
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
【波動計測機器・設備】
　電波暗室 2,800 電子システム 鳥取

　放射電磁波試験装置 1,100 電子システム 鳥取

　Ｇ－ＴＥＭ試験装置 500 電子システム 鳥取

　伝導電磁波試験装置 1,000 電子システム 鳥取

　雷サージ試験装置 400 電子システム 鳥取

　ＩＣ静電気印加試験器 100 電子システム 鳥取

　静電気試験器 200 電子システム 鳥取

　電源高調波試験装置 400 電子システム 鳥取

　音響環境測定装置         1,200 電子システム 鳥取

　音響拡散解析装置 1,100 電子システム 鳥取

　音響分布解析装置 1,600 電子システム 鳥取

　無響室 1,500 電子システム 鳥取

　残響室 2,100 電子システム 鳥取

【環境試験機器】
　冷熱衝撃試験器① 600 終日利用 電子システム 鳥取

　冷熱衝撃試験器② 600 終日利用 電子システム 鳥取

　振動試験装置 800 終日利用 電子システム 鳥取

　大型恒温恒湿器 500 終日利用 電子システム 鳥取

　中型恒温恒湿器（ＬＥＤ温湿度環境試験装置） 400 終日利用 電子システム 鳥取

　恒温環境試験器 500 終日利用 電子システム 鳥取

　大型環境試験機（２室） 3,800 終日利用 有機材料 鳥取

　大型環境試験機（１室） 1,900 終日利用 有機材料 鳥取

　恒温恒湿槽 100 終日利用 有機材料 鳥取

　耐候促進試験機（キセノンテスター）①（除キセノンランプ料） 300 終日利用 有機材料 鳥取

　耐候促進試験機（キセノンテスター）①（含キセノンランプ料） 800 終日利用 有機材料 鳥取

　耐候促進試験機（キセノンテスター）②（除キセノンランプ料） 1,600 終日利用 有機材料 鳥取

　耐候促進試験機（キセノンテスター）②（含キセノンランプ料） 1,700 終日利用 有機材料 鳥取

　温湿度環境設定装置 300 終日利用 有機材料 鳥取

　小型熱プレス機 100 有機材料 鳥取

【分析関連機器】
　電子顕微鏡① 900 電子システム 鳥取

　Ｘ線回折装置① 3,800 有機材料 鳥取

　示差熱熱重量同時測定装置 500 有機材料 鳥取

　示差走査熱量計（液体窒素冷却なし） 500 有機材料 鳥取

　示差走査熱量計（液体窒素冷却あり） 3,500 有機材料 鳥取

　熱機械分析装置（液体窒素冷却なし） 300 有機材料 鳥取

　熱機械分析装置（液体窒素冷却あり） 3,400 有機材料 鳥取

　動的粘弾性スペクトロメーター（液体窒素冷却なし） 500 有機材料 鳥取

　動的粘弾性スペクトロメーター（液体窒素冷却あり） 3,600 有機材料 鳥取

　蛍光Ｘ線分析装置 900 有機材料 鳥取

　物質微細構造解析装置（核磁気共鳴分析装置） 800 有機材料 鳥取

　紫外可視分光光度計① 100 有機材料 鳥取

　赤外分光光度計・赤外顕微鏡① 800 有機材料 鳥取

　デジタルマイクロスコープ式解析装置 400 有機材料 鳥取

　卓上電気透析装置 200 有機材料 鳥取

　分光蛍光光度計 100 有機材料 鳥取

　Ｘ線ＣＴ装置 2,900 電子システム 鳥取

　Ｘ線透過装置 1,500 電子システム 鳥取

　高分解能揮発性有機化合物分析装置（熱分解装置を使用） 1,000 有機材料 鳥取

　高分解能揮発性有機化合物分析装置（ヘッドスペースを使用） 800 有機材料 鳥取

　高分解能揮発性有機化合物分析装置（液体注入法による使用） 400 有機材料 鳥取

  顕微レーザーラマン分析装置 1,000 有機材料 鳥取

　微小異物分析前処理システム 400 有機材料 鳥取

　レーザー回折式粒度分布測定装置 300 有機材料 鳥取

　細孔分布測定装置 400 有機材料 鳥取

※使用料の単位はすべて１時間あたり
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【電気計測・評価関連機器】
　インピーダンス測定装置 300 電子システム 鳥取

　高速オシロスコープ 500 電子システム 鳥取

　半導体直流特性試験装置 600 電子システム 鳥取

  高解像画像処理装置 300 電子システム 鳥取

　高電圧直流電源装置 300 電子システム 鳥取

　低電圧直流電源負荷装置 100 電子システム 鳥取

　太陽電池評価システム 300 電子システム 鳥取

　二次電池評価システム 100 電子システム 鳥取

　大型配光測定装置（ＬＥＤ遠方配光測定装置） 800 終日利用 電子システム 鳥取

　面輝度配光測定装置（ＬＥＤ近傍配光測定装置） 500 終日利用 電子システム 鳥取

　積分球用分光器 400 電子システム 鳥取

【物理計測機器】
　赤外放射温度計              600 電子システム 鳥取

　赤外線サーモグラフィー装置（ＬＥＤ熱分布測定装置）① 200 電子システム 鳥取

　微小硬さ試験装置 300 電子システム 鳥取

機器・設備名 終日利用 担当科 設置場所
　瞬間マルチ測光装置 800 電子システム 鳥取

　三次元測定機① 700 電子システム 鳥取

【加工関連機器】
　プリント基板加工機 800 電子システム 鳥取

　プリント基板加工機（付属品） 400 電子システム 鳥取

　試料研磨装置 1,000 電子システム 鳥取

【強度試験関連機器】
　材料強度試験機 1,200 有機材料 鳥取

　床材料強度試験機 700 産業デザイン 鳥取

　シート強度試験機 500 産業デザイン 鳥取

　家具強度試験機 400 産業デザイン 鳥取

　表面平滑度試験機 300 有機材料 鳥取

　卓上型万能強度試験機 500 有機材料 鳥取

　振子式木材衝撃試験機（シャルピー式） 200 有機材料 鳥取

【その他の機器】
　高温高圧処理装置(圧密加工装置) 3,000 産業デザイン 鳥取

　熱流動性評価装置（メルトインデクサー） 100 有機材料 鳥取

　塗装装置（塗装ブース） 800 産業デザイン 鳥取

　繊維叩解装置 200 有機材料 鳥取

　シート作成装置 800 有機材料 鳥取

　建築材料摩耗試験機 100 産業デザイン 鳥取

　実験用熱圧型押機            800 有機材料 鳥取

　真空凍結乾燥機① 200 有機材料 鳥取

　分光測色計 100 有機材料 鳥取

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形評価装置(射出成形機15ﾄﾝ) 700 有機材料 鳥取

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形評価装置(射出成形機80ﾄﾝ) 800 有機材料 鳥取

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形評価装置(堅型射出成形機20ﾄﾝ) 800 有機材料 鳥取

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形評価装置(ﾍﾟﾚｯﾄ再生装置) 300 有機材料 鳥取

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形評価装置(ﾍﾟﾚｯﾄ乾燥機) 200 有機材料 鳥取

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形評価装置(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ粉砕機) 200 有機材料 鳥取

　グロースキャビネット 100 有機材料 鳥取

　恒温振とう培養器 100 有機材料 鳥取

　クリーンベンチ 100 有機材料 鳥取
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【デザイン・木工関連機器】
　三次元ＣＡＤシステム 900 産業デザイン 鳥取

　三次元形状計測システム 300 産業デザイン 鳥取

　表面加飾作製装置          800 産業デザイン 鳥取

　ＮＣ彫刻機 600 終日利用 産業デザイン 鳥取

　クロスカットソー 400 産業デザイン 鳥取

　自動一面かんな盤 500 産業デザイン 鳥取

　木材加工機（ルーターマシン） 400 産業デザイン 鳥取

　昇降盤         400 産業デザイン 鳥取

　糸のこ機      400 産業デザイン 鳥取

　超仕上げかんな 400 産業デザイン 鳥取

　手押しかんな 400 産業デザイン 鳥取

　木材研磨機（横型サンダー） 500 産業デザイン 鳥取

　パネル鋸 300 産業デザイン 鳥取

　突板加工機（スライサー） 1,500 産業デザイン 鳥取

　コーナーロッキングマシン 300 産業デザイン 鳥取

　多軸ボーリングマシン 600 産業デザイン 鳥取

　サンドブラスト 400 産業デザイン 鳥取

　木工プレス機 100 産業デザイン 鳥取

　角ノミ機 100 産業デザイン 鳥取

　帯のこ盤 100 産業デザイン 鳥取

【発酵生産関連機器】
　導電率計② 100 発酵生産 鳥取

　高速振動試料粉砕機          100 発酵生産 鳥取

　高速冷却遠心機 300 発酵生産 鳥取

　送風定温恒温器 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　位相差顕微鏡 100 発酵生産 鳥取

　高圧蒸気滅菌器 100 発酵生産 鳥取

　自動ケルダール分析システム 300 発酵生産 鳥取

　清酒製造試験システム(一式） 2,800 終日利用 発酵生産 鳥取

　洗米装置 100 発酵生産 鳥取

　こしき 100 発酵生産 鳥取

　蒸米冷却器 100 発酵生産 鳥取

　恒温庫 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　酒母タンク 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　発酵タンク 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　圧搾機 200 終日利用 発酵生産 鳥取

　濾過装置 100 発酵生産 鳥取

　ボイラー 1,200 発酵生産 鳥取

　冷却機 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　貯蔵タンク 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　冷蔵庫 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　炭酸ガス混入装置 200 発酵生産 鳥取

　清酒製造管理システム 100 終日利用 発酵生産 鳥取

　瞬間火入れ装置 100 発酵生産 鳥取
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機器・設備名 終日利用 担当科 設置場所
【分析関連機器】
　Ｘ線回折装置② 1,400 無機材料 米子

　原子吸光分光光度計① 1,000 無機材料 米子

　電子顕微鏡（表面形状分析装置）② 1,800 無機材料 米子

　蛍光Ｘ線膜厚測定装置 400 無機材料 米子

　Ｘ線分析顕微鏡（Ｘ線プローブ分析機） 1,000 無機材料 米子

　Ｘ線検査装置 1,100 無機材料 米子

　赤外分光光度計（顕微機能使用）② 600 無機材料 米子

　ガスクロマトブラフ① 400 無機材料 米子

　グロー放電発光分光分析装置 1,600 無機材料 米子

　紫外可視分光光度計② 200 無機材料 米子

　ＩＣＰ発光分光分析装置 2,300 無機材料 米子

　高温型熱重量示差熱分析装置（ＴＧ、ＤＴA） 200 無機材料 米子

　示差走査熱量計（ＤＳＣ） 200 無機材料 米子

　熱膨張測定装置(TMA） 300 無機材料 米子

　酸素窒素水素分析装置（※） 600 無機材料 米子

　炭素硫黄同時分析装置（※）　　　 500 無機材料 米子

　イオンクロマトグラフ 900 無機材料 米子

【加工関連機器】
　高機能フライス盤 600 機械システム 米子

　プリント基板用穴加工機（超微細深穴加工機） 600 機械システム 米子

　マシニングセンター 800 機械システム 米子

　汎用旋盤 100 機械システム 米子

　平面研削盤 200 機械システム 米子

　ワイヤーカット放電加工機 1,000 終日利用 機械システム 米子

　帯鋸盤 200 機械システム 米子

　精密切断機① 400 機械システム 米子

　複合旋盤 1,600 機械システム 米子

　高速マシニングセンター 1,600 機械システム 米子

　精密切断機② 200 機械システム 米子
【測定/校正関連機器】
　三次元測定機② 800 計測制御 米子

　高精度三次元測定機 1,900 計測制御 米子

  非接触三次元デジタイザー 1,200 計測制御 米子

　赤外線サーモグラフィー装置② 100 機械システム 米子

　温度校正装置 700 計測制御 米子

　圧力校正装置 100 計測制御 米子

　高精度輪郭形状測定機 400 計測制御 米子

　画像測定機 400 計測制御 米子

　デジタル記録計（工具破損記録計） 100 機械システム 米子

　表面粗さ測定機（ハンディータイプ） 100 計測制御 米子

　工具顕微鏡 300 機械システム 米子

　真円度測定機（表面粗さ測定機能付） 600 計測制御 米子

　形状測定顕微鏡（モデリング機能付） 600 計測制御 米子

　全自動分極装置 400 無機材料 米子

　マイクロスコープ 200 機械システム 米子

　マクロスコープ 200 機械システム 米子

　レーザーSPM複合顕微鏡 900 機械システム 米子

【材料/環境関連機器】
　恒温恒湿機① 100 終日利用 計測制御 米子

　オートグラフ 1,200 計測制御 米子

　万能材料試験機 1,200 計測制御 米子

　耐候性促進試験機（除カーボン電極料） 1,100 終日利用 無機材料 米子

　耐候性促進試験機（含カーボン電極料） 1,400 終日利用 無機材料 米子

　塩乾湿複合繰返し試験機 400 終日利用 無機材料 米子

　キャス試験機 300 終日利用 無機材料 米子

　ロックウェル硬度計 300 計測制御 米子

　ブリネル硬度計 300 計測制御 米子

　ビッカース硬度計(微小硬度計） 400 計測制御 米子

　ナノインデンテーションテスタ 600 無機材料 米子

　スクラッチテスタ 700 無機材料 米子
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【その他の機器】
　イオンプレーティング装置 2,600 無機材料 米子

　摩擦摩耗試験機 300 無機材料 米子

　冷熱温度繰返し試験機 300 終日利用 無機材料 米子

　粒度分布測定装置        700 無機材料 米子

　HIP装置（熱間等方加圧装置） 1,700 無機材料 米子

　CIP装置（冷間等方加圧装置） 900 無機材料 米子

　スプレードライヤー① 1,000 無機材料 米子

　試料密封装置                1,000 無機材料 米子

　粉末試料混合機              700 無機材料 米子

　比表面積測定装置 600 無機材料 米子

　軟質材料研磨装置 300 無機材料 米子

　ファインショットブラスト 300 無機材料 米子

　高倍率金属観察装置 200 無機材料 米子

　電気炉 100 終日利用 無機材料 米子

　ボールミル 100 終日利用 無機材料 米子

　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) 300 終日利用 機械システム 米子

　製品設計支援ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ装置(切削支援ｼｽﾃﾑ) 100 終日利用 機械システム 米子

　製品設計支援ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ装置(科学技術計算) 100 終日利用 計測制御 米子

　車両運動シュミレーション装置 100 終日利用 計測制御 米子

　衝撃解析ソフトウェア（LED衝撃解析装置） 300 終日利用 機械システム 米子

　３次元ＣＡＤ 100 機械システム 米子

　試料埋込機　　　　　 200 無機材料 米子

　遊星型ボールミル 200 無機材料 米子

　高精度型３Ｄプリンター 3,200 終日利用 計測制御 米子

　複合・大型３Ｄプリンター 3,400 終日利用 計測制御 米子

　金属顕微鏡 100 機械システム 米子
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機器・設備名 終日利用 担当科 設置場所
【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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【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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