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登録番号 32014001 

装置名 リアルタイム PCR システム 7300 

メーカー アプライドバイオシステムズ 

型式 7300-01 型 

基本料 3000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 400 円/時間 

学外 800 円/時間 

 
 

 

登録番号 32014002 

装置名 リアルタイム PCR 解析システム

MiniOpticon 

メーカー 米国バイオ・ラッド ラボラトリーズ 

型式 Bio Rad MiniOpticon 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 250 円/時間 

学外 550 円/時間 

 
 

 

登録番号 2014059 

装置名 超微量分光光度計 

メーカー 米国ﾅﾉﾄﾞﾛｯﾌﾟ 

型式 NanoDrop 2000c 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 450 円/時間 

学外 700 円/時間 
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登録番号 32014065 

装置名 サーマルサイクラー 

メーカー アプライドバイオシステムズ 

型式 2720（0.2MLX96 本） 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 250 円/時間 

 
 

 

登録番号 32017001 

装置名 吸光マイクロプレートリーダー 

メーカー 米国サーモフィッシャーサイエンテ

ィフィック社 

型式 Multiskan FC アドバンス 

基本料 3000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 350 円/時間 

 
 

 
 
 
 
 

 

登録番号 32017003 

装置名 ケミルミ撮影装置 

メーカー アトー株式会社 

型式 AE-9300H-CS Ez-Capture MG 

基本料 3000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 250 円/時間 

学外 450 円/時間 
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登録番号 32017005 

装置名 回転式ミクロトーム 

メーカー ライカマイクロシステムズ 

型式 ライカ RM2125 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 0 円 

 
 

 

登録番号 32017006 

装置名 エンドポイント濁度測定装置 

メーカー 栄研化学株式会社 

型式 Loopamp LA-100 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 0 円 

 
 

 

登録番号 32017007 

装置名 パラフィン伸展器 

メーカー サクラ精機株式会社 

型式 PS-53 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 0 円 
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登録番号 32017008 

装置名 凍結乾燥器 

メーカー 東京理化機器株式会社 

型式 FDU-1000 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 150 円/時間 

    2400 円/日（24 時間） 

学外 200 円/時間 

    3200 円/日（24 時間） 

 

※安い方の料金で計算 

 
 

 

登録番号 32017009 

装置名 サーマルサイクラー 

メーカー アプライドバイオシステムズ 

型式 2720 サーマルサイクラー 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 250 円/時間 

 
 

 

登録番号 32017010 

装置名 二次元電気泳動システム 

メーカー バイオラッド 

型式 PROTEAN IEF cell 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 0 円 

 
 
 
 



R3.4.1現在の共通機器一覧（Ⅲ号館共通機器室分） 

5 
 

 

登録番号 32019001 

装置名 CHEF-DR II チラーシステム 

メーカー バイオラッド 

型式 170-3612A 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 300 円/時間 

学外 500 円/時間 

 

 

 

登録番号 32019002 

装置名 超純水製造装置 

メーカー 日本ミリポア株式会社 

型式 Milli-Qintegral-5L システム 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 5,000 円/月 

200 円/ℓ 

 

※利用責任者ごとに取水量、取

水回数、水の種類にかかわらず、

取水した月に課金、又は取水量

に応じて課金の何れかを申請時

に選択。 

 

 

※機器管理責任者へ連絡の上ご利用ください。 

登録番号 32019003 

装置名 マルチタイプ ICP発光分光分析装

置 

メーカー 島津製作所 

型式 ICP-9810 

基本料 3000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内(ミニトーチ) 3,500円/時間 

(高塩トーチ) 5,000円/時間 
 

学外(ミニトーチ) 5,000円/時間 

(高塩トーチ) 6,500円/時間 

機器責任者 谷 昌行 ・ 木下 林太郎 

内線 5507 ・ 5497 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ masatani@obihiro.ac.jp 
rintaro@obihiro.ac.jp 
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※機器管理責任者へ連絡の上ご利用ください。 

登録番号 32019004 

装置名 高速アミノ酸分析計 

メーカー 日立 

型式 LA-8080 

基本料 3000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 2,700 円/検体 

学外 4,200 円/検体 

機器責任者 島田 謙一郎 

内線 5560 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ masatani@obihiro.ac.jp 

 
 

 

登録番号 32019005 

装置名 バイオメディカルフリーザー 

メーカー PHC 株式会社 

型式 MDF-437-PJ 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 9,000 円/月 

 

 
 

 

登録番号 32019006 

装置名 バイオメディカルフリーザー 

メーカー PHC 株式会社 

型式 MDF-437-PJ 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 9,000 円/月 
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登録番号 32019007 

装置名 プレハブ冷蔵庫 

メーカー - 

型式 - 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 16,500 円/月 

登録番号 32019008 

装置名 プレハブ冷蔵庫 

メーカー - 

型式 - 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 16,500 円/月 

登録番号 O2017002 

装置名 高速液体クロマトグラフ低圧グラ

ジェントシステム 

メーカー 日立 

型式 L-2420、5280 オートサンプラー

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 1,000 円/時間 

  7,000 円/日（24 時間） 

学外 1,300 円/時間 

※安い方の料金で計算

設置場所 総合研究棟Ⅲ号館 409 室 


