
手数料一覧 （試験・加工等実施規則別表） 平成２８年４月１日　現在

定性分析

　１一般定性分析

(1) 食品系一般定性分析 １成分につき 1,600 食品開発

その他の分析 １件（１試料）につき 1,400 電子/有機/発酵

　２　特殊定性分析

(1) 食品系特殊定性分析 １成分につき 3,700 食品開発

(2) １件（１試料）につき 2,900 電子/機械/無機

(3) Ｘ線回折装置による分析 １件（１試料）につき 6,100 有機/無機

(4) Ｘ線分析顕微鏡による分析 １件（１試料）につき 2,400 無機材料

(5) １件（１試料）につき 4,100 有機材料

(6) 熱分析装置による分析

ア 示差熱熱重量同時測定装置（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 3,900 有機材料

イ 示差走査熱量計（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 2,500 有機材料

ウ 示差走査熱量計（液体窒素冷却あり）による分析 １件（１試料）につき 5,200 有機材料

エ 熱機械分析装置（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 2,200 有機材料

オ 熱機械分析装置（液体窒素冷却あり）による分析 １件（１試料）につき 5,000 有機材料

カ 動的粘弾性スペクトロメーター（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 2,400 有機材料

キ 動的粘弾性スペクトロメーター（液体窒素冷却あり）による分析 １件（１試料）につき 5,200 有機材料

ク 高温型熱重量示差熱分析装置による分析 １件（１試料）につき 3,700 無機材料

(7) 赤外線分光光度計による分析 １件（１試料）につき 1,100 有機/機械/無機

(8) １件（１試料）につき 6,100 有機材料

(9) １件（１試料）につき 6,100 有機材料

(10) 物質微細構造システムによる分析 １件（１試料）につき 2,800 有機材料

(11) 紫外可視分光光度計による分析 １件（１試料）につき 800 有機材料

(12) 高速液体クロマトグラフィによる分析 １件（１試料）につき 4,700 有機材料

(13) 分光蛍光光度計による分析 １件（１試料）につき 800 有機材料

(14) 高分解能揮発性有機化合物分析装置による分析 　

ア 熱分解装置による分析 １件（１試料）につき 17,400 有機材料

イ ヘッドスペースによる分析 １件（１試料）につき 11,100 有機材料

ウ 液体注入法による分析 １件（１試料）につき 9,700 有機材料

(15) １件（１試料）につき 2,900 有機材料

(16) １件（１試料）につき 1,400 有機材料

(17) 細孔分布測定装置による分析 １件（１試料）につき 2,400 有機材料

(18) グロー放電発光分光分析装置による分析 １件（１試料）につき 5,100 無機材料

(19) イオンクロマトグラフによる分析 １件（１試料）につき 1,900 無機材料

その他の分析 その都度 各科

定量分析

(1) 食品系一般定量分析 １成分につき 2,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

(2) 二酸化けい素重量法によるけい素分析 １件（１試料）につき 2,000 無機材料

(3) その他の分析 １件（１試料）につき 2,000 各科

(1) 特殊定量分析

ア ビタミンＢ１、ビタミンＣ又はビタミンＥの分析 １成分につき 14,400 アグリ食品

イ 有機酸、糖質又は核酸の分離分析　 １件（１試料）につき 15,300 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

ウ 食品添加物又は微量有害性元素の分離分析 １成分につき 15,600 食品開発/アグリ食品

エ 遊離アミノ酸の分離分析 １件（１試料）につき 34,000 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

オ しょうゆの分析 食品開発

(ｱ) 規格分析 １件（１試料）につき 8,700 食品開発

(ｲ) その他の分析 １件（１試料）につき 3,600 食品開発

カ みその分析 １件（１試料）につき 8,400 食品開発

キ 食酢の分析 １件（１試料）につき 3,600 食品開発

ク 食物繊維の分析 １件（１試料）につき 33,500 食品開発/アグリ食品

　２　特殊定量分析

Ⅱ　定量分析

高分解能質量分析計（ヘッドスペース使用しない）による分析

担当科単位 手数料（円）

蛍光Ｘ線分析装置による分析

　１　一般定量分析

電子線微小部分析装置による分析

区分

Ⅰ　定性分析

高分解能質量分析計（ヘッドスペース使用）による分析

顕微レーザーラマン分析装置による分析

レーザー回折式粒度分布測定装置による分析
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手数料一覧 （試験・加工等実施規則別表） 平成２８年４月１日　現在

担当科単位 手数料（円）区分

ケ 栄養成分の分析

(ｱ) 基礎６成分（水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物及びエ
ネルギー）の分析

１件（１試料）につき 20,200 食品開発/アグリ食品

(ｲ) 基礎８成分（水分、たんぱく質、脂質、灰分、食物繊維、炭水
化物、糖質及びエネルギー）の分析

１件（１試料）につき 53,900 食品開発/アグリ食品

コ 高速液体分離分析装置（高速液体クロマトグラフ）による分析 １件（１試料）につき 16,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

サ 気体分離分析装置（ガスクロマトグラフ）による分析 １件（１試料）につき 31,900 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

シ その他の分析 １成分につき 7,100 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

(2) 原子吸光光度計による分析 １成分につき 2,300 無機材料

(3) 炭素・硫黄同時分析装置による分析（※） １成分につき 2,500 無機材料

(4) 電解分析装置による分析 １成分につき 4,200 無機材料

(5) グロー放電発光分光分析装置による分析 １件（１試料）につき 5,100 無機材料

(6) 熱分析装置による分析

ア 示差熱熱重量同時測定装置（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 3,900 有機材料

イ 示差走査熱量計（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 2,500 有機材料

ウ 示差走査熱量計（液体窒素冷却あり）による分析 １件（１試料）につき 5,200 有機材料

エ 熱機械分析装置（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 2,200 有機材料

オ 熱機械分析装置（液体窒素冷却あり）による分析 １件（１試料）につき 5,000 有機材料

カ 動的粘弾性スペクトロメーター（液体窒素冷却なし）による分析 １件（１試料）につき 2,400 有機材料

キ 動的粘弾性スペクトロメーター（液体窒素冷却あり）による分析 １件（１試料）につき 5,200 有機材料

ク 高温型熱重量示差熱分析装置による分析 １件（１試料）につき 3,700 無機材料

(7) １件（１試料）につき 14,100 有機材料

(8) 高分解能質量分析計（ヘッドスペース使用） １件（１試料）につき 15,500 有機材料

(9) 紫外可視分光光度計による分析 １件（１試料）につき 4,400 有機材料

(10) 高速液体クロマトグラフィによる分析 １件（１試料）につき 8,800 有機材料

(11) 紫外可視吸光光度計による分析 １成分につき 2,200 無機材料

(12) ＩＣＰ発光分光分析装置による分析 １成分につき 3,200 無機材料

(13) 水銀の分析 １件（１試料）につき 2,400 無機材料

(14) 分光蛍光光度計による分析 １件（１試料）につき 4,300 有機材料

(15) 高分解能揮発性有機化合物分析装置による分析 　

ア ヘッドスペースによる分析 １件（１試料）につき 17,700 有機材料

イ 液体注入法による分析 １件（１試料）につき 15,400 有機材料

(16) 自動ケルダール分析システムによる分析 １件（１試料）につき 2,400 発酵生産

(17) 醸造用水の分析 １件（１試料）につき 8,400 発酵生産

(18) 酸素窒素水素分析装置による分析（※） １成分につき 2,600 無機材料

(19) イオンクロマトグラフによる分析 １成分につき 2,800 無機材料

その他の分析 その都度 各科

試験

　１　酒類関係の試験

(1) 酵母の培養試験 １件（１試料）につき 2,500 発酵生産

(2) 計器の比較補正試験 １件（１試料）につき 400 発酵生産

　２　紙の試験

(1) 引張試験 １件（１試料）につき 2,400 有機材料

(2) 破裂試験 １件（１試料）につき 900 有機材料

(3) 引裂試験、耐折試験又は柔軟度試験 １件（１試料）につき 1,900 有機材料

(4) 組成試験 １件（１試料）につき 1,100 有機材料

　３　木質材料等又は木製品等の試験

(1) 強度試験

ア 材料強度試験機によるもの １件（１試料）につき 2,200 有機材料/産業デザイン

イ 卓上型強度試験機によるもの １件（１試料）につき 1,900 有機材料/産業デザイン

ウ 床材料強度試験機によるもの １件（１試料）につき 2,000 産業デザイン

(2) 接着強度試験 １件（１試料）につき 2,800 有機材料/産業デザイン

(3) 塗膜試験 １件（１試料）につき 2,100 無機材料

(4) 家具の繰返耐衝撃性試験 １件（１試料）につき 4,800 産業デザイン

高分解能質量分析計（ヘッドスペース使用しない）による分析

Ⅲ　試験
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手数料一覧 （試験・加工等実施規則別表） 平成２８年４月１日　現在

担当科単位 手数料（円）区分

(5) 大型環境試験機を用いた建材パネルの反り測定 １日につき 50,100 産業デザイン

(6) 摩耗試験（建築材料摩耗試験器による） １件（１試料）につき 2,100 産業デザイン

(7) 衝撃曲げ試験 １件（１試料）につき 1,800 有機材料/産業デザイン

　４　金属等の試験

(1) 引張試験、曲げ試験又は圧縮試験

ア 油圧型試験機によるもの １件（１試料）につき 1,500 計測制御

イ オートグラフによるもの １件（１試料）につき 1,500 計測制御

(2) 抗折試験 １件（１試料）につき 1,500 計測制御

(3) 衝撃試験 １件（１試料）につき 1,700 計測制御

(4) 硬度試験 １件（１試料）につき 1,900 計測制御/無機材料

(5) 疲労試験 １件（１試料）につき 5,200 機械システム

(6) 摩耗試験 １件（１試料）につき 2,000 無機材料

(7) エリクセン試験 １件（１試料）につき 700 機械システム

(8) 非破壊試験

ア 磁気探傷試験 １件（１試料）につき 1,700 機械システム

イ 超音波探傷試験 長さ1m、幅10cmにつき 5,000 機械システム

ウ Ｘ線透過試験 １件（１試料）につき 6,800 機械システム

エ マイクロＸ線ＣＴ試験 １件（１試料）につき 7,000 電子システム

オ マイクロＸ線透過試験 １件（１試料）につき 5,600 電子システム

(9) 表面処理試験

ア 塩水噴霧試験 １時間につき 500 無機材料

イ キャス試験 １時間につき 500 無機材料

ウ 促進耐候性試験(サンシャイン光源による試験) １時間につき 1,800 無機材料

エ めっき付着量試験 １件（１試料）につき 4,200 無機材料

オ 硬質膜はく離試験 １件（１試料）につき 2,500 無機材料

(10) １件（１試料）につき 2,400 無機材料

(11) 材料組織試験

ア マクロ試験 １件につき 3,000 無機材料/機械システム/計測制御

イ 顕微鏡試験 写真１枚につき 4,300 無機材料/機械システム/計測制御

ウ 電子顕微鏡試験 写真１枚につき 5,900 無機材料/機械システム/計測制御

　５　繊維製品の試験

(1) 引張試験 １件（１試料）につき 3,100 計測制御

(2) 引き裂き試験 １件（１試料）につき 3,100 計測制御

(3) 摩耗摩擦試験 １件（１試料）につき 3,300 計測制御

(4) 収縮率試験 １件（１試料）につき 2,800 計測制御

(5) 染色堅ろう度試験 １件（１試料）につき 3,100 計測制御

 　６　その他の試験 その都度 各科

(1) 窯業・土石製品等の試験

ア 吸水試験 １件（１試料）につき 1,400 無機材料

イ 凍害試験 １件（１試料）につき 5,900 無機材料

ウ 透水試験 １件（１試料）につき 3,700 無機材料

エ 吸放湿試験 １件（１試料）につき 5,300 無機材料

(2) カップ法による透湿度試験 １件（１試料）につき 9,900 有機材料/産業デザイン

(3) 医療機器用カバーの機械的強度試験 １件（１試料）につき 4,500 計測制御

(4) 耐水圧試験 １件（１試料）につき 1,000 機械システム

(5) その他の試験 その都度 各科

測定 Ⅳ　測定

　１　食品系の測定

(1) 水素イオン濃度、融点又は粘度の測定 １件（１試料）につき 1,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

(2) 細菌数の測定

ア 一般生菌数 １件（１試料）につき 4,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

イ 大腸菌群数（推定試験） １件（１試料）につき 4,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

ウ 大腸菌（推定試験） １件（１試料）につき 4,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

超微小押込み硬さ試験
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手数料一覧 （試験・加工等実施規則別表） 平成２８年４月１日　現在

担当科単位 手数料（円）区分

エ 嫌気性細菌数（クロストリジア属） １件（１試料）につき 4,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

オ 芽胞菌数 １件（１試料）につき 4,700 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

カ 無菌試験（恒温試験、細菌試験） １件（１試料）につき 14,200 食品開発/アグリ食品/バイオ技術

(3) その他の測定 １件（１試料）につき 1,000 食品開発/アグリ食品

(4) 味覚センサーによる測定 １件（１試料）につき 5,000 食品開発

　２　色の測定 １件（１試料）につき 1,100 有機材料/産業デザイン

　３　木材の含水率測定 １件（１試料）につき 2,300 産業デザイン

　４　金属等の精密測定

(1) 長さ又は角度の測定 １件（１試料）につき 2,400 計測制御

(2) 表面の粗さ又は形状の測定 １件（１試料）につき 2,400 計測制御

(3) ３次元測定機による測定 １件（１試料）につき 2,800 計測制御

(4) めっき厚さ測定

ア 顕微鏡によるもの １件（１試料）につき 5,000 無機材料

イ 蛍光Ｘ線膜厚測定装置によるもの １件（１試料）につき 2,300 無機材料

　５　機械の振動又は騒音の測定 １件（１試料）につき 4,700 機械システム

　６　切削動力の測定 １件（１試料）につき 2,300 機械システム

　７　天秤による重量測定 １件（１試料）につき 700 無機材料

　 　８　メルトインデックスの測定 １件（１試料）につき 1,400 有機材料

　９　比表面積の測定 １件（１試料）につき 3,200 無機材料

　10　熱起電力の測定 １件（１試料）につき 3,600 機械システム/計測制御

１件（１試料）につき 6,900 無機材料

　12　発泡プラスチックの吸水量測定 １件（１試料）につき 1,100 無機材料

　13　温度の測定 １件（１試料）につき 3,200 計測制御

　14　力の測定 １件（１試料）につき 2,200 機械システム

その都度 各科

加工 Ⅴ　加工

　１　紙葉の製造 １件（１試料）につき 4,700 有機材料

　２　木材の人工乾燥 １日につき 6,200 産業デザイン

　 　３　高温高圧プレス装置を用いた加工 １件（１試料）につき 3,600 産業デザイン

　４　マシニングセンターによる加工 １時間につき 4,800 機械システム

　５　炭酸ガスレーザーによる加工 0.5時間につき 2,500 機械システム

　６　プラスチック成形評価装置による加工

(1) 射出成形機１５トンによる加工 １時間につき 4,700 有機材料

(2) 射出成形機８０トンによる加工 １時間につき 4,800 有機材料

(3) 堅型射出成形機２０トンによる加工 １時間につき 4,800 有機材料

(4) ペレット再生装置による加工 １時間につき 4,400 有機材料

(5) ペレット乾燥機による加工 １時間につき 4,200 有機材料

(6) プラスチック粉砕機による加工 １時間につき 4,200 有機材料

１件（１試料）につき 2,400 有機材料

　８　その他の加工 その都度 各科

写真 Ⅵ　写真

　　　その他の写真 その都度

デザイン Ⅶ　デザイン

　１　デザイン １時間につき 3,600 産業デザイン

　２　３次元ＣＡＤによるモデリング １時間につき 4,700 機械システム

　３　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）による設計支援 １時間につき 4,700 機械システム

証明書 １通につき 400 各科

（※）の手数料は、規則第９条第２項の適用除外です。

　15　その他の測定

　11　分極曲線の測定

　７　微小異物分析前処理システムによる加工

Ⅷ　試験分析等成績書（第７条第２項に規定するものに限る。）及び
　　依頼試験等成績証明書
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