
機器使用料一覧（機器設備開放管理規則別表） 平成28年４月１日  現在

機器・設備名 使用料（円） 終日利用 担当科 設置場所
※使用料の単位はすべて１時間あたり

【分析関連機器】
　紫外可視分光光度計③ 200 食品開発 境港

　ガスクロマトグラフ② 200 食品開発 境港

　ガスクロマトグラフ質量分析装置 500 終日利用 アグリ食品 境港

　原子吸光分光光度計② 600 食品開発 境港

　タンニン分析装置（吸光度検出器付） 200 終日利用 アグリ食品 境港

　糖分析装置（キャピラリー電気泳動） 1,100 バイオ技術 境港

　微生物同定装置 2,100 バイオ技術 境港

　機能性成分分析装置(ELSD,蛍光,吸光度検出器付) 900 終日利用 バイオ技術 境港

　酵素活性測定装置（分光光度計） 200 バイオ技術 境港

　位相差顕微鏡 100 バイオ技術 境港

　カルボン酸分析計 200 終日利用 アグリ食品 境港

　蛍光成分測定装置 200 バイオ技術 境港

　食品異物鑑別装置（卓上顕微鏡） 500 バイオ技術 境港

　食品異物鑑別装置（FT-IR（顕微赤外を使用する場合を除く。）） 200 バイオ技術 境港

　食品異物鑑別装置（FT-IR（顕微赤外を使用する場合に限る。）） 400 バイオ技術 境港

　食品異物鑑別装置（実体顕微鏡） 100 バイオ技術 境港
　動物用生化学自動分析装置 300 バイオ技術 境港
  アミノ酸分析装置 400 終日利用 バイオ技術 境港
　オラック（ORAC）測定システム（マイクロプレートリーダー） 300 バイオ技術 境港
　オラック（ORAC）測定システム（成分抽出装置） 300 バイオ技術 境港
　ハイブリッド型液体クロマトグラフ質量分析計 2,200 バイオ技術 境港
　超臨界流体クロマトグラフ（※） 600 終日利用 アグリ食品 境港
【測定関連機器】
　恒温試験室（１０℃、２０℃、３０℃） 100 終日利用 アグリ食品 境港

　携帯型温度解析器 100 終日利用 食品開発 境港

　デジタル記録温度計 100 終日利用 食品開発 境港

　電気抵抗式脂肪測定装置 100 食品開発 境港

　恒温恒湿機② 200 終日利用 アグリ食品 境港

　分光式色差計 100 アグリ食品 境港

　恒温恒湿器 200 終日利用 食品開発 境港

　酵素反応装置（恒温恒湿器） 300 終日利用 アグリ食品 境港

　食品物性試験機（クリープメータ） 200 アグリ食品 境港

【加工関連機器】
　送風定温恒温器②              100 終日利用 アグリ食品 境港

　温冷風乾燥装置 100 終日利用 食品開発 境港

　真空定温乾燥機（27L）（ＥＹＥＬＡ） 100 終日利用 アグリ食品 境港

　真空定温乾燥機（216L）（ヤマト科学） 100 終日利用 食品開発 境港

　魚肉採取機              200 食品開発 境港

　卓上型万能高速切断混合機 200 食品開発 境港
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機器使用料一覧（機器設備開放管理規則別表） 平成28年４月１日  現在

機器・設備名 使用料（円） 終日利用 担当科 設置場所
※使用料の単位はすべて１時間あたり

【冷凍、冷蔵施設】
凍結室 200 終日利用 食品開発 境港
ブライン凍結装置 200 食品開発 境港
【原料処理エリア】
野菜洗浄槽 200 アグリ食品 境港
野菜スライサー 100 アグリ食品 境港
真空ガス置換包装機① 100 食品開発 境港
【素材化加工エリア】
ミクログレーダ 100 アグリ食品 境港
ジュースエキストラクタ 100 アグリ食品 境港
パルパーフィニッシャー 200 アグリ食品 境港
液体用真空包装機 100 食品開発 境港
食品微細化システム 200 食品開発 境港
マスコロイダー 100 食品開発 境港
スクリュープレス 100 アグリ食品 境港
高速大容量冷却遠心機 100 アグリ食品 境港
【加熱加工エリア】
加熱殺菌槽 500 食品開発 境港
ドラム乾燥機 300 食品開発 境港
レトルト試験機 1,800 食品開発 境港
球形真空煮練機 1,000 アグリ食品 境港
カニ蒸し器 400 食品開発 境港
小容量液体連続殺菌試験装置（※） 400 アグリ食品 境港
脱気・殺菌庫 400 食品開発 境港
【包装・充填室】
真空ガス置換包装機② 100 アグリ食品 境港
卓上充填機 100 アグリ食品 境港
【乾燥素材化エリア】
通風乾燥機 100 終日利用 アグリ食品 境港
スプレードライヤー② 1,000 バイオ技術 境港
減圧乾燥機 300 終日利用 アグリ食品 境港
真空凍結乾燥機② 700 終日利用 アグリ食品 境港
電子燻煙装置 200 食品開発 境港
【粉体加工室】
ハンマーミル 100 アグリ食品 境港
ウイングミル 100 アグリ食品 境港
振動振るい機 100 アグリ食品 境港
転動流動造粒コーティング装置 500 アグリ食品 境港
撹拌造粒機 200 アグリ食品 境港
【加工食品開発室】
自動製麺機 200 食品開発 境港
調理台（IH、流し付き） 100 食品開発 境港
【品質評価室】
味覚センサー（味認識装置） 900 終日利用 食品開発 境港
におい識別装置 900 終日利用 アグリ食品 境港
（※）の機器は、規則第１４条第２項３号の適用除外です。
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