






















型式等機器・設備名 使用料（円） 終日利用 担当科設置場所

米子
施設

鳥取
施設

　クリーンベンチ 日立　CCV-1900E 100  有機材料
【デザイン・木工関連機器】    
　三次元ＣＡＤシステム SolidWorks 900  産業デザイン
　三次元形状計測システム 浜松ホトニクス　C9036-02 300  産業デザイン
　表面加飾作製装置           コムネット　LaserPro　SPIRIT GX 800  産業デザイン
　ＮＣ彫刻機 ファナック　ROBODRILL α -T14iFa 600 終日利用 産業デザイン
　クロスカットソー 飯田工業　SCS-451 400  産業デザイン
　自動一面かんな盤 飯田工業　SX-633 500  産業デザイン
　木材加工機（ルーターマシン） 庄田鉄工　RO-116 400  産業デザイン
　昇降盤          桒原製作所　KS-HZ-D 400  産業デザイン
　糸のこ機       旭精機(株)　スクローラ１３００ 400  産業デザイン
　超仕上げかんな 丸仲鉄工所 400  産業デザイン
　手押しかんな 庄田鉄工　HP-133 400  産業デザイン
　木材研磨機（横型サンダー） 長谷川鉄工　HYS-120 500  産業デザイン
　パネル鋸 田中式フラッシュパネルソー2100 型 300  産業デザイン
　突板加工機（スライサー） 丸中鉄工所　SL-1 型 1,500  産業デザイン
　コーナーロッキングマシン 平安鉄工所　H95 300  産業デザイン
　多軸ボーリングマシン 高橋鉄工　TH-80 型 600  産業デザイン
　サンドブラスト 不二製作所　SGF-4 400  産業デザイン
　木工プレス機 高木機工　G-EF3A 100  産業デザイン
　角ノミ機 宮川工機　MKE-F 100  産業デザイン
　帯のこ盤 リョーワ　BSW-200 100  産業デザイン
【発酵生産関連機器】    
　導電率計② 堀場製作所　DS-14 型 100  発酵生産
　高速振動試料粉砕機           シー・エム・ティ　TI-100-10ml 100  発酵生産
　高速冷却遠心機 ベックマン・コールター　Avanti HP-25 300  発酵生産
　送風定温恒温器 ヤマト科学　DN-600 100 終日利用 発酵生産
　位相差顕微鏡 ニコン　ECLIPSE E600 100  発酵生産
　高圧蒸気滅菌器 平山製作所　HV-110 100  発酵生産
　自動ケルダール分析システム 日本ビュッヒ　K-370 ／ 371 300  発酵生産
　清酒製造試験システム（一式）  2,800 終日利用 発酵生産
　洗米装置 ウッドソン　SKS-150 100  発酵生産
　こしき 横山エンジニアリング　移動こしき 100kg 100  発酵生産
　蒸米冷却器 横山エンジニアリング 100  発酵生産
　恒温庫 日本軽金属　プレハブ製麹室 100 終日利用 発酵生産
　酒母タンク 横山エンジニアリング　ジャケット付50L 100 終日利用 発酵生産
　発酵タンク 横山エンジニアリング　ジャケット付500L 100 終日利用 発酵生産
　圧搾機 横山エンジニアリング　PP-99-10 200 終日利用 発酵生産
　濾過装置 富士フイルム　PPECM004SSI1 100  発酵生産
　ボイラー 三浦工業　RV-120Z 1,200  発酵生産
　冷却機 東京理化器械　CTP-1000　CCA-1111 100 終日利用 発酵生産
　貯蔵タンク 横山エンジニアリング　ジャケット付400L 100 終日利用 発酵生産
　冷蔵庫 ホシザキ電機　PR-22CC-1.50 100 終日利用 発酵生産
　炭酸ガス混入装置 新洋技研工業　発泡飲料試作用18L 200  発酵生産
　清酒製造管理システム サン・バード　「製造蔵」蔵内管理システム 100 終日利用 発酵生産
　瞬間火入れ装置 岡本エンジニアリング　120L/h L 型 100  発酵生産
【分析関連機器】    
　Ｘ線回折装置② リガク　Ultima Ⅳ 1,400  無機材料
　原子吸光分光光度計① 島津製作所　AA-6700（GLP） 1,000  無機材料
　電子顕微鏡（表面形状分析装置）② 日立ハイテクノロジーズ　S-3500H、EDX7490-H 1,800  無機材料
　蛍光Ｘ線膜厚測定装置 SII ナノテクノロジー　SFT9400 400  無機材料
　Ｘ線分析顕微鏡（Ｘ線プローブ分析機） 堀場製作所　XGT-2700 1,000  無機材料
　Ｘ線検査装置 ポニー工業　ME4080-Z Ⅲ 1,100  無機材料
　赤外分光光度計（顕微機能使用）② 島津製作所　IRPrestige-21、AIM8800 600  無機材料
　ガスクロマトブラフ① 島津製作所　GC-17AAFWVer3 400  無機材料
　グロー放電発光分光分析装置 堀場製作所　JY-5000RF 1,600  無機材料
　紫外可視分光光度計② 島津製作所　UV-2500PC 200  無機材料
　ＩＣＰ発光分光分析装置 SII ナノテクノロジー　SPS3100H24 2,300  無機材料
　高温型熱重量示差熱分析装置（ＴＧ、ＤＴA） 日立ハイテクサイエンス　TG/DTA7300 200  無機材料
　示差走査熱量計（ＤＳＣ） SII ナノテクノロジー　DSC6300、DSC7020 200  無機材料
　熱膨張測定装置(TMA） 島津製作所　ＴＭＡ-50 300  無機材料
　酸素窒素水素分析装置　　 LECOジャパン　ONH836 600  無機材料
　炭素硫黄同時分析装置　　　 LECOジャパン　CS844 500  無機材料
　イオンクロマトグラフ　 ウォーターズ　515システム 900  無機材料
【加工関連機器】    
　高機能フライス盤 大鳥機工　ON-3V Ⅱ 600  機械システム
　プリント基板用穴加工機（超微細深穴加工機） 日立ビアメカニクス　ND1V211 600  機械システム
　マシニングセンター オークマ　MC-4VA 800  機械システム
　汎用旋盤 滝沢鉄工所　TAL 100  機械システム
　平面研削盤 黒田精工　GS-BMHF 200  機械システム
　ワイヤーカット放電加工機 ファナック　ROBOCUT　α -0iDp 1,000 終日利用 機械システム
　帯鋸盤 アマダ　H-250SA Ⅱ 200  機械システム
　精密切断機① 平和テクニカ（株）　HS100型G 400  機械システム
　複合旋盤 オークマ　MULTUS　B300 C 900 型 1,600  機械システム
　高速マシニングセンター 安田工業　YBM640Vver. Ⅲ 1,600  機械システム
　精密切断機② Struers Secotom-10　　　　　　　　　　　　　200　　　　　　　  機械システム
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型式等機器・設備名 使用料（円） 終日利用 担当科設置場所

米子
施設

境港
施設

【測定/校正関連機器】    
　三次元測定機② ミツトヨ　マイクロコード　A-221 800  計測制御
　高精度三次元測定機 カールツアイス　UPMC550　CARAT 1,900  計測制御
　非接触三次元デジタイザー 東京貿易テクノシステム　COMET5　11M 1,200  計測制御
　赤外線サーモグラフィー装置② 日本アビニオクス　TVS-700 100  機械システム
　高精度輪郭形状測定機 テーラーホブソン　フォームタリサーフ　PGI　Plus 400  計測制御
　画像測定機 ニコン　VM250 400  計測制御
　デジタル記録計（工具破損記録計） 日置電機　8855 100  機械システム
　表面粗さ測定機（ハンディータイプ） ミツトヨ　SURFTEST301 100  計測制御
　工具顕微鏡 トプコンテクノハウス　TUM170ESN 300  機械システム
　真円度測定機 ミツトヨ　ラウンドテスト　RA730 600  計測制御
　形状測定顕微鏡 キーエンス　VK-9500　Generation Ⅱ 600  計測制御
　全自動分極装置 北斗電工　VMP3 400  無機材料
　マイクロスコープ ハイロックス　ＫＨ－8700　　　　　　　　　　　　200　　　　　　　 機械システム
　マクロスコープ alicona　INFINITE FOCUS G4　　　　　　　　200　　　　　　　 機械システム
　レーザーＳＰＭ複合顕微鏡 島津製作所　SFT-4500　　　　　　　　　　　　 900　　　　　　　　機械システム
【材料/環境関連機器】    
　恒温恒湿機① ヤマト科学　1G43H 100 終日利用 計測制御
　オートグラフ 島津製作所　AG-100KNG 1,200  無機材料
　万能材料試験機 島津製作所　UH-F1000kNI 1,200  無機材料
　耐候性促進試験機（除カーボン電極料） スガ試験機　S80-X75 1,100 終日利用 無機材料
　耐候性促進試験機（含カーボン電極料） スガ試験機　S80-X75 1,400 終日利用 無機材料
　塩乾湿複合繰返し試験機 スガ試験機　ISO-3-CY・R 400 終日利用 無機材料
　キャス試験機 スガ試験機　CYP-90A 300 終日利用 無機材料
　ロックウェル硬度計 明石製作所　ARK-B 300  無機材料
　ブリネル硬度計 東京衝機　BO-3 型A-743611 300  無機材料
　ビッカース硬度計(微小硬度計） ミツトヨ　ＨＭ-220Ｄ 400  無機材料
　ナノインデンテーションテスタ エリオニクス　ENT-1100a 600  無機材料
　スクラッチテスタ CSM　Instruments　Macro（Revetest） 700  無機材料
【その他の機器】    
　イオンプレーティング装置 不二越　SS-2-8SP 2,600  無機材料
　摩擦摩耗試験機 CSM　TRIBOMETER 300  無機材料
　冷熱温度繰返し試験機 いすゞ製作所　μ -352R 300 終日利用 無機材料
　粒度分布測定装置         島津製作所　SA-CP3L 700  無機材料
　HIP装置（熱間等方加圧装置） 神戸製鋼所　O2-DrHIP 装置 1,700  無機材料
　CIP装置（冷間等方加圧装置） 神戸製鋼所　Dr.CIP装置 900  無機材料
　スプレードライヤー① 大河原化工機　FL-12 1,000  無機材料
　試料密封装置                 神戸製鋼所　Dr. カプセル 1,000  無機材料
　粉末試料混合機               三井三池化工機　MA-01D 700  無機材料
　比表面積測定装置 島津製作所　ジェミニ2375 600  無機材料
　軟質材料研磨装置 丸本ストルアス　RoToPol-15 300  無機材料
　ファインショットブラスト 東洋研磨材工業　SMAP- Ⅱ 300  無機材料
　高倍率金属観察装置 オムロン　3D デジタルファインスコープ　VC4500 200  無機材料
　電気炉 デンケン　KDF-009GS 100 終日利用 無機材料
　ボールミル ポット　Ф 240.5 リットル　２ヶ架け 100 終日利用 無機材料
　製品設計支援ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ装置(金型設計支援ｼｽﾃﾑ) サイバネットシステム　ANSYS 300 終日利用 機械システム
　製品設計支援ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ装置(切削支援ｼｽﾃﾑ) ジェービーエム　Mastercam 100 終日利用 機械システム
　製品設計支援ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ装置(科学技術計算) MathWorks　MATLAB/Simulink 100 終日利用 計測制御
　車両運動シュミレーション装置 バーチャルメカニクス　CarSim 100 終日利用 計測制御
　衝撃解析ソフトウェア（LED衝撃解析装置） サイバネットシステム　ANSYS LS-DYNA PC 300 終日利用 機械システム
　３次元ＣＡＤ SolidWorks 100  機械システム
　試料埋込機　　　　　 フューチュアテック　FTM-SL 200  無機材料
　遊星型ボールミル フリッチュジャパン　P-6 200  無機材料
　高精度型3Dプリンター （株）キーエンスAGILISTA 　　　　　　　　　　　3,200 　　終日利用　　　計測制御
　複合・大型3Dプリンター （株）スリー・ディー・システムズProjet5500X　　 3,400 　　終日利用　　　計測制御
　金属顕微鏡 OLYMPUS GX51　　　　　　　　　　　　　　　100　　　　　　　  機械システム  
【分析関連機器】    
　紫外可視分光光度計③ 日本分光　Ｖ－６６０ 200  食品開発
　ガスクロマトグラフ② 島津製作所　GC-2010Plus 200  食品開発
　ガスクロマトグラフ質量分析装置 島津製作所　GCMS-QP2010Plus 500 終日利用 アグリ食品
　原子吸光分光光度計② 島津製作所　AA-6650F 600  食品開発
　タンニン分析装置（吸光度検出器付） 島津製作所　LC-10A 200 終日利用 アグリ食品
　糖分析装置（キャピラリー電気泳動） ベックマンコールター　P ／ ACE,MDQ 1,100  バイオ技術
　微生物同定装置 GSI クレオス　マイクロログ３マイクロステーションシステム 2,100  バイオ技術
　機能性成分分析装置(ELSD,蛍光,吸光度検出器付) 島津製作所　Prominence Co-sense for BA 900 終日利用 バイオ技術
　酵素活性測定装置（分光光度計） 日本分光　UbestV-560-DS 200  バイオ技術
　位相差顕微鏡 ニコン　X2F-RH21 100  バイオ技術
　カルボン酸分析計 島津製作所　LC-10A　カルボン酸分析システム 200 終日利用 アグリ食品
　蛍光成分測定装置 日本分光　FP-777 200  バイオ技術
　食品異物鑑別装置（卓上顕微鏡） 日立ハイテクノロジーズ　Miniscope TM-1000 500  バイオ技術
　食品異物鑑別装置（FT-IR（顕微赤外を使用する場合を除く。）） 日本分光　FT ／ IR 4100 200  バイオ技術
　食品異物鑑別装置（FT-IR（顕微赤外を使用する場合に限る。）） 日本分光　FT ／ IR 4100（ 日本分光　Irtron μIRT-1000） 400  バイオ技術
　食品異物鑑別装置（実体顕微鏡） ライカマイクロシステムズ　LeicaM125 100  バイオ技術
　動物用生化学自動分析装置 富士フィルム　4000V 300  バイオ技術
　アミノ酸分析装置 日本電子　JLC-500 ／ V2 400 終日利用 バイオ技術
　オラック（ORAC）測定システム（マイクロプレートリーダー） テカンジャパン　インフィニットM200 300  バイオ技術
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