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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。

プロセスの分析が、ものづくりを支える。
生産の効率化や、原材料の品質管理、廃棄物の安全な処理や新エネルギーへ
の対応など、いまほど「プロセスの管理」が求められている時代はありません。
HORIBAの計測機器は、今日もその正確な「値」を導き出しています。
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東日本大震災により被害を受けられました皆様に、社員一同心より
お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りしております。



プロセスの分析が「ものづくり」を支える

水
上水や水源の水質管理にラインアップで応え ています。

河川や湖沼などの水源は、「上水」として人の生活

を支える重要な存在となります。

飲み水としての水質管理では、より高感度な濁度

計をはじめ、高精度な測定機器が求められます。

HORIBAでは、工業用水質計で培った水質測定技

術をベースに、より高感度な上水用水質計ライン

アップや、河川や湖沼など、環境の現場で必要と

なる測定機器をパッケージ化した水質モニタリン

グシステムなど、多様な計測システムを提供して

います。

水が活用されるプロセスでの最適な水質管理に

対応しています。

プ ロセスの水の水

電気伝導率計
HE-200H/HE-200C

取水原水のpH、凝集混和池のpH調整・管
理、ろ過水のpH管理に使用できます。連
続式の超音波洗浄器を付属していますの
でpH電極の保守作業を軽減します。

ろ過水塩素注入後の遊離残留塩素の測定
に使用できます。電極表面はビーズ洗浄と
電気化学洗浄の併用により常に清浄な状
態を保ち、長期安定測定が可能です。

残留塩素計
HR-200

pH RCpH計
HP-200

HP-200 HR-200

COND

取水原水の電気伝導率の測定に使用でき
ます。交流4電極法を採用していますので、
電極表面の汚れ影響を受けにくく、広範囲
の測定が可能です。ろ過水などの低電気
伝導率測定用には、交流2電極法を選択
できます。

濁度計
HU-200TB

TURB

TURB
換算濃度

凝集剤 塩素 塩素

SL TURBRC

［プロセス例］

■上水処理プロセスと分析計

［プロセス例］

■水質モニタリングシステム

pHTURB COND UV Oil

UV

UV
吸光度

VIS
吸光度

Oil pHCOND

TURB RC COLOR PRESS

TURB RC COLOR PRESS

TEMP

配水管
河川水

川・湖沼 取水場

沈砂池 混和池 ろ過池 配水池フロック形成池着水井

水道水

P

高感度

浄水場

原水、沈殿池の濁度管理に使用できます。
2度から1000度フルスケールまで広範囲
の濁度測定が可能。独自の2光源透過散乱
法とワイパー洗浄により長期間安定した測
定が行えます。

自動水質測定装置
TW-100

上水施設や上水管・給水管末箇所に設置
し、水質をモニタリングするシステムです。
検査項目（濁度・色度・残
留塩素・水圧）を自動監
視し、上水の安全・安心を
サポート。無試薬測定・容
易な点検維持管理で、自
動監視に最適です。

高感度濁度計
HU-200TBH

TURB

配水池など、ろ過水の低濁度管理に使用
できます。高輝度白色LED光源を採用し最
小分解能0.001度の測定が可能です。

感度

0.001度

感度

0.01度

HU-200TBH

レーザ式濁度計
HU-200LT/200LP

TURB

配水池など、ろ過水や膜ろ過水の精密濁
度管理に使用できます。レーザ光源を採
用し、測定分解能0.0001度の高感度な濁
度測定が可能です。微粒子カウンタ付は、
クリプトスポリジウム菌などの微生物を微
粒子の個数として測定が行えます。

感度

0.0001度

HU-200LP

上水施設用水質計測シリーズ

水質モニタリングシステム

Turbidity

pH

PC

Router
MODEM

Conductivity TP/TN/COD(UV) CODMN

Signal Integration Box with PLC

水質モニタリングシステムは、水質管理に必要な各種計
測機器と、それらの施設・運用・メンテナンスまでのトー
タルなサポートをシステムと
して提案しています。人間の
生活に必要な水環境の監
視・計測をプロセスとして提
案しています。

自動COD測定装置
CODA-500-A      /500-B
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。また、試薬の調合も、デリ
バリーサービスによって不要に。その結果、ラ
ンニングコストを従来比の約1/2に低減する
ことが可能となりました。 

酸性法 アルカリ性法

自動全窒素・全りん測定装置
TPNA-300
測定方式に紫外線酸化分解法を採用し、低
温・常圧で前処理が可能。試薬や純水の消費
量を大幅に低減し、ランニングコストの低減
やメンテナンス性の向上を実現しています。

UV計
OPSA-150
HORIBA独自の技術、回転セル長変調方式
によりゼロ点のドリフトがなく、0.1Absから
5.0Absまでの幅広い測定に対応します。

COD COD
換算濃度N P

■4線式
上水から排水処理まで、水処理のあらゆるプロセスに対応す
る屋外設置型の水質測定器。11機種をラインアップ。

屋外のさまざまな場所に設置されるH-1シリーズ
のメンテナンス性を向上するために、無線通信
「H-1 Link」が登場。離れた位置にある各H-1シリ
ーズの稼働状態や現在測定値、メンテナンス情報
などを移動することなく確認できます。

■2線伝送方式
一般排水監視から大規模な生産プロセスまで広範な分野に
対応する屋外設置型の水質測定器。6機種をラインアップ。

工業用水質計現場形

pH RCCOND TURBORP F-Resist MLSSDO

pH CONDORP F-ResistDO

１ ２

H-1シリーズ水質計のメンテナンス性を向上！
Wireless Communication ToolSeries

無線メンテナンス機能

デジタル測定画面

Wireless Adapter 
for H-1 Link

［主な通信機能］
■デジタル測定 ■遠隔校正 ■変換機設定
■センサ管理 ■エラーの詳細情報表示
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プロセスの分析が「ものづくり」を支える 生産の基礎を支える、原材料づくりに貢献しています。

ものづくりの根幹を支える石油化学。発電所など

の燃料をはじめ、各種材料の生産プロセスに、

HORIBAの各種分析計は正確な測定で貢献してい

ます。

純水の管理や、爆発の危険がある場所での計測、

あるいは燃焼工程の測定や排煙状態を測定する

装置など、石油精製や化学プラントでの計測を安

定してサポート。幅広い生産プロセスでの環境保

全・生産効率の維持に、最適な分析ソリューシ

ョンを提供しています。

プ ロセス石油化学油化学油
ボイラ用水や半導体の洗浄用超純水中
のシリカ濃度を自動連続測定する装置
です。5分間の高速で、繰り返し性の高
い、低濃度から高濃度の測定をおこない
ます。火力、原子力発電所におけるター
ビン駆動の効率化や半導体・化学産業
分野での品質管理に有効です。

HORIBAの防爆形ガス分析計は、40年を
超えるお客さまからのご要望に対応。
石油精製所や化学工場など爆発の恐れが
ある環境での使用から、燃料電池や電気
自動車など、次代に向けた新しい分野で
の研究施設まで、幅広く「安全」を提供し
ます。

［シリーズ共通特長］
防爆構造の国際規格（IEC規格）に基づき、
型式検定に合格。選択性・安定性に優れて
います。
●水素防爆対応
●自己診断機能・管理機能の搭載
●視認性の向上
●従来機種（31シリーズ）との互換性を確保

塩と水と電気から電解槽によって生み出される基礎工業
薬品のひとつ「苛性ソーダ」は、生産工程の副産物とし
て塩素ガスや水素ガスも生成され、その管理にはガス分
析計から水質管理までHORIBAの多様な工業用計測
機器が活用されています。

防爆形プロセス用赤外線ガス分析計
51シリーズ

シリカ分析装置
SLIA-2000形

シリカ分析装置 SLIA-2000形

微量ナトリウムイオンモニタ
ASCA-2100/2200

煙道排ガス分析装置
ENDA-5000シリーズ

煙道排ガス分析装置 ENDA-5000

ジルコニア酸素計 NZ-3000

ENDA-5000シリーズは、従来から10万台
におよぶ販売台数と、40年以上の実績
を残す人気機種です。HORIBA独自の光
学系で5成分を1台で測定可能。設置面
積も小さく、長期安定性の高さで定評の
あるクロスモジュレーション方式NDIRと
磁気圧力式酸素計で、欠測の許されな
い排ガス測定管理に最適の連続分析装
置です。

火力発電所の貫流型ボイラでは、復水脱塩装置としてNH4+

型イオン交換樹脂が多く用いられていますが、この方式で
は処理水の純度を電気伝導率によって計測することは不可
能です。このため、ナトリウム計によって、イオン交換樹脂の
性能を管理することが必要になっています。

ボイラ水管理用ヒドラジンモニタ
HYBA-2000

ヒドラジンは、脱酸素剤として広く使用され、特に高圧ボイ
ラの防食剤としてなくてはならないものになっています。
HYBA-2000は、ボイラ水中に残留するヒドラジン濃度を連
続測定。ヒドラジン注入量のコントロール、残留ヒドラジン
濃度の監視などに威力を発揮します。

HORIBAが提供する石油精製・化学プロセス用計測器シリーズ
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煙道排ガス
煙道排ガス

酸素

制御盤等にマウント可能サイズで統一した工業用pH計で
す。工業排水の放流水監視から、製造工程の監視、品質検
査、水産、養殖まで幅広い用途に対応。制御機能付きタイプ
（パルス比例制御・時分割比例制御）はpHのこまやかな調整
も可能です。

パネル形Slim48/96シリーズ 工業用pH計 
HP-480/480PL/480TP・HP-960FTP

pH

シリカ

プロセスガスUV分光分析計
MU-2000

紫外分光法の採用により、非分散紫外線吸収法やガスクロ
マトグラフィでは不可能であった多成分（最大5成分）の高
速・同時・連続測定を実現。2タイプの光源により、幅広い
波長域の測定も可能となりました。

［プロセス例］

■石油精製工程と分析計

［プロセス例］

■工業用の基礎材料を生み出す
　苛性ソーダ生産プロセス

塩
水

電気

ガス分析

ジルコニア酸素計（酸素濃度計）
NZ-3000

ジルコニア酸素計NZ-3000は、電力用ボイラをは
じめ、パッケージボイラ、工業炉および各種燃焼
装置の煙道内にプローブを挿入し、酸素濃度を測
定します。

EIA-51d/51p
試料ガス中の測定対象となるガスの濃度
変化を、非分散形赤外線吸収法（NDIR）
により連続測定する分析計です。
［測定成分］CO、CO2、CH4 など

TIA-51d/51p
干渉補正形検出器の搭載により、共存ガ
スによる干渉影響を受けにくく、低濃度レン
ジ（0-20ppm：測定成分による）での高精
度測定が可能な非分散形赤外線吸収法
（NDIR）により連続測定する分析計です。
［測定成分］CO、CO2、CH4 など

TCA-51d/51p
気体の熱伝導率の差を利用して、主に水
素濃度を測定する分析計です。
［測定成分］H2

MPA-51d/51p
酸素が持つきわめて強い常磁性を利用し
た分析計です。ゼロドリフトがなく、長期安
定性に優れています。
［測定成分］O2

PMA-51d
酸素の強い常磁性を利用した分析計。
キャリアガスなどのオペレーションガスが不
要です。
［測定成分］O2
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アスファルト

その他多様なプロセスで、
HORIBAの工業用計測機器が
活躍しています。

電解槽

酸素

HP-480 HP-960FTP
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プロセスの分析が「ものづくり」を支える 廃棄物処理やバイオマスプロセスを多様にサポート。

東日本大震災以降、重要になってきているのが、

廃棄物処理の見直しとエネルギー体系の見直しで

す。廃棄物の処理においては、廃棄物を単に焼却

するだけでなく、その熱エネルギーを発電に回し、

エネルギー供給の一環として活用できるバイオマ

スなどの処理方法が注目されています。

HORIBAでは、燃焼効率を高めるための、ガス分

析計をはじめ、効率的なプラント運用に貢献する

多様な分析計をラインアップ。

これからの時代をスタートさせる、新しい仕組み

づくりのために、日々重要になる分析計の提供を

続けています。

プ ロセス
廃棄物処理廃棄物処理廃棄物
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［プロセス例］

■木質バイオマス熱分解ガス化プロセスと分析計
［プロセス例］

■バイオマス汚泥発酵プロセスと分析計

間接式キルン

バイオマス
（木くず・間伐材・剪定枝・
わらくず・もみ殻など）
有機性汚泥

CH4 60vol%
CO2 40%
シロキサン 5ppm
H2S 10ppm

サイクロン 焼却炉

炭化物

消化タンク

濃縮タンク

汚泥 汚泥

機械濃縮機

沈砂池 最初沈殿池 最終沈殿池 塩素混和池

放流

消化タンク加温

反応タンク

脱硫塔
（H2Sを除去）

ガスタンク

ボイラ
燃料

マイクロ
ガスタービン燃料

マイクロガスタービン

ボイラ

ボイラ

タービン

煙突

フィルタ

PG-300

燃焼ガス
CO・CO2・CH4

煙道排ガス
CO2・NOx・O2

煙突入口
COO2

ENDA-5000

VA-3000S
TS-360

PG-300

NZ-3000

下水処理工程原料 熱分解 ガス改質 発電

発電

排気

PG-300

硫黄

シロキサン

酸素

シロキサン分析装置 
VA-3000S

下水道汚泥からメタンガスを製造する際、シロキサンが
混入し、ガスタービン内部などに析出して効率低下をま
ねくことがあります。VA-3000Sは、ガス中のシロキサン
濃度を高感度に連続測定し、炭
素ガスも同時に測定が可能。現
場に持ち運べるポータブル設計
です。

ジルコニア酸素計（酸素濃度計）
NZ-3000

ジルコニア酸素計NZ-3000は、
電力用ボイラをはじめ、パッケ
ージボイラ、工業炉および各種
燃焼装置の煙道内にプローブを
挿入し、酸素濃度を測定します。

付臭濃度（全硫黄濃度）分析計
TS-360

都市ガスなどに添加されている付臭剤の濃度測定は、ガ
スクロマトグラフを用いて行われてきました。しかし、測
定方法が複雑であることなどの
問題点がありました。 
付臭濃度計TS-360を用いれば、
連続で付臭濃度の監視が行な
え、取り扱いも容易です。

煙道排ガス分析装置
ENDA-5000シリーズ
HORIBA独自の光学系で5成分を
1台で測定可能。設置面積も小さ
く、長期安定性の高さで定評の
あるクロスモジュレーション方式
NDIRと磁気圧力式酸素計で、欠
測の許されない排ガス測定管理
に最適の連続分析装置です。

煙道排ガス

NOx/SO2/CO/CO2/O2/CH4

［機能性］
●磁気ダンベル式O2計で信頼性がアップ
●新たにCH4（メタン）計測に対応
　バイオマスや燃料電池などの用途に活用いただけます。
●暖機時間を従来機の60分から30分に短縮
●タイマ機能で設定時間に暖機運転を自動開始
●各国認証と8カ国語対応で世界中で測定可能（予定）

［操作性］
●液晶カラータッチパネル採用
　ディスプレイにアイコンやボタンを表示。
　画面上でほとんどの操作・確認が行えます。
●画面キャプチャーやトレンドグラフ、操作ガイド
　など役立つ機能が充実
●SDメモリーカードスロット搭載
●イーサネット®内蔵

［可搬性］
●従来比最大20%軽量化
●移動時衝突を緩和するサイドガードを装備

ポータブルガス分析計
PG-300シリーズ
場所を選ばず、高精度な測定を。小型・軽量で研究室での分析にとど
まらず、フィールドでの測定にも威力を発揮するポータブルガス分析
計です。1台で燃焼排ガス中の最大5成分（NOx/SO2/CO/CO2/O2）の
同時測定が可能。さらにCH4（メタン）ガス対応モデルを加え、全9
モデルをラインアップ。

PORTABLE GAS ANALYZER

NOx  SO2  CO  CO2  O2  CH4

CH4（メタン）ガス対応
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電力用ボイラをはじめ、パッケ
ージボイラ、工業炉および各種
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NDIRと磁気圧力式酸素計で、欠
測の許されない排ガス測定管理
に最適の連続分析装置です。
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NOx/SO2/CO/CO2/O2/CH4
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モデルをラインアップ。

PORTABLE GAS ANALYZER

NOx  SO2  CO  CO2  O2  CH4

CH4（メタン）ガス対応



元素分析の「いま」を探る　　アプリケーションレポート

アプリケーションで見る、ラマン分光

レーザラマン分光装置 LabRAM HR-800は、
小型、軽量、卓上設置可能な共焦点顕微鏡
一体型ラマン分光測定装置です。
実績あるJobinYvon（ジョバンイボン）社の分
光技術で、高いスペクトル分解能を実現。光学
系・レーザ・検出器の組合せで広い波長範囲
に対応し、レーザの種類、グレーティング、検出
器、オプション機器まで多彩なカスタマイズで
多様な分析ニーズに対応しています。

● 800mmの分光器による高いスペクトル分解能
● 幅広いニーズに対応する、充実のオプション群
● 紫外から近赤外まで対応可能
● 広範囲のPL測定に対応可能

顕微レーザラマン分光装置

HR-800

高いスペクトル分解能が求められる分野 幅広い分野で活躍するラマン分光

LabRAM

LabRAM HR-800は、当社ラマン分光測定装置の中でも、多数の研究者の方々から高い評価をいただいている最上位機種。
評価のポイントは、800mm の分光器の搭載による高いスペクトル分解能と、光源をはじめ柔軟なカスタマイズ性であり、
この多様性から、さまざまな分野での最先端のニーズにこまやかに対応することが可能になっています。
今回は、ラマン分光特有のカスタマイズポイントを、応用例をもとに特集しました。

基本原理：ラマン分光とは

分子構造

ν0-νi 

ラマン散乱光
（ストークス光） 

ν0+νi 

ラマン散乱光
（アンチストークス光） 

分子振動
エネルギー νi 

ν0 
レイリー散乱光入射光 ν0  

物質に光を照射した時、反射、屈折、吸収のほ

かに散乱と呼ばれる現象が起こります。

散乱光の中には分子振動によって入射光とは

異なる波長に散乱される微弱な散乱光、ラマ

ン散乱(非弾性散乱)が含まれています。そのラ

マンスペクトルより、分子レベルの構造を解析

する手法がラマン分光法です。
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メタノールとエタノールのラマンスペクトル
分子構造にほんのわずかな差異があるだけでも、異なる特異的なスペクトルとして観測されます。

Appli
HR-800

鰺の耳石
分光器の焦点距離によるピーク形状の違い

Appli
HR-800

Methanol Ethanol

※同じグレーティングを使用した場合の焦点距離によるスペクトルの違いをシミュレーションしました。
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※写真はイメージです。
焦点距離の長い分光器を使用すれば、近接するピークをはっきりと見分けることができます。
また、わずかなピークシフトの測定も可能です。
特に半導体や医薬品の分野において、高波数分解能の測定が求められるケースが多くあります。

サンプル：炭酸カルシウム（鯵の耳石）
　　　　：焦点距離800mm 
　　　　：焦点距離267mm 相当

■半導体
応力、不純物、超格子構造と欠陥の研究、ヘテロ構造、ドーピング効果、超電導体、ホトルミネッセンスなど
■ポリマー
多形同定、ブレンド材料の分布状態解析、モノマーおよび異性体の分析、結晶性、配向性、多層構造、
重合反応のモニタリング、複合材料の解析、純度および欠陥の研究、酸化、エージングなど
■カーボン材料
DLC（Diamond Like Carbon）、フラーレン/ナノチューブの特徴付けダイヤモンド、グラファイト、 
炭素薄膜品質分析、ハードディスクコーティングの分析、複合材料および繊維など
■薄膜
生体膜、L-B膜、DLC/ダイヤモンドコーティング、フィルムの酸化、保護膜など
■医薬品
錠剤中の薬剤分布、受入れ薬剤の検証（ベリフィケーション）、結晶多形、結晶相の解析、不純物、
コンビナトリアルケミストリー、生分解ポリマー、ハイスループットスクリーニングなど
■生命科学
生体適合性、DNA分析、免疫性タンパク、細胞内組織、オリゴ糖、コレステロール、脂質、ガン細胞、
新陳代謝促進物質、生体外物質の侵入、病理学など

そのほか、■化学 ■物理 ■地質学、鉱物学、宝石 ■法科学 ■環境 ■芸術、文化財など、
多様な分野で活用されています。

化合物半導体
●応力●結晶性

医薬品
●活性薬剤●結晶多形

カーボンナノチューブ
●直径、カイラリティ

顕微レーザラマン分光装置 
LabRAM ARAMIS

ラマン顕微鏡
XploRA

オートメーションによる簡単操作、
多くの測定に対応できる拡張性と性能。

分析の場所を選ばないコンパクト設計、
ユーザ視点から生まれた抜群の操作性。

その他のラマン分光測定装置

7 8

じせき
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正確に知る。次代の測定手法を、HORIBAは提供します。

新ソフトと次世代検出器の融合で
EDXは新次元へ進化する。 TruMapで、より正確なマップを提供。

特徴的分布をリアルタイムで取り出すオートレイヤ

リアルタイムでスペクトルのピーク分離処理やバックグラウンド影響を除去できる画期的
なマッピング機能を搭載。

一連の元素マップから、特徴的な分布をもつ元素マップを自動的に抽出、カラーリング
し、SEM画像に重ねます。試料中の微妙な相の変化もわかりやすく表示。

100μm

リアルタイムで
バックグラウンド影響を除去！

試料：カーボンブラシ
加速電圧：15kV
倍率：×500

TruMap

従来の
元素マップ

Cu-L Fe-K

Cu-L

100μm 100μm

100μm

1
2

3

Fe-K

Fe

Fe

CuCu

リアルタイムに各ピクセル毎の
ピーク処理をしたマッピングを実
施しているので、バックグラウンド
除去・重複ピーク分離まで行い、
理想的なマップ像を迅速に表示
できます。

試料：鉱物
加速電圧：15kV
測定倍率：×100

A E

C-K O-KCu-L Zn-L

Fe-K S-K

B

C

D ■組成が近似した相の検出
　元素組成が近い相の判別が可能です。

オートレイヤ像

500μm

500μm

500μm 500μm 500μm

500μm 500μm

■面積率の小さい相の検出
　相Eのような面積率の小さな相が検出できます。

相Aのスペクトル

C

Zn

S

Fe Cu
Zn

Zn

EMAXEvolution
分析者が永年求めていた、
正確さ・スピード・使いやすさが実現しました。
EMAXは電子顕微鏡による観察と、元素分析を行うEDX操作を統合したX線分
析装置です。大面積検出器「X-MAX」と、その検出器性能を最大限に引き出す
ソフトウェア「EMAX Evolution」との組み合わせにより、従来にはない、まったく
新しい分析環境が誕生しました。
高感度・高分解能測定に加えて、より正確な定性・定量機能やマップ機能を実現。
また、測定と並行してしてリアルタイムでの解析も可能になりました。EDX分析
のあり方を根底から覆す「EMAXevolution」。
これからの快適なEDX分析環境を提案します。

エネルギー分散型X線分析装置

EMAXEvolution

従来 ●定量マップ ●スペクトル確認

●TruMap
●オートレイヤ

●スペクトル確認

分析領域取込 データ解析マッピング測定

分析領域取込測定開始

測定開始

マッピング測定

リアルタイムデータ解析

X線収集量が不十分な場合は、必要なだけ再測定

時間

測定終了

測定終了

マッピング機能　短時間測定の仕組み

レポート

レポート

リアルタイム測定がマッピングを変える。

マッピングの操作手順が変わる！

世界最大の素子面積で高精度・高感度を実現。

X-Maxの性能を最大限に引き出す完全マルチタスク・ソフトウェア

▶高感度分析 従来の8倍以上の高計数率で高感度な分析を実現。
▶短時間分析 大面積素子でマッピング時間も数倍の早さを獲得。
▶低加速電圧分析 低加速電圧下でも高精度な分析が可能。
▶低照射電流分析 試料の変形・破損リスクやコンタミネーションを低減。

新型液体窒素レス検出器

マルチタスク型分析ソフトウェア

▶リアルタイム分析 測定中にデータの表示や解析が同時に可能。
▶より正確・迅速な解析 測定と同時にピークの分離ができ、正確・迅速に解析。
▶ニーズに合った操作性 分析者の用途に応じて自在にカスタマイズ可能。

EMAXEvolution
X-Maxの性能を最大限に引き出す完全マルチタスク・ソフトウェア

EMAXEvolutionマルチタスク型分析ソフトウェアマルチタスク型分析ソフトウェア

80mm2
50mm2

20mm2

pH電極の常識を覆す。
KCIを出さない革新的なpH電極誕生。

イオン液体塩橋搭載pH複合電極

従来、pH電極では比較電極の電位差を安定させるために、試料へKClを拡散さ
せることが必要でした。このため、低電気伝導率水での測定や、サンプルに影響
を与えたくない場合のpH測定が困難でした。イオン液体塩橋搭載pH複合電極
は新開発のイオン液体塩橋を採用。液間電位差を安定させ、KClを出さない画
期的なpH電極を生み出す事に成功しました。

イオン液体のわずかな溶解のみ3.3M KClが試料へ拡散

低電気伝導率水用 9600-10D

▶低電気伝導率試料で正確で素早い測定が可能
▶サンプルへの影響が従来の1/10000以下
▶KClと反応する試料でも測定可能。

従来の電極はKCl拡散がつきものでした。

K+Cl-
K+

Cl-

K+

Cl-

K+

Cl-

K+

Cl-K+

Cl-
K+

Cl-

※イオン液体塩橋とは…「イオン液体」は水でも油でもない、第三の溶媒として注目の新素材。
　イオン液体本体は水にほとんど流れ出さず、液間電位差をコントロール可能です。

製薬・環境測定など新たなｐH測定の世界を広げます。
低電気伝導率水（純水・雨水・河川）
高濃度KClの拡散がないため試料のpH変動
がなく、正確な測定が可能です。

薬液（注射剤）
検体中の化合物と高濃度KClとの反応で沈殿物が
生成される注射剤も状態変化なくpH測定が可能。

JP16で求められる導電率測定の手順に沿った専用アプリを搭載。

第十六改正日本薬局方（JP16）対応
導電率測定セットのご提案

■F-74P（pH/mV（ORP）/イオン/電気伝導率 ２項目同時測定）
■DS-72P（電気伝導率測定専用）
・JP16専用アプリ搭載・ガラストップタッチパネル・IQ/OQ/PQ対応可能

低伝導率セルセット

写真はF-74Pです。
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正確に知る。次代の測定手法を、HORIBAは提供します。
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最先端プロセスでの生産環境のコントロールを、HORIBAの技術が支えています。Semiconductor

半導体

薬液
コントロール

低濃度SC-1モニタ
CS-121F1

ナノレベルの微細化プロセスの進化によって、生産性の
さらなる追求から、より高精度な流体制御とガス供給
システムの構築を同時に行う必要が高まっています。
プレッシャーインセンシティブマスフローコントローラ
SEC-Z700Xシリーズは、デジタル補正機能により流量
精度を向上し、全流量領域にわたって1秒以内の高速応
答を実現。
本体内にガス圧センサを内蔵し、圧力センサを省いた
シンプルなガスラインを実現します。

デジタルマスフローコントローラ
SEC-N100シリーズ

プレッシャーインセンシティブマスフローコントローラ
SEC-Z700Xシリーズ

「SEC-N100シリーズ」は半導体分野で高い支持をいた
だいているマスフローコントローラの技術をベースに、
「太陽電池パネル」「燃料電池」「LED」の研究・製造用な
ど、幅広い産業分野で活用いただけるよう高性能かつコ
ストパフォーマンスを追及した製品です。通信方式もデ
ジタル/アナログ、DeviceNetTM、プロフィバスの通信モデ
ルを選択できるほか、用途に合ったサイズ・流量制御範
囲をご用意。お客さまのニーズにこまやかに対応できる
多様な製品をラインアップしています。

インライン・リアルタイム測定可能な、光ファイバ式薬液
濃度モニタに、低濃度SC-1を高精度で測定できる低濃度
SC-1モニタ CS-121F1が新登場。
光ファイバで光信号を伝播して、試料セルを洗浄装置内
配管に直接組み込む方式で、インラインタイプ・セルユニ
ットタイプをラインアップしています。

デジタル通信モデル
アナログ通信モデル

DeviceNet™通信モデル プロフィバス通信モデル
アナログ通信モデル

10SCCM

10SLM

50SLM

100SLM

200SLM

SEC-N112 SEC-N112W

SEC-N122 SEC-N122W

SEC-N132

SEC-N142

SEC-N114 SEC-N114W

SEC-N124 SEC-N124W

SEC-N134

SEC-N144

SEC-N116

SEC-N126

SEC-N136

SEC-N146

SEC-N102シリーズ SEC-N102Wシリーズ SEC-N104シリーズ SEC-N104Wシリーズ SEC-N106シリーズ

面間寸法
流量レンジ
（フルスケール

流量）

面間寸法132mm～ 面間寸法132mm～ 面間寸法132mm～

面間寸法132mm～面間寸法132mm～面間寸法132mm～

124mm～
面間寸法
106mm～

面間寸法
124mm～

面間寸法
124mm～

面間寸法
106mm～

流量精度の向上
セットポイント精度を実現したデジタル補正機能を搭載。

全流量域にわたる高速応答
新開発のVariable PIDアルゴリズムを搭載:フルレンジ1秒以内。

マルチレンジ・マルチガスを搭載
専用ソフトウェアで流量レンジ・使用ガスを変更できます。

ガスラインのシンプル化を実現する
高性能モジュールを搭載。

メンテナンス等本体の動作状態を
確認できる機能を搭載。

流量精度の向上 全流量域にわたる高速応答

マルチレンジ・マルチガス機能を搭載 RoHS指令に対応

PI性能 マルチディスプレイ

幅広い
ラインアップ

SEC-100W

半導体製造プロセスに欠かせない薬液の濃度をモニタリングしています。
ウエハ上に付いた異物をおとす洗浄工程と、ウエハ上の膜をけずるエッチング行程に薬液が使用されており、
この薬液を使用する行程をウエットプロセスと呼んでいます。
ウエハの洗浄は、通常RCA洗浄法に基づいた化学的洗浄法が導入され、SC-1（水5に対して過酸化水素1水酸化アンモニウム1の溶液）と、
SC-2（水5に対して塩酸1過酸化水素1の溶液）の二段階での洗浄が行われます。ウエットエッチングにはフッ酸が多く使用されています。
HORIBAでは、SC-1をはじめとした、各薬液の濃度モニタを提供。ウエットプロセスの効率化に貢献しています。

ウェハ上に金属・酸化物を生成するガスの流量をコントロールしています。
マスフローコントローラは、ガス流量を計測・制御するキーデバイス。
金属や酸化物などをウェハ上に化学蒸着する場合のガス流量を適正にし、生産効率を上げています。
これからの照明となるLED・OLED、エネルギーのあり方を提案する太陽電池での生産工程においても、化学蒸着は必要な技術。
マスフローコントローラによる流量制御は、生産効率向上の重要技術となっています。

光ファイバ式薬液濃度モニタから、低濃度SC-1を高精度で測定できるモデルが新登場。

低濃度SC-1を精度良く測定

NH3：0～1000ppm
H2O2：0～1000ppm
H2O：99.8～100.0%

NH3：±50ppm
H2O2：±50ppm
H2O：±1.5%

測定範囲 再現性範囲 フィルタ
ポンプ

冷却器

セルユニット

濃度モニタ

ヒータ

洗浄装置

F

ダンパ

P

ファイバ

ウエハ

■セルユニットタイプ

NH3

HCL

H2O2

HF

H2O

ポンプ

ダンパ

ファイバ

濃度モニタ

洗浄装置

フィルタ

ウエハ

F

P

インラインセル

■インラインタイプ

設置例

CS-121F1用インラインセル CS-121F1用セルユニット

薬液濃度モニタリングの多様なニーズにお応えするラインアップ。

CS-100シリーズ CS-100Cシリーズ（冷却器一体型）

HORIBA CSシリーズの礎を築いた

［ベストセラーモデル］
光ファイバによる

［インラインリアルタイムモニタリング］

薬液濃度モニタ
CS-100シリーズ

光ファイバ式薬液濃度モニタ
CS-100F1シリーズ

最大4測定点での

［インライン多点計測］

光ファイバ式多点薬液濃度モニタ
CS-100F4シリーズ

■フルオート測定で、簡単管理を実現
■約3秒のリアルタイム濃度追従性
■軽量コンパクト設計

■光ファイバ・インラインセルによるインラインモニタリング
■1台のモニタで最大4種※のマルチモニタリング
■電気部と測定部の完全分離による安全設計
■精度重視のセルユニットタイプもご用意

■最大4測定点での多点計測が可能。
　モニタ数を削減し、低フットプリント化に貢献します。
■最大4種※のマルチモニタリング
■インラインセル・セルユニットタイプをご用意

多点計測化

※薬液またはレンジ

LED・有機EL＆太陽電池
最先端の半導体製造ニーズに応える。

半導体

マルチディスプレイ搭載

Displayモードスイッチを
押す毎に以下に示す順
序で表示情報が切り替
わります。

マルチディスプレイDisplay モードスイッチ Display モードスイッチ マルチディスプレイ

一次側圧力[psia]

一次側圧力[kPa] MAC ID

温度[°F] 温度[°C]

自動切替りモード

設定流量[%F.S.]

流量出力[%F.S.]

プラグイン・
プラグアウト

インライン・
リアルタイム計測 多点計測

従来の％オーダから、ppm※オーダが可能に。

※1000ppm=0.1％

インライン化



11 12

最先端プロセスでの生産環境のコントロールを、HORIBAの技術が支えています。Semiconductor

半導体

薬液
コントロール

ガス
コントロール

低濃度SC-1モニタ
CS-121F1

ナノレベルの微細化プロセスの進化によって、生産性の
さらなる追求から、より高精度な流体制御とガス供給
システムの構築を同時に行う必要が高まっています。
プレッシャーインセンシティブマスフローコントローラ
SEC-Z700Xシリーズは、デジタル補正機能により流量
精度を向上し、全流量領域にわたって1秒以内の高速応
答を実現。
本体内にガス圧センサを内蔵し、圧力センサを省いた
シンプルなガスラインを実現します。

デジタルマスフローコントローラ
SEC-N100シリーズ

プレッシャーインセンシティブマスフローコントローラ
SEC-Z700Xシリーズ

「SEC-N100シリーズ」は半導体分野で高い支持をいた
だいているマスフローコントローラの技術をベースに、
「太陽電池パネル」「燃料電池」「LED」の研究・製造用な
ど、幅広い産業分野で活用いただけるよう高性能かつコ
ストパフォーマンスを追及した製品です。通信方式もデ
ジタル/アナログ、DeviceNetTM、プロフィバスの通信モデ
ルを選択できるほか、用途に合ったサイズ・流量制御範
囲をご用意。お客さまのニーズにこまやかに対応できる
多様な製品をラインアップしています。

インライン・リアルタイム測定可能な、光ファイバ式薬液
濃度モニタに、低濃度SC-1を高精度で測定できる低濃度
SC-1モニタ CS-121F1が新登場。
光ファイバで光信号を伝播して、試料セルを洗浄装置内
配管に直接組み込む方式で、インラインタイプ・セルユニ
ットタイプをラインアップしています。

デジタル通信モデル
アナログ通信モデル

DeviceNet™通信モデル プロフィバス通信モデル
アナログ通信モデル

10SCCM

10SLM

50SLM

100SLM

200SLM

SEC-N112 SEC-N112W

SEC-N122 SEC-N122W

SEC-N132

SEC-N142

SEC-N114 SEC-N114W

SEC-N124 SEC-N124W

SEC-N134

SEC-N144

SEC-N116

SEC-N126

SEC-N136

SEC-N146

SEC-N102シリーズ SEC-N102Wシリーズ SEC-N104シリーズ SEC-N104Wシリーズ SEC-N106シリーズ

面間寸法
流量レンジ
（フルスケール

流量）

面間寸法132mm～ 面間寸法132mm～ 面間寸法132mm～

面間寸法132mm～面間寸法132mm～面間寸法132mm～

124mm～
面間寸法
106mm～

面間寸法
124mm～

面間寸法
124mm～

面間寸法
106mm～

流量精度の向上
セットポイント精度を実現したデジタル補正機能を搭載。

全流量域にわたる高速応答
新開発のVariable PIDアルゴリズムを搭載:フルレンジ1秒以内。

マルチレンジ・マルチガスを搭載
専用ソフトウェアで流量レンジ・使用ガスを変更できます。

ガスラインのシンプル化を実現する
高性能モジュールを搭載。

メンテナンス等本体の動作状態を
確認できる機能を搭載。

流量精度の向上 全流量域にわたる高速応答

マルチレンジ・マルチガス機能を搭載 RoHS指令に対応

PI性能 マルチディスプレイ

幅広い
ラインアップ

SEC-100W

半導体製造プロセスに欠かせない薬液の濃度をモニタリングしています。
ウエハ上に付いた異物をおとす洗浄工程と、ウエハ上の膜をけずるエッチング行程に薬液が使用されており、
この薬液を使用する行程をウエットプロセスと呼んでいます。
ウエハの洗浄は、通常RCA洗浄法に基づいた化学的洗浄法が導入され、SC-1（水5に対して過酸化水素1水酸化アンモニウム1の溶液）と、
SC-2（水5に対して塩酸1過酸化水素1の溶液）の二段階での洗浄が行われます。ウエットエッチングにはフッ酸が多く使用されています。
HORIBAでは、SC-1をはじめとした、各薬液の濃度モニタを提供。ウエットプロセスの効率化に貢献しています。

ウェハ上に金属・酸化物を生成するガスの流量をコントロールしています。
マスフローコントローラは、ガス流量を計測・制御するキーデバイス。
金属や酸化物などをウェハ上に化学蒸着する場合のガス流量を適正にし、生産効率を上げています。
これからの照明となるLED・OLED、エネルギーのあり方を提案する太陽電池での生産工程においても、化学蒸着は必要な技術。
マスフローコントローラによる流量制御は、生産効率向上の重要技術となっています。

光ファイバ式薬液濃度モニタから、低濃度SC-1を高精度で測定できるモデルが新登場。 ガスコントロール技術を、幅広く活かす汎用タイプ。ガスコントロール技術を、幅広く活かす汎用タイプ。

低濃度SC-1を精度良く測定

NH3：0～1000ppm
H2O2：0～1000ppm
H2O：99.8～100.0%

NH3：±50ppm
H2O2：±50ppm
H2O：±1.5%

測定範囲 再現性範囲 フィルタ
ポンプ

冷却器

セルユニット

濃度モニタ

ヒータ

洗浄装置

F

ダンパ

P

ファイバ

ウエハ

■セルユニットタイプ
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H2O2
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H2O

ポンプ

ダンパ

ファイバ

濃度モニタ

洗浄装置

フィルタ

ウエハ

F

P

インラインセル

■インラインタイプ

設置例

CS-121F1用インラインセル CS-121F1用セルユニット

薬液濃度モニタリングの多様なニーズにお応えするラインアップ。

CS-100シリーズ CS-100Cシリーズ（冷却器一体型）

HORIBA CSシリーズの礎を築いた

［ベストセラーモデル］
光ファイバによる

［インラインリアルタイムモニタリング］

薬液濃度モニタ
CS-100シリーズ

光ファイバ式薬液濃度モニタ
CS-100F1シリーズ

最大4測定点での

［インライン多点計測］

光ファイバ式多点薬液濃度モニタ
CS-100F4シリーズ

■フルオート測定で、簡単管理を実現
■約3秒のリアルタイム濃度追従性
■軽量コンパクト設計

■光ファイバ・インラインセルによるインラインモニタリング
■1台のモニタで最大4種※のマルチモニタリング
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多点計測化

※薬液またはレンジ

LED・有機EL＆太陽電池
最先端の半導体製造ニーズに応える。

半導体

マルチディスプレイ搭載

Displayモードスイッチを
押す毎に以下に示す順
序で表示情報が切り替
わります。

マルチディスプレイDisplay モードスイッチ Display モードスイッチ マルチディスプレイ

一次側圧力[psia]

一次側圧力[kPa] MAC ID

温度[°F] 温度[°C]

自動切替りモード

設定流量[%F.S.]

流量出力[%F.S.]

プラグイン・
プラグアウト

インライン・
リアルタイム計測 多点計測

従来の％オーダから、ppm※オーダが可能に。

※1000ppm=0.1％

インライン化
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●首都圏の販売・サービス体制強化、事業分野ごとにグループ結集

●車輌運行管理製品子会社のホリバアイテックを吸収合併
運行事業者向けのデジタル記録式タコグラフをはじめ、法人営業車や一般家
庭向けのドライブレコーダーなど、車輌運行管理に関わるさまざまな製品を提
供し、車輌運行の安心・安全に貢献してきた当社子会社ホリバアイテックを、
平成24年1月1日を効力発生日として吸収合併。
拡大している車輌運行管理事業に対して、堀場製作所グループの持つ営業・開
発・サービスの経営資源を活用し、お客様のニーズに合わせた体制を強化し
て、さらなる成長を目指します。

14

HORIBAは、機能を創造するデザインを追求しています。

ポータブルガス分析計［PG-300］ 2011年度グッドデザイン賞を受賞
当社の世界戦略機種として位置づけられているポータブルガス分析計PG-300が、
2011年度のグッドデザイン賞を受賞しました。
「ガス（煙）の発生源にどこにでも持っていける機動性、複数の分析機器を必要と
せず1台でグローバルな測定認証に準拠し、高精度に最大5成分の同時測定を可
能にするという企画コンセプトを、コンパクトで板金と樹脂の一体感のある筺体に
上手くまとめて体現している」という高い評価をいただいています。

13

機能性をデザインするHORIBAのデザイン姿勢。
HORIBAでは、デザインも機能性の一部として、よりわかりやすく、測定者の方
が使いやすい形状を目指してきました。製品の開発の初段からデザイナーと
開発者が計測現場の観察調査を実施。その解析結果に基づいた使いやすさ
とスマートな計測作法をデザインし提案することが基本となっています。

つねに測定の現場をイメージした、お客さま志向の分析機器へ。
今回のポータブルガス分析計［PG-300］においても、実際に装置を使用され
る分析会社さまにヒアリングを実施。デザインコンセプトを「タフ＆ライト」と
煮詰めた上で、世界市場に通用するデザインへと繰り返してのコンセプトメイ
クとデザイン修正を行い、現在の姿へブラッシュアップを図っています。つねに
測定の現場をイメージしたお客さま志向の分析機器の提供を目指します。

◎グッドデザイン賞とは
「グッドデザイン賞（Gマーク）」は、1957年に通商産業省によって設立され
た制度を継承し、1998年より財団法人日本産業デザイン振興会の主催で
運営されている、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨制度です。シン
ボルである「Gマーク」はすぐれたデザインの象徴として親しまれています。

近年のHORIBA グッドデザイン賞 受賞製品

2010年
防爆形プロセス用ガス分析計
51シリーズ
堅牢な金属ハウジングでブランド訴求と防爆規格の強
化を両立。大型カラー表示とわかりやすい操作キーで
ひと目でわかる安全性と即座の操作・設定性を向上。

2009年
マルチ水質チェッカ
U-50
放り投式センサと片手操作可能なハンドユニットの組
合せで、野外計測に必要な性能と、現場での使いやす
さを両立させ「耐衝撃・防水」も実現。

2009年
小型電極式グルコース分析装置
アントセンス  ロゼ

検査室レベルの測定をベッドサイドで可能にするグル
コース分析装置。医療現場で扱いやすく親しみやすい
デザインと感染リスクの低減・バーコードリーダ内蔵に
よるデータ管理のしやすさを両立させました。

計測環境と
デザイン

2011年10月11日、東日本の中枢拠点にあ
たる東京支店および東京営業所、ならび
に子会社4社の各東京拠点を、現在の東
神田から、さらに交通に便利な御茶の水
（地下鉄淡路町駅より徒歩2分）に移転し
ました。
また「分析センター」など、顧客向けサー
ビス機能や学術交流会などの活動拠点
としての機能も集約し、首都圏の販売・
サービス体制強化、事業分野ごとにグル
ープ力を結集。単なる京都企業の東京事
業所にとどまらず、東日本における「科学
技術の情報発信拠点」として成長させて
いく予定です。

●アセアン最大市場インドネシアに駐在員事務所を開設

●堀場エステック　台湾初の現地法人を設立

2011年10月26日、シンガポール現地法人「ホリバ・インスツルメンツ社（HIS）」
を通じて、インドネシアの首都ジャカルタに同国初の駐在員事務所を開設しま
した。経済成長とともに生活水準が高まる同都市で、医用や自動車、環境・プ
ロセス事業を強化いたします。アセアン最多の都市人口をもつインドネシアを
中心にアセアン広域でさらなる成長を目指します。

2011年10月6日、当社子会社の堀場エステックは、台湾半導体産業集積地の
新竹県にある支店を、「ホリバ台湾社」に格上げし、10月12日に営業開始しま
した。アジア広域で現地の独立性を高めた事業運営を推進することで、半導
体事業の中国語圏の中核拠点とし、海外基盤のさらなる強化を図ります。

Indonesia

Taiwan

会　期 会　場展 示 会 名

おそれいりますが、ご感想などをお聞かせください。

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

 2/ 7（火）～  9（木）
 2/15（水）～ 17（金）
 2/17（金）～ 19（日）
 2/29（水）～3/2（金）
 3/ 2（金）～  3（土）
 3/ 6（火）～  8（木）
 3/12（月）～ 15（木）
 3/15（木）～ 18（日）
 3/20（火）～ 22（木）
 3/21（水）～ 23（金）
4/13（金）～ 15（日）
 4/18（水）～ 20（金）
 4/20（金）～ 22（日）
 5/16（水）～ 18（金）
 5/16（水）～ 18（金）
 5/17（木）～ 19（土）
 5/23（火）～ 25（金）
 6/ 1（金）～  2（土）
 6/ 9（土）～ 10（日）
 6/12（火）～ 14（木）
 6/27（水）～ 29（金）
 7/ 1（日）～  5（木）
 7/ 8（日）～ 10（火）
 7/10（火）～ 12（木）
 7/24（火）～ 27（金）
 7/28（土）～ 29（日）
 7/28（土）～ 29（日）
 8/24（金）～ 26（日）
 9/  5（水）～  7（金）
 9/  5（水）～  7（金）
  9/18（火）～ 20（木）
  9/20（木）～ 21（金）
  9/24（月）～ 27（木）
 9/28（土）～ 30（日）
 9/29（土）～ 30（日）
10/17（水）～ 18（木）
10/31（水）～11/2（金）
11/16（金）～ 18（日）
11/24（土）～ 25（日）
11/28（水）～ 30（金）
11/29（木）～12/2（日）
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つねに測定の現場をイメージした、お客さま志向の分析機器へ。
今回のポータブルガス分析計［PG-300］においても、実際に装置を使用され
る分析会社さまにヒアリングを実施。デザインコンセプトを「タフ＆ライト」と
煮詰めた上で、世界市場に通用するデザインへと繰り返してのコンセプトメイ
クとデザイン修正を行い、現在の姿へブラッシュアップを図っています。つねに
測定の現場をイメージしたお客さま志向の分析機器の提供を目指します。

◎グッドデザイン賞とは
「グッドデザイン賞（Gマーク）」は、1957年に通商産業省によって設立され
た制度を継承し、1998年より財団法人日本産業デザイン振興会の主催で
運営されている、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨制度です。シン
ボルである「Gマーク」はすぐれたデザインの象徴として親しまれています。

近年のHORIBA グッドデザイン賞 受賞製品

2010年
防爆形プロセス用ガス分析計
51シリーズ
堅牢な金属ハウジングでブランド訴求と防爆規格の強
化を両立。大型カラー表示とわかりやすい操作キーで
ひと目でわかる安全性と即座の操作・設定性を向上。

2009年
マルチ水質チェッカ
U-50
放り投式センサと片手操作可能なハンドユニットの組
合せで、野外計測に必要な性能と、現場での使いやす
さを両立させ「耐衝撃・防水」も実現。

2009年
小型電極式グルコース分析装置
アントセンス  ロゼ

検査室レベルの測定をベッドサイドで可能にするグル
コース分析装置。医療現場で扱いやすく親しみやすい
デザインと感染リスクの低減・バーコードリーダ内蔵に
よるデータ管理のしやすさを両立させました。

計測環境と
デザイン

2011年10月11日、東日本の中枢拠点にあ
たる東京支店および東京営業所、ならび
に子会社4社の各東京拠点を、現在の東
神田から、さらに交通に便利な御茶の水
（地下鉄淡路町駅より徒歩2分）に移転し
ました。
また「分析センター」など、顧客向けサー
ビス機能や学術交流会などの活動拠点
としての機能も集約し、首都圏の販売・
サービス体制強化、事業分野ごとにグル
ープ力を結集。単なる京都企業の東京事
業所にとどまらず、東日本における「科学
技術の情報発信拠点」として成長させて
いく予定です。

●アセアン最大市場インドネシアに駐在員事務所を開設

●堀場エステック　台湾初の現地法人を設立

2011年10月26日、シンガポール現地法人「ホリバ・インスツルメンツ社（HIS）」
を通じて、インドネシアの首都ジャカルタに同国初の駐在員事務所を開設しま
した。経済成長とともに生活水準が高まる同都市で、医用や自動車、環境・プ
ロセス事業を強化いたします。アセアン最多の都市人口をもつインドネシアを
中心にアセアン広域でさらなる成長を目指します。

2011年10月6日、当社子会社の堀場エステックは、台湾半導体産業集積地の
新竹県にある支店を、「ホリバ台湾社」に格上げし、10月12日に営業開始しま
した。アジア広域で現地の独立性を高めた事業運営を推進することで、半導
体事業の中国語圏の中核拠点とし、海外基盤のさらなる強化を図ります。

Indonesia

Taiwan

会　期 会　場展 示 会 名

おそれいりますが、ご感想などをお聞かせください。

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

 2/ 7（火）～  9（木）
 2/15（水）～ 17（金）
 2/17（金）～ 19（日）
 2/29（水）～3/2（金）
 3/ 2（金）～  3（土）
 3/ 6（火）～  8（木）
 3/12（月）～ 15（木）
 3/15（木）～ 18（日）
 3/20（火）～ 22（木）
 3/21（水）～ 23（金）
4/13（金）～ 15（日）
 4/18（水）～ 20（金）
 4/20（金）～ 22（日）
 5/16（水）～ 18（金）
 5/16（水）～ 18（金）
 5/17（木）～ 19（土）
 5/23（火）～ 25（金）
 6/ 1（金）～  2（土）
 6/ 9（土）～ 10（日）
 6/12（火）～ 14（木）
 6/27（水）～ 29（金）
 7/ 1（日）～  5（木）
 7/ 8（日）～ 10（火）
 7/10（火）～ 12（木）
 7/24（火）～ 27（金）
 7/28（土）～ 29（日）
 7/28（土）～ 29（日）
 8/24（金）～ 26（日）
 9/  5（水）～  7（金）
 9/  5（水）～  7（金）
  9/18（火）～ 20（木）
  9/20（木）～ 21（金）
  9/24（月）～ 27（木）
 9/28（土）～ 30（日）
 9/29（土）～ 30（日）
10/17（水）～ 18（木）
10/31（水）～11/2（金）
11/16（金）～ 18（日）
11/24（土）～ 25（日）
11/28（水）～ 30（金）
11/29（木）～12/2（日）
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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
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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
四国セールスオフィス：〒760-0078 香川県高松市今里町9-9  TEL（087）867-4800
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
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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。

プロセスの分析が、ものづくりを支える。
生産の効率化や、原材料の品質管理、廃棄物の安全な処理や新エネルギーへ
の対応など、いまほど「プロセスの管理」が求められている時代はありません。
HORIBAの計測機器は、今日もその正確な「値」を導き出しています。
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東日本大震災により被害を受けられました皆様に、社員一同心より
お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りしております。




