タッチパネルもカラー液晶を採用し操作性向上
●消費電力量、従来比1/2
●直接加熱方式になり、冷却水不要
●インターフェース（RS-232C、RS-485、USB、Modbus）を充実

最適な分注および計量方式により、従来の測定精度を保ち
ながら試薬量を1/10にすることに成功しました。手間の
かかる試薬の調合も、試薬デリバリーサービスによって
不要に。その結果、メンテナンス負荷やコストの削減に
貢献しています。

雨水

海水 湖沼

ダム湖河川

自然エネルギー

水資源

水供給

再利用

浄水処理下水・排水処理

再利用処理
農業用水

修景用水
上水道事業造水事業

下水道事業

都市用水

処理水

工業用水

海水淡水化

環境 水インフラ
世界的な水不足に、
日本の技術が重要な役目を担っています。
「水の惑星」地球。しかし、地球の水の総量中、淡水はたった3%。

実際に使える水は1%にも満たないのが現実です。日本の高度

な水処理技術や海水淡水化技術を世界へ提供する、水インフラ

事業が大きく注目されています。

���

排水や河川海域などの水質汚濁の程度を表すCODを測定。 農業から水処理施設まで。多様な水環境に的確に対応します。

���

ボイラ用水・半導体洗浄用超純水中の
シリカ濃度を連続測定。

シリカ分析装置
���������

河川、湖沼、海域からボイラまで、
水質管理に不可欠の酸素量を測定。

溶存酸素測定装置
���������

上水施設や上水管・給水管の管末箇所で、
水質を多成分モニタリング。

自動水質測定装置
������

自動全窒素・全りん測定装置
��������

原水の水質監視、水質プロセス
での有機物モニタに。

工場廃液に含まれる
フッ素イオン濃度を連続測定。

高圧ボイラなどの防食剤・
ヒドラジンの残留濃度を測定。

UV計
��������

自動フッ素イオン測定装置
��������

ヒドラジンモニタ
���������

��

COD計またはUV計、全窒素・全りん計、
流量計からの信号を演算し出力します。

水質汚濁負荷量演算器
�������

一度の測定で、
最大11項目を同時測定。

工場排水や海水中などの
アンモニウムイオン濃度を測定。

自動アンモニウムイオン測定装置
������������

海水淡水化用イオン交換樹脂の
処理水監視に威力を発揮。

微量ナトリウムイオンモニタ
��������������

���

■測定項目
pH、pH〈mV〉、DO、COND、
塩分、TDS、海水比重、温度、
TURB、水深、ORP

＊上図は、海外水循環システム協議会（GWRA）のホームページを基に作成しています。



5      6

グローバルな動向を見据えた環境基準へ。
測定のあり方が、変化しています。

PM 2.5とはーーー
粒径が2.5μm以下の微粒子であり、発ガン性や気管支ぜんそく、花粉症などの
健康影響との関連が懸念されています。大気中のPM2.5がもたらす健康影響は
国際的に高まりをみせており、日本においても環境省より環境基準として2009年
9月に告示され、自動測定器による環境モニタリングがはじまりました。

大気汚染監視用
微小粒子状物質（PM2.5）濃度測定装置
APDA-375A
大気汚染監視用微小粒子状物質（PM2.5）濃度測定装置APDA-375A
は、等価性評価試験にて環境省より等価性を有すると評価された
装置。PTFEテープを採用し、重量濃度測定だけでなく成分分析試
料採取用サンプラとして使用することが
可能です。

●分粒器に米国EPA規格のインパクタを採用。
●β線吸収方式を採用。
●線源は3.7×106Bq以下の安全な密封線源
　を採用。
●PTFEテープ採用。
　重量濃度測定だけでなく粒子中の成分分析
　用フィルタとしても使用可能。

光化学オキシダントとはーーー
光化学オキシダントは、大部分をオゾンが占め、光化学反応により生成される酸化
性物質と定義されています。日本では光化学スモッグ注意報の発令地域が拡大し
ていますが、要因として、アジア大陸からの影響や紫外線量の増加などが考えられ
ています。このたびオゾンの校正方法が紫外線吸収法へ変更され（2010年4月施
行  環境大気常時監視マニュアル第6版より）、より精度の高い環境モニタリング
に向けた動きがはじまりました。

オゾンガス発生装置
OZGU-370
分析部とオゾンガス発生装置・制御機能を一体にした、常時監視用
乾式オゾン測定装置およびオキシダント測定装置の動的校正用オゾ
ンガス発生装置です。紫外線照射方式により暖気時間が短く、高い
安定性が保てます。オゾンガス発生装置を内蔵しているため、ゼロ
ガス用ボンベが不要です。手動または自動によるガス分割が可能で
あり、効率的な直線性試験を行うことができます。

●オゾンガスの発生と濃度測定が1台で可能。
●ゼロガス用ボンベが不要。
●ガス分割が手動・自動より選択可能。

油分濃度計
OCMA-305

排水中の油分管理が重視されています。

操作
カンタン！

都市部のゲリラ豪雨の影響が
大きくなっています。
特定地域に集中して豪雨が降る「ゲリラ豪雨」。都市部の排水環境
では、河川が氾濫した場合を中心とした設計がされているために、
生物多様性も低く、極度の集中豪雨では想定外の下水があふれて、
排水が海域へ流出するなど、社会的な問題になりつつあります。

水または海水中の油分濃度を測定する、コンパクトな自動油分濃
度計です。スイッチを押すだけで、サンプル中の油分抽出から測
定・排液までを自動で実行します。環境基準での油分濃度は、特
定海域において、「検出されないこと」という厳しいもの。豪雨な
ど想定外の排水流出防止に、ぜひご用意ください。

●スイッチを押すだけの自動測定。
●レンジ切り替えが不要の0～200mg/Lダイナミックレンジ。
●安全性にすぐれた抽出溶媒H-997で油分を抽出。
●デジタル表示で読み取り誤差を追放。

環境基準

NEWNEW

人体影響を考慮し、
より微小な粒子の測定へ。

環境基準達成に向けて、
校正方法が変更に。

PM 2.5
微小粒子状物質

Ox
光化学オキシダント

規制

もうひとつのグローバル基準、
「生物多様性」。

多様な生命を共存させること。
それには、よりこまやかな測定を必要とします。

環境による健康への影響や、グローバルな環境測定への認識が高

まりつつあるなか、日本国内の環境基準も世界を見据えた規格へ

と変化しています。

世界的に健康との関連が懸念されている微粒子PM2.5。あるい

は、アジア大陸からの影響や、紫外線量の増加が要因のひとつで

はないかとされる光化学スモッグなど、測定の課題は、グローバ

ルな要因に影響されるものになってきました。環境基準は、それを

受けて変化しています。

HORIBAの環境計測機器は、この環境基準の変化に、的確に対応。

環境計測に貢献します。

生物多様性とは、さまざまな生物の「生息環境の多様性」を
保全する考え方のこと。2010年は国連が定める生物多様性
年でもありました。この「多様性」は、生物種と生態系、およ
び遺伝子という３つのレベルから捉えられており、たとえば、
たった一種の生物種が絶えるだけで、その生態系が崩壊す
る場合もあることから、よりこまやかな環境保全が必要とな
ります。これからのグローバルな環境問題の重要課題とし
て、多くの企業が取り組むべき課題として重視しています。
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科学技術報告

世界の美術館・博物館・考古学研究で活躍するラマン分光装置
貴重な研究対象をその場で非破壊で分析します。

7      8

フランス・セーヴル国立陶磁器博物館での〔古代陶磁器の分析〕

ラマン分光装置は、非破壊・非接触で、高感度な微小分析が行えるという特徴を持つ分析手法です。
その特性から、美術品や貴重な試料の分析に効果的で、ポータブルタイプのラマンシステムを活用することで、遺跡や史跡の分析にも応用が可能です。

方解石、炭素、石英 

方解石 

主にセッコウと炭素 

XSi2O6、ただしX=Ca、Fe、Al、Mg
（たとえばヒスイ輝石、透輝石）

1

2

3

4

Raman Spectroscopy used in the fields of Museum and historic study

陶磁器のうわぐすりの成分や鉱物成分の特定を行っています。

ラマン＋蛍光X線マイクロ分析による
中世ビザンチン絵画の分析

陶磁器に使われる成分のラマンスペクトル

〔イズニック皿の分析〕 〔Della Robbia壺〕

ラマン分光装置のご紹介

関連製品

ラマン顕微鏡は共焦点顕微鏡を利
用したラマン分析装置です。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することがで
きます。顕微鏡で観察している視
野に化学組成のイメージを重ねる
観察分析という、新たな分析手法を
提案します。

ラマン分光装置以外にも、非破壊・
前処理不要で元素分析・マッピング
できるX線分析顕微鏡のシリーズも
ご用意しています。

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。

ラマン顕微鏡
XploRA

X線分析顕微鏡 
XGT-5700WRシリーズ

このほか多様なラマン分光装置を
ご用意しています。

■顕微レーザラマン分光装置
　LabRAM ARAMIS 
■レーザラマン分光装置
　LabRAM HR-800 
■トリプルラマン分光装置
　T64000 
■ダブルラマン分光装置
　U1000

ラピスラズリ

うわぐすり

ムライト

ポンペイ遺跡調査でヘレニズムモザイクの現地分析に役立ちました。

大型絵画のラマンイメージング化学組成分布の測定

レーザプローブを走査するDuoScanTM試料を使って
ステージに固定された絵画をマッピング測定

■測定部位
青点部位をポイントマッピング
にて測定（１５μｍステップ）

■Ramanイメージ

中世ビザンチン絵画の
非破壊での分析に貢献。

ラマン・スペクトルを記録し、モザイクの各部分の組成分析を実施しました。
ラマン・スペクトルから、次のようないくつかの成分が検出されました。

モルタルの成分が異なっていること
から、ヘレニズムモザイクおよび、床
モザイクが異なる時代のものである
ことを示唆しています。 

（DuoScanTM）

Courtesy of Dr. Polonca Ropreta, a Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Restoration Center, Slovenia Courtesy of Prof. Colomban, LADIR UMR7075 CNRS & UPMC and the Musée National de Céramique, Sèvres (France)

“Byzantine style” Icon, Chalkidiki, Greece (Ormylia Art Diagnotics Center)
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固体粒子数測定装置
MEXA-2200/2300SPCS
MEXA-2200SPCS・2300SPCSは、欧州の規制（Euro Ⅵ、Euro 5/6）で
要求されるエンジン排ガス中の固体粒子数（PN）をリアルタイムに計測する
装置です。乗用車や重量車エンジンの認証試験・研究開発に対応します。

●フルダイリューショントンネルのみでなく、マイクロトンネルとも接続可能 
●高圧ダイレクトサンプリング機能（MEXA-2300SPCS） 
●コンパクト設計

MEXA-2000SPCSシリーズラインナップ

認証、研究開発から性能評価まで、
あらゆるシーンでの粒子数連続測定を実現

エンジン排ガス分析装置
MEXA-6000FT-E
フーリエ変換赤外分光（FTIR）法と多変量解析の組み合わせで、多成分濃度
を同時に分析できるエンジン排ガス分析装置 MEXA-6000FTシリーズ。
今回新たに、EVにおける重量車の次期排ガス規制Euro ⅥのNH3試験方法
に準拠したMEXA-6000FT-Eが登場。

［Euro Ⅵ NH3計測に完全対応］
●NH3の応答速度5秒以内(T10-T90)、サンプリング温度191℃
●HORIBA MEXA-7000シリーズとの組み合わせにより、従来の排ガス
　計測に加えNH3計測のEuro Ⅵ認証試験が可能

［最大24成分を同時測定］
●NO・NO2・N2O・NH3、エタノールなど、最大24成分を同時測定
＊ EuroVIにおけるNH3試験方法は、現在ドラフト段階です（2011年1月現在）

重量車エンジンのための最新の粒子数測定

重量車のNH3（アンモニア）を的確に計測EuroⅥは、欧州における重量車（大型トラッ
クやバス）の次期排ガス規制です。
このEuroⅥでは、一酸化炭素（CO）、窒素酸
化物（NOx）、粒子状物質（PM）などの排出
規制値（質量）が引き下げられるのに加え、
EuroⅤから導入されたアンモニア（NH3）の
濃度規制値も強化されます。適用時期は、新
車型式認証については2013年、それ以外の
すべての認証については2014年です。

Euro Ⅵとは

自動車規制

欧州次期排ガス規制

Euro Ⅵ

NEW

NEW

［Euro 5/6、EuroⅥ 対応］

［EuroⅥ 対応］

　　　認証試験
◎Euro 5/6、Euro VI
　MEXA-2000SPCS
◎Euro 5/6、Euro VI（マイクロトンネル対応）
　MEXA-2200SPCS

研究開発・性能評価
◎高圧ダイレクト計測および希釈計測
　MEXA-2100SPCS
◎高圧ダイレクト計測および希釈計測（マイクロトンネル対応）
　MEXA-2300SPCS
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　　　認証試験
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　MEXA-2000SPCS
◎Euro 5/6、Euro VI（マイクロトンネル対応）
　MEXA-2200SPCS

研究開発・性能評価
◎高圧ダイレクト計測および希釈計測
　MEXA-2100SPCS
◎高圧ダイレクト計測および希釈計測（マイクロトンネル対応）
　MEXA-2300SPCS



11      12

LED・有機EL

LED電球から、
液晶ディスプレイ、面発光照明まで、
効率と出力向上の分析に貢献。

白熱電球や蛍光灯よりも低消費電力で長寿命なＬＥＤ電球。あるいは、面発光照明と

して「光る壁光源」という新しい照明の形を生み出す有機EL。それらの光源研究に

重要なのがLED効率と出力向上に対する分析技術です。HORIBAでは膜厚測定・

不良解析・発光分析、材料分析など、独自の分析技術でディスプレイ・照明分野での

研究開発から生産ラインに対応する計測・分析システムを提供しています。

技術

◎大型TV ◎液晶ディスプレイ ◎LED電球 ◎面発光照明 ◎携帯電話 ◎スマートフォン

評価手法
ディスプレイ（FDP方式）

TFT-LCD
（TFT液晶）

有機白色
LED蛍光体青色

LED
FED
（CNT）

OLED
（有機EL）

PDP
（プラズマ）

照明

発光

膜厚

分析

蛍光
PL
CL
分光エリプソ 
EDX
蛍光X線
粒度分布計

○
○
◎
○
○
○

○
○
◎
○
○
○

◎
◎
○
◎
○
○
○

◎
◎
○
○
○
○
○

○
◎
◎
◎
○
○

◎
○
◎
○
○
○
◎

◎
◎

◎
○
○
◎

分光エリプソメータ
UVISEL

膜厚測定

蛍光寿命光度計(TCSPC法)
TemPro

レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置
Partica LA-950V2

モジューラーラマン
PL/EL

カソードルミネッセンス測定システム
MP-32FE

蛍光寿命測定装置
FluoroCube

発光分析・材料分析

エネルギー分散型X線分析装置
EMAX

X線分析顕微鏡
XGT-7000V

不良解析

真空チャンバ装備により軽元素の高感度
分析が可能

位相変調方式を採用し、高精度測定を実現
したハイスペック機種

伝統のEMAXシリーズに革命！新型検出器
を新たにご提案。

発光寿命測定で、機能性材料の研究・開発
を力強くサポート

コンパクトサイズのフィルタ式蛍光寿命測
定システム

ナノ粒子からミリオーダーの粉体まで、あらゆる“大きさ”を
瞬時に計測

分析のニーズにより、分光器・検出器をさ
まざまなタイプでシステムアップ

電子顕微鏡を励起源とし、微小領域での欠
陥・不純物・結晶性の評価が可能

LED製造時に
バブリング供給される材料ガスを、
リアルタイムにモニタリング。
品質向上に貢献します。

ガス濃度モニタ　
IR-300 series

LED製造プロセスや光デバイス製造プロセスな
どで幅広く採用されているMOCVD（有機金属
気相成長法）。このMOCVD装置には液体/固体
材料が利用され、一般的にはバブリング方式に
よる気化ガスとしてチャンバに供給されます。
この材料ガス供給ラインにおいて、成膜状態や
デバイスの品質向上のため、リアルタイムの濃
度モニタリングが重要です。
ガス濃度モニタ IR-300は、材料ガスの安定供
給に威力を発揮します。

●特長面間124mm、取り付け姿勢も自由 
　のコンパクト設計。
●既存ラインへの後付けも容易。

材料供給ラインへの
組み込み例 特許出願済み

バブラ

マスフロー
コントローラ

キャリア
ガス

濃度モニタ
IR-300

濃度制御
バルブ

●濃度計算式

バブラの内部圧力
材料ガスのバブラ内分圧材料ガス濃度 × 100＝

材料ガス濃度のリア
ルタイムモニタだけで
なく、濃度制御バルブ
との組合せにより、濃
度変動に応じてバル
ブへフィードバックし
（バブラの内部圧力制
御）、任意の材料ガス
濃度を供給することが
可能です。

濃度フィードバック
制御への拡張（例）

NEW

（堀場エステック製品）

2011年4月
発売予定
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株式会社ホリバアイテックは、朝日火災海上保険
株式会社と業務提携し、「ドライブレコーダー特約
付き自動車保険」に対して同社のドライブレコーダー
を供給する事になりました。
ドライブレコーダーは、安全運転や省エネに効果
が高く、契約者割引のインセンティブによって、普
及をはかり、お客さまの「安全・安心」と、「エネル
ギーの節減」を促進いたします。

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

自動血球計数CRP測定装置 グルコース分析装置 自動CRP測定装置 動物用自動血球計数装置
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HORIBA
全血POCTの
ポイント

 微量検体
＆

前処理不要
お子様からお年寄りまで
多様な患者さんに対応

精確測定
＆

EBMの実現
精確な検査で、

根拠に基づいた診断

  簡単操作
＆

短時間測定
使う人の負担を軽減する
扱いやすい設計

分析する医療へ　　全血POCTのHORIBAメディカル
「診療の現場、患者の近くで検査する。」それがPOCT（Point-of-Care Testing）という考え方。
検査した結果を、診療の場ですぐに判断できれば、

早期発見・早期治療につながり、危急の病状にも的確に対応できます。

HORIBAメディカルはこのPOCTを、迅速で扱いやすい仕組みにするため、

前処理の必要がない全血による測定で、「全血POCT」として提案。
診療所および病室や緊急の現場でも手軽に扱えるシステムとして提供しています。

「全血POCT」なら、一回の検査で

EBM（evidence-based medicine：根拠に基づく医療）を提供でき、

また、患者様とのインフォームドコンセントを通した信頼向上に大きく貢献します。

これからは、分析する医療へ。HORIBAメディカルからの提案です。

NEW

防爆形プロセス用ガス分析計 51シリーズ

グッドデザイン賞受賞
当社の防爆形プロセス用ガス分析計
51シリーズが、財団法人日本産業デ
ザイン振興会「2010年度グッドデ
ザイン賞」（Gマーク）を受賞。 
51シリーズは「爆発性ガスが存在す
る場所で使用されるため、技術的な
安全性，信頼性の達成に加えて、機
能美を持った産業機器に仕上ってい
る」と評価されました。
今後とも、デザイン面を含め、お客
様にとって価値のある商品の開発を
目指してまいります。 

安全と省エネに貢献。
ドライブレコーダー特約付自動車保険で業務提携。

ドライブレコーダー

DR-9100

［超高速応答］&［超コンパクト］
旋光計 SEPA-500

リプレースキャンペーン実施中！
キャンペーン期間：2010年12月～2011年3月

当社の従来形旋光計よりも超高速応答で、設置場所もとらない超コンパクト設計の
旋光計 SEPA-500。新型機登場にともないリプレースキャンペーンを実施中です。
　　　　　　　 詳しくは

TOPICSメディカル

（ホリバアイテック製品）

 1/26（水）～ 28（金）
 2/11（金）～ 13（日）
 3/ 2（水）～  4（金）
 3/ 8（火）～ 10（木）
 3/15（火）～ 17（木）
 3/16（水）～ 18（金）
 3/17（木）～ 18（金）
 3/24（木）～ 27（日）
 3/28（月）～ 30（水）
 3/29（火）～ 30（水）
 4/15（金）～ 17（日）
 5/18（水）～ 20（金）
 5/19（木）～ 21（土）
 6/ 4（土）～  5（日）
 6/10（金）～ 11（土）
 6/14（火）～ 15（水）
 6/29（水）～7/1（金）
 7/ 3（日）～  6（水）
 7/12（火）～ 14（木）
 8/27（土）～ 28（日）
 8/29（月）～9/2（金）
 9/ 6（火）～  8（木）
 9/ 7（水）～  9（金）
 9/ 7（水）～  9（金）
 9/24（土）～ 25（日）
10/ 5（水）～  6（木）
10/ 6（木）～  8（土）
10/11（火）～ 13（木）
10/17（月）～ 20（木）
10/19（水）～ 21（金）
10/19（水）～ 21（金）
11/16（水）～ 18（金）
12/ 7（水）～  9（金）

SEMICON Korea
日本獣医師会学会年次大会
第2回国際二次電池展
第40回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム
SEMICON China
有機エレクトロニクス・バイオエレクトロニクス国際シンポジウム
表面技術協会 講演大会付設展（春）
春季 第58回応用物理学会
日本原子力学会 講演大会付設展（春）  
第107回触媒討論会
第114回日本小児科学会学術集会
人とくるまのテクノロジー展
第54回糖尿病学会
第60回日本医学検査学会
第25回日本小児救急医学会
粉体工学会 第46回技術討論会
第23回インターフェックスジャパン
ICOMP2011
SEMICON West 
第21回日本外来小児科学会年次集会 
秋季 第72回応用物理学会
光化学討論会
2010分析展/全科展in東京2010
SEMICON Taiwan
第16回日本糖尿病教育看護学会
第19回日環協・環境セミナー全国大会in東京
第43回日本臨床検査自動化学会
SEMICON Europa
電池討論会
粉体工業展・大阪2011
サイエンスエキスポ関西 2011（全科展）
計測展2011TOKYO
SEMICON Japan

韓国（ソウル）
岐阜・長良川国際会議場 他
東京ビッグサイト
名城大学 共通講義棟北館
中国（上海）
仙台国際センター
関東学院大学 金沢八景キャンパス
神奈川工科大学
福井大学 文京キャンパス
首都大学東京
東京・グランドプリンスホテル新高輪 他
パシフィコ横浜
札幌市内
東京国際フォーラム
東京ドームホテル
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
東京ビッグサイト
北海道大学
アメリカ（サンフランシスコ）
神戸国際会議場
山形大学
宮崎市河畔コンベンションエリア
幕張メッセ
台湾（台北）
東京ビックサイト
ホテルイースト21東京
パシフィコ横浜
ドイツ（ドレスデン）
タワーホール船堀
インテックス大阪
インテックス大阪
東京ビッグサイト
幕張メッセ

会　期 会　場展 示 会 名

いま、測る。
確かに診れる。

み

http://bit.ly/HORIBASEPA
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また、患者様とのインフォームドコンセントを通した信頼向上に大きく貢献します。

これからは、分析する医療へ。HORIBAメディカルからの提案です。

NEW

防爆形プロセス用ガス分析計 51シリーズ

グッドデザイン賞受賞
当社の防爆形プロセス用ガス分析計
51シリーズが、財団法人日本産業デ
ザイン振興会「2010年度グッドデ
ザイン賞」（Gマーク）を受賞。 
51シリーズは「爆発性ガスが存在す
る場所で使用されるため、技術的な
安全性，信頼性の達成に加えて、機
能美を持った産業機器に仕上ってい
る」と評価されました。
今後とも、デザイン面を含め、お客
様にとって価値のある商品の開発を
目指してまいります。 

安全と省エネに貢献。
ドライブレコーダー特約付自動車保険で業務提携。

ドライブレコーダー

DR-9100

［超高速応答］&［超コンパクト］
旋光計 SEPA-500

リプレースキャンペーン実施中！
キャンペーン期間：2010年12月～2011年3月

当社の従来形旋光計よりも超高速応答で、設置場所もとらない超コンパクト設計の
旋光計 SEPA-500。新型機登場にともないリプレースキャンペーンを実施中です。
　　　　　　　 詳しくは

TOPICSメディカル

（ホリバアイテック製品）

 1/26（水）～ 28（金）
 2/11（金）～ 13（日）
 3/ 2（水）～  4（金）
 3/ 8（火）～ 10（木）
 3/14（月）～ 17（木）
 3/15（火）～ 17（木）
 3/16（水）～ 18（金）
 3/17（木）～ 18（金）
 3/24（木）～ 27（日）
 3/28（月）～ 30（水）
 3/29（火）～ 30（水）
 4/15（金）～ 17（日）
 5/18（水）～ 20（金）
 5/19（木）～ 21（土）
 6/ 4（土）～  5（日）
 6/10（金）～ 11（土）
 6/14（火）～ 15（水）
 6/29（水）～7/1（金）
 7/ 3（日）～  6（水）
 7/12（火）～ 14（木）
 8/27（土）～ 28（日）
 8/29（月）～9/2（金）
 9/ 6（火）～  8（木）
 9/ 7（水）～  9（金）
 9/ 7（水）～  9（金）
 9/24（土）～ 25（日）
10/ 5（水）～  6（木）
10/ 6（木）～  8（土）
10/11（火）～ 13（木）
10/17（月）～ 20（木）
10/19（水）～ 21（金）
10/19（水）～ 21（金）
11/16（水）～ 18（金）
12/ 7（水）～  9（金）

SEMICON Korea
日本獣医師会学会年次大会
第2回国際二次電池展
第40回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム
Pittcon 2011
SEMICON China
有機エレクトロニクス・バイオエレクトロニクス国際シンポジウム
表面技術協会 講演大会付設展（春）
春季 第58回応用物理学会
日本原子力学会 講演大会付設展（春）  
第107回触媒討論会
第114回日本小児科学会学術集会
人とくるまのテクノロジー展
第54回糖尿病学会
第60回日本医学検査学会
第25回日本小児救急医学会
粉体工学会 第46回技術討論会
第23回インターフェックスジャパン
ICOMP2011
SEMICON West 
第21回日本外来小児科学会年次集会 
秋季 第72回応用物理学会
光化学討論会
分析展2011/科学機器展2011
SEMICON Taiwan
第16回日本糖尿病教育看護学会
第19回日環協・環境セミナー全国大会in東京
第43回日本臨床検査自動化学会
SEMICON Europa
電池討論会
粉体工業展・大阪2011
サイエンスエキスポ関西 2011（全科展）
計測展2011TOKYO
SEMICON Japan

韓国（ソウル）
岐阜・長良川国際会議場 他
東京ビッグサイト
名城大学 共通講義棟北館
アメリカ（アトランタ）
中国（上海）
仙台国際センター
関東学院大学 金沢八景キャンパス
神奈川工科大学
福井大学 文京キャンパス
首都大学東京
東京・グランドプリンスホテル新高輪 他
パシフィコ横浜
札幌市内
東京国際フォーラム
東京ドームホテル
東京・アルカディア市ヶ谷（私学会館）
東京ビッグサイト
北海道大学
アメリカ（サンフランシスコ）
神戸国際会議場
山形大学
宮崎市河畔コンベンションエリア
幕張メッセ
台湾（台北）
東京ビックサイト
ホテルイースト21東京
パシフィコ横浜
ドイツ（ドレスデン）
東京・タワーホール船堀
インテックス大阪
インテックス大阪
東京ビッグサイト
幕張メッセ

会　期 会　場展 示 会 名

いま、測る。
確かに診れる。

み

http://bit.ly/HORIBASEPA



Vol.24 2011.1

分析は、
成長の羅針盤。

Navigator

次代の新分野ひしめく。

本社／〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地　TEL（075）313-8121　
東北セールスオフィス：〒982-0015 仙台市太白区南大野田3-1 第3エステート斉藤1F  TEL（022）308-7890
栃木セールスオフィス：〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1-9-15 フローラビル１F  TEL（028）634-7051
つくばセールスオフィス：〒305-0045 茨城県つくば市梅園2-1-13 筑波コウケンビル1F  TEL（029）856-0521 
東京セールスオフィス：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-7-8 東神田フコク生命ビル  TEL（03）3861-8231
横浜セールスオフィス：〒221-0052 横浜市神奈川区栄町2-9 東部ヨコハマビル5F  TEL（045）451-2091
浜松セールスオフィス：〒430-0816 静岡県浜松市南区参野町221-1  TEL（053）468-7780
豊田セールスオフィス：〒471-0831 愛知県豊田市司町2-23  TEL（0565）37-8510
名古屋セールスオフィス：〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種第2ビル6F  TEL（052）936-5781
大阪セールスオフィス：〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル4F  TEL（06）6390-8011
広島セールスオフィス：〒735-0005 安芸郡府中町宮の町2-5-27 古田ビル1F  TEL（082）288-4433
九州セールスオフィス：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル6F  TEL（092）472-5041
四　国　営　業　所：〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-4-2  TEL（0897）34-8143
■編集・発行（株）堀場製作所 コーポレートコミュニケーション室

株式会社堀場製作所  http://www.horiba.co.jp   e-mail:info@horiba.co.jp

ハイテクの一歩先に、いつも。

フリーダイヤル 0120-37-6045
カスタマーサポートセンター

受付時間/9：00～12：00、13：00～17：00【祝祭日を除く月曜日～金曜日】
※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。
※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

新製品のお問い合せは、お気軽にお電話ください。
カスタマーサポートセンターは、

製品の技術的な相談にフリーダイヤルで対応します。

HORIBAのカスタマーサポートセンターは、お客さまからの製品情報に関するあらゆる
ご質問・ご要望に適切に対応します。各種製品の使用や、基礎的な使い方はもちろん、製
品開発へのご要望なら開発部門に、サービスに関するご要望ならサービス部門へと、お客
さまからいただいた情報を的確にフィードバック。より良い製品・サービス提供をめざして
当センターは、お客さまひとりひとりのご要望や分析ニーズに積極的に対応しております。
HORIBAに対する素朴な疑問・ご要望など、どうぞお気軽にご連絡ください。
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