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環境、食品分野等における試験検査機関や、製造業における品質管理部門の

業務実態に合わせて設計および開発したWebベースの分析情報統合システムです。
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ホルトホール大分
住所 大分市金池南一丁目５番１号

鉄道 JR大分駅下車
上野の森口（南口）徒歩1分

ホルトホール大分
地下駐車場 170台
最初の30分無料、以降100円/30分

大分駅南口 立体駐車場
860台収容
最初の30分無料、以降100円/30分

弊社WEBページ(http://www.nskw.co.jp)にて事前登録を

お願いしております。

新着情報 ”西川計測展 in OITA 2016” を開催いたします”

もしくは、下記URLよりアクセスしてください。

セミナー登録もこちらで受付しております。定員になり次第

締め切らせて頂きます。予めご了承ください。

URL https://www.nskw.co.jp/form/event.php?num=08

事前
登録制

事前
登録制

会場会場

生産工場など現場における計装設備に関して、基礎的、

実用的な事項を取り上げて解説します。

単位、測定の精度、温度･圧力･流量･液位などの

変量を検出するためのセンサ･伝送器の種類と

原理･特徴、伝送信号、流量の温度･圧力補正、など、

フィールド関連機器について要点を解り易く解説します。

講演内容

主 催 西川計測株式会社

プロセス・オートメーションPAの制御に関して、

基礎的、実用的事項を取り上げて解説します。

自動制御の種類と概要、制御ループﾟ、制御方式、PIDを

はじめとする調節動作、これらを実現する調節計、

DCS、調節弁とインバータ、信頼性向上（冗長化）、

計装関係の図面類について要点を解り易く解説します。

講演内容

主 催 西川計測株式会社

講演内容

主 催 アジレント・テクノロジ－株式会社

YOKOGAWAが考えるIndutrial IoT（IIoT）、

そのIIOTを 実現するための新技術、及び

活用事例についてご紹介させて頂きます。

講演内容

主 催 横河ソリューションサービス株式会社

地震国日本では、いつどこで大規模な地震が発生する

かわかりません。

特に東海地震や東南海、首都直下地震など近い将来

発生する確率が高まっている今こそ、事前に対策する

ことが重要になってきます。

本セミナーでは「熊本地震」を教訓にオフィスをはじめと

した基本的な「地震対策」のポイントをご紹介します。

講演内容

主 催 株式会社昭電

※2012年に開催した内容を再編集してお送りします

※2012年に開催した内容を再編集してお送りします

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

「計測」、「制御」、「分析」の分野における製品展示会を開催致します。

ご来場者様から大変ご好評を賜り、5回目を迎えることが出来ました。

今年もより皆様のお役に立つ催しとなるように準備をしております。

約30社の出展企業が会場に集結し、最新技術を用いた製品を展示

致します。様々な分野の製品を実際に見て触れて確かめることが

できます。また、IoT関連などの各種セミナーを同時開催致します。

ご多用中のところ誠に恐縮に存じ上げますが、

この機会に是非ご来臨賜りますようご案内申し上げます。

敬具

西川計測株式会社

九州支社長

⼩Xancia-RTU

横河デジタルコンピュータ製ネットワークソリューションコントローラ Xanciaを使用した
ターミナルユニットです。堅牢・小型コントローラとして、省エネ制御、ガス導管網、
通信基地局などの遠隔監視として活用事例が増えています。

設備 監視対象

ガス設備 ガバナ監視・受入供給制御

風力発電監視

省電力発電・ガスタービン監視

遠隔水門操作

遠隔監視・操作・制御への⽤途

その他設備

Wireless Solution

■無線ソリューション

センサの計測値や情報を無線を使って伝送します。

配線コストを軽減できるだけでなく、移動体、回転体

など、有線通信が難しい箇所にも対応できます。

■IoT（Internet of Things）

IoTはモノ（センサ、端末、製品、システム）がネット

ワークに接続されることで、価値ある新しいコトが

生み出され、ソリューションの産業革命とも呼ばれて

います。そのIoTへの取組み、活用事例について

セミナーをご用意しております。

■カメラソリューション

防犯、災害対策のための監視用途、サーモグラフィ

による温度分布にカメラソリューションを提案します。

■西川計測展 in OITA 初出展

本展示会は今回で5回目を数えます。

皆様のご期待に応えられるよう、さまざまなソリュー

ションを提案いたします。

Industry4.0やIICでもセキュアなIoTをプライベート

クラウドで構築する傾向になりました。

そのプライベートクラウドで使えるプログラムレスIoT

プラットフォームをご紹介します。

また、日本政府のサイバーセキュリティ政策の最新

動向と制御システムを標的にしたサイバー攻撃と

制御システムおよび制御製品のセキュリティ対策

人材育成について解説します。

講演内容

主 催 株式会社ＩＣＳ研究所

監視や保守を行う計測機器は生産品の最終品質に影

響を及ぼします。制御では，点検時における校正作業

がメンテナンスの基本となる作業です。セミナーでは

計測器を例に，製造品質や生産品の輸出時における

One  Stop Testing，　国際規格のISO9000，ISO10012

およびISO/IEC17025などの校正に関する要求事項

などについてご説明します。

講演内容

主 催 横河メータ＆インスツルメンツ株式会社

高速ガスクロとにおいライブラリ、多変量解析を

組み合わせ、食品や材料中の

異臭やVOCを迅速に、感度良く

分析する技術を紹介します。

結果は、管理チャート（右図）で

品質の合否を分かりやすく判定

することができます。

講演内容

主 催 アルファ・モス・ジャパン株式会社

化学プラントの安全操業を脅かす脅威の一つに

サイバー攻撃が加わりました。

その脅威からプラントを守るために弊社が実施した

セキュリティ強化の取り組みと課題をご紹介します。

講演内容

主 催 三井化学株式会社

主 催 株式会社ワイ・ディ・シー

工場で発生する様々なデータの仮想的な一元管理を

実現し、パワフルな解析環境を提供する

SONARについて、実機デモを交えてご紹介させて

頂きます。

講演内容

GC、GCMSの最新技術とアプリケーションを

ご紹介致します。

・夢をかなえるガスクロマトグラフ

新製品 Agilent Intuvo 9000 GC システム

・ガスクロマトグラフ硫黄化合物検出器（SCD)

・溶出物及び浸出物  (Extractables & Leachables)の

GCMS分析例



ヴァイサラ株式会社

株式会社昭電

株式会社スリーエス

株式会社谷沢製作所

株式会社本山製作所

山里産業株式会社

横河電機株式会社 科学機器

株式会社ティーネットジャパン

株式会社テストー

日置電機株式会社

日本サーモ株式会社株式会社イチネンＴＡＳＣＯ

横河電機株式会社 制御機器

株式会社Ｒ.Ｏ.Ｄ

ファロージャパン株式会社株式会社エムシステム技研

グラフテック株式会社

池上通信機株式会社

ジーエルサイエンス株式会社

ネットワークカメラを使って、最も効率的かつ簡単に監視システ

ムを構築できるスタンドアロンNVRをご紹介しています。

NVRのパイオニアとして様々なカメラメーカーが接続可能です。

今では100社3000機種以上をサポートしています。

これらの中からお客様に安心してご利用いただけるベストな

システムのご提案をさせて頂きます。

フロアのレイアウト変更や測定ポイントの追加や変更に柔軟に

対応可能。 コスト配線の削減と利便性向上がはかれます。

PCでデータを監視・記録します。レポート印刷、

カスタムグラフィック機能等、多彩な機能を

パッケージソフトで実現します。
GM10親機 分散設置用子機

パナソニックデバイスSUNX社

（ECOnectシリーズ）

温湿度センサ

電力センサ

・ で配線困難な現場の安全強化に最適

・ で配線レス

・防爆検定合格品

・検知ガス：可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素/酸素

「測りたいその場で成分分析を」の声にお応えする携帯型

蛍光X線分析装置。手にとって比べてください。

製薬原料や化学品などの異同判定に最適！受入れ検査の

現場で迅速に測定結果を表示。

・光ファイバを温度センサとすることで、長距離・広範囲の

温度監視をブランクエリア無しで可能にします。

・ベルトコンベア火災検知、パイプライン漏れ検知、ケーブル

温度監視、高温鉄皮ホットスポット検知といったアプリケー

ションに最適です。

e-RT3 Plusは、ユーザビリティを強化し、お客様の開発・

運用・保守効率向上に貢献します。

工場出荷時にLinuxシステム、90種類以上のOSSが組み込ま

れているため、誰でもすぐに開発をはじめることができます。

Linux環境がなくても、Windows環境でアプリケーション開発が

可能です。

■電動ピペット MPAシリーズ

簡単、スピーディ、疲れない！ 電動で作業効率が向上します

■リークテスター

瞬時にリークがチェックでき、分析結果の信頼性を確保

■容量テスター

JIS、ISOに基づいた容量テストが可能な専用テスターです。

温度センサーの一貫製造メーカーとして常に新しい技術を追求し、

トレーサブルで信頼性の高い製品を提供致します。

[展示品]

① 温度センサー 熱電対・測温抵抗体

② 温度校正装置 産業用温度センサーの校正に対応

③ 放射温度計 ドイツIMPAC2色温度計(300～3300℃)

～現場での操作性を重視～

◆防爆区域の現場でも全ての設定、調整が可能、HART通信対応

～高い制御性の回転弁～

◆滞留部がほぼ無く、ストレートスルー構造、多用途に対応

～迅速な対応～

◆大分サービスセンターを初め全国7拠点、現場対応可能

ガスクロマトグラフ用の硫黄化合物検出器（SCD)は

石油原料や石油製品中の極微量の硫黄を検出可能です。

また、匂いや臭いに関連する硫黄化合物は極微量でも

官能するためSCDでの検出が最適です。

GC用のFPD検出器と較べて以下の特徴があります。

・ 直線性のあるレスポンス

・ 優れた検出感度

超高速GCをベースとした電子嗅覚システム。保持指標&におい

ライブラリと組み合わせることで、異臭成分の検出、製品間の

においの特徴付けなど、１台で様々なにおい分析が可能です。

ヘッドスペース、液体注入、SPMEまで、各社GCに接続可能な

最新のサンプリングシステムを紹介します。

ヴァイサラは信頼性の高い環境計測器を御提供致します。
[展示品]

1) 次世代CO2センサ
GMP251(0-20%CO2), GMP252(0 - 10000ppmCO2)

2) 本質安全防爆構造 湿度温度変換器 HMT360
3) オイル内水分水素温度変換器MHT410

変圧器用絶縁油内の水分・水素、温度を計測
4) その他、露点計・ウェザートランスミッターWXT520など

サーモカメラ・デジタルカメラ（可視画像）を同時に撮影可能な

デュアルカメラ。画像補正機能のMSXで視認性の高い画像を

表示可能。

360°直感的に先端を操作可能！頑丈で操作性の高い、

高性能タッチパネルを搭載。

920MHz帯無線「くにまる」でデータを収集し、Webコンポーネント

「データマル」でロギング・画面閲覧・メール通報し、NTTドコモ

4G回線でインターネットに接続します。

IoTを現場からwebまで、一気通貫で体感いただけます。

※協賛 株式会社NTTドコモ 関西支社

分離能を低下させずに流速を高めることが出来るHPIC

（高圧イオンクロマトグラフ）です。

・ 一体化構造で設置面積の小さいコンパクトなプラットフォーム

・ さまざまなアップグレードが可能な拡張性の高い装置

・ 消耗品の使用開始と稼働状況などを自動的に記録する

消耗品モニター機能

【サーバーラック用免震装置 SD-5 typeⅡ】

熊本地震、東日本大震災など震度7クラスの地震動に対応する免震装置。

ボールリテーナ式を採用し、高い応答性を実現。総厚わずか85mm。

ラックに併せた増設も可能。

【電源用SPD AGN-4シリーズ】

JIS C 5381-11対応で安全遮断技術

「SIT」と「SITS」を採用したハイエンドモデル。

内蔵ボタンにてオートチューニング等調整が容易。

豊富な実績。あらゆる駆動部への取り付けが可能。

現場型電空変換器。高いコストパフォーマンス。スマートポジショナMP100

【高輝度LED照明 NeoVenus(ネオビーナス) シリーズ】

省エネ追求のために生まれた「NeoVenus」シリーズ。

工場、倉庫をはじめ体育館や屋外スポーツ施設、ホール、　　　

大型看板、駐車場等の幅広い利用シーンが見込まれます。

【全方向LEDランプ Terasave(テラセイブ)シリーズ】

街路灯、公園灯、商店街などのLED化推進のために開発された

全方向照射LED照明のご紹介です。

※排ガス分析機（O2,C,CO2,NO,NO2,SO2,HC,H2S計測）

ポータブルで持ち運びが便利で手軽にガス分析が行えます。

※サーモグラフィ（非接触温度計）

対象物に触れずに異常発熱で事前トラブル防止、モーター

エンジンの温度推移モニタリング等にてご活用して頂けます。

※温湿度ロガー（蓄積タイプ、Ｗi-Fiタイプ）

温湿度のデータを集積してモニタリングできます。

・ポータブル炭化水素計

FID方式のポータブル製品、バッテリーで稼働。内蔵式水素

・ポータブル排ガス分析計

10種類以上のガス種のなかから、測定したいガスを8成分まで

選択、前処理無しタイプもあります。バッテリーで稼働。

・ポータブルGC（VOCモニター）

バッテリーで稼働、土壌、水、大気のVOCを分析。

Wireless Solution

Wireless Solution

Wireless Solution

WT1800E

大好評のWT1800が驚異の進化
確度、使いやすさを大幅強化
電流センサとの接続を大幅改善

6.5桁の高分解能のDMMが復活

計装メンテナンスツールのスタンダード

Wireless Solution

・熱の流れが見える！わかる！

・多様なデータを無線で楽々収集

・電力変換効率追求のために。高確度、かつ最大12ch

・鉛蓄電池の劣化診断をさらにスピーディーに

NeoVenus 投光器型
(アームAタイプ)

係留索の張力、風速・潮流、着桟速度などの桟橋関連

情報を集約・監視する【係留監視装置（BMS）】をはじめ、

各種機器の設置・調整や新製品の開発等、安全な係留・

着桟向けの設備を総合的にエンジニアリングいたします。

また、落水・急病発生時の緊急警報システムや落雷対策

など、作業者や設備の安全対策もご提案いたします。

ライカレンズによる圧倒的な解像度と色表現性。

片手操作やワンクリック、ダブルクリック操作で作業性抜群！

ユニークな機能を搭載。12～2,350倍

透過/落射仕様

従来のYTA510とFN510無線による機器の操作(DI/DO,AIの無線化)
ラインナップに、新たに無線振動センサが加わり、より多面的に
機器の状態把握ができるようになりました。

キャピラリ周囲温度の影響を無くした差圧伝送器です。
高さ10m以上のタンクレベル計測に最適です。

最大120mまで測定。耐付着性に優れたレベル計です。

・Edgeスキャン ARM（多関節型３次元測定器）

可搬型で接触・非接触の両方を計測可能。

製造業に於いて幅広く導入されています。

・Focus3Dレーザースキャナー

工場・プラント・建築物等の現状をありのままに計測可能。

レイアウト検討、CAD化、形状モニタリング等に利用可能。

【データ電位・ナノ粒子径測定装置 DelsaMax Pro】

・高塩濃度中でのゼータ電位測定が可能

【小型微量高速遠心機 Microfuge 20R】

・最高回転数15,000rpm、最大遠心力20,627xg

・LC-MASS/HPLC等の分析前処理に最適

【HM-0013 振動モニタリングシステム】

小型化・高性能・低価格を実現した振動センサー。

地震の計測から、構造物・橋梁のヘルスモニタリングまで

可能な多様なアプリケーション

【SW-74 地震監視装置】 重要設備の二次災害防止に

ダムや化学プラント、アミューズメントパークの安全を確保

・TDLS8000（レーザーガス分析計）

高速応答・メンテナンス性向上を実現するガス分析計です。

・SENCOM（pH/ORP検出器）

屋内でのメンテナンス作業が安全な屋内で実施可能です。　

現場での各種作業を減らすことが可能です。

堅牢な新変換器FLXA202への接続が可能です。

・DO70G（蛍光式溶存酸素計検出器）

安定した特性を長時間持続する蛍光式の検出器です。

・アラクサラネットワークスは、日立とNEC の合弁によって

生まれた日本トップクラスのネットワーク機器メーカーです

・工場やプラントの制御システムネットワークを、簡単に

サイバー攻撃から守ることができる「ホワイトリスト機能」を

用いた自動セキュリティソリューションを展示します

・IoT活用に伴う工場のネットワーク化、セキュリティ対策時の

ポイントなど、ネットワークのお悩みをご相談ください

１．カメラ、レコーダーをパッケージ。接続すれば即運用可能。

フルＨＤ　ＩＰネットワークカメラシステム。

ＩＰ型コンビネーションカメラ

２．防爆地域等、特殊な場所での運用

防爆カメラ機器

空冷ハウジング等

Wireless Solution

Wireless Solution

GL240（10chタイプ）,GL840-M/WV(標準20chタイプ）

GL900-4(4chタイプ）、GL900-8（8chタイプ）

必要な時に、必要なチャネル数で、必要な計測を。

豊富な種類のアンプユニットで各種測定ニーズに対応可能

【リアルタイムコミュニケーションツール】

・Uメイト

ヘルメットに装着するワイヤレスカメラ

・U-BOX

有線接続になりますが、セキュリティ強化や

GPSなど付加機能を実装している

現場と居室を音声映像で繋ぎます。


