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登録番号 2014004 

装置名 倒立蛍光位相差顕微鏡 

メーカー ライカマイクロシステムズ 

型式 DMI3000B-F1 

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 500 円/時間 

 

 

登録番号 2014007 

装置名 プリズム分光型共焦点レーザー

顕微鏡 

メーカー ライカマイクロシステムズ 

型式 SP5-S 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 650 円/時間 

学外 1600 円/時間 

 

 

登録番号 2014009 

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。 
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登録番号 2014015 

装置名 4D-Nucleofector ｼｽﾃﾑ 

メーカー ロンザジャパン株式会社 

型式 AAF-1002Y 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内（X-Unit) 350 円/日 

（Y-Unit) 400円/日 

備考 レンタル専用 

 
 

 
 

 

登録番号 2014031 

装置名 Mini Centrifuge 

メーカー HARMONY 

型式 MCF-2360 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 100 円/日 

備考 レンタル専用 

 

 

登録番号 2014027 

装置名 遠心機 

メーカー エッペンドルフ 

型式 FA-45-18-11 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 150 円/日 

備考 レンタル専用 
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登録番号 2014042 

装置名 PCR システム 9700 

メーカー アプライドバイオシステムズ 

型式 Gold96-Well GeneAmp 9700G 

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 350 円/時間 

 
 

 

登録番号 2014045 

装置名 高速冷却遠心機 

メーカー 日立工機株式会社 

型式 himac CR21GⅢ，R15A，R13A 

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 550 円/時間 

 
 

 

登録番号 2014046 

装置名 微量高速冷却遠心機 

メーカー 日立工機株式会社 

型式 CF16RX2  ア ン グ ル ロ ー タ

T15A39 T15A41 スイングロータ

ーT4SS31 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 400 円/時間 

学外 550 円/時間 
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登録番号 2014048 

装置名 正立顕微鏡 

メーカー ライカマイクロシステムズ社製 

型式 DM2500FK 

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 2014051 

装置名 ブロックインキュベーター 

メーカー タイテック株式会社 

型式 BI-516H 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 200 円/日 

備考 レンタル専用 

 
 

 

登録番号 2014052 

装置名 ブロックインキュベーター 

メーカー タイテック株式会社 

型式 BI-516H 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 200 円/日 

 

備考 レンタル専用 
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登録番号 2014053 

装置名 ブロックインキュベーター 

メーカー タイテック株式会社 

型式 BI-516S 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 200 円/日 

備考 レンタル専用 

 
 

 

登録番号 2014054 

装置名 実体顕微鏡 

メーカー LEICA 

型式 S6E-TLKF 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 150 円/日 

備考 レンタル専用 

 
 

 

登録番号 2014056 

装置名 滑走式ミクロトーム 

メーカー ライカマイクロシステムズ 

型式 SM2010R 本体 

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 2014060 

装置名 バイオフリーザー 

メーカー 日本フリーザー株式会社 

型式 GS-5210HC 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 650 円/個・月 

※トレイの利用個数と月数で 

計算 

 

 

登録番号 2014062 

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 

 

 

登録番号 2014063 

装置名 湯浴式パラフィン伸展器 

メーカー サクラ精機株式会社 

型式 PS-125WH 

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 2014064 

装置名 微量高速冷却遠心機 

メーカー 株式会社トミー精工 

型式 本体（MX-305）， 

ﾗｯｸ・ｲﾝ・ﾛｰﾀ（TMA-300）， 

ﾛｰﾀﾗｯｸ（AR015-24，AR510-04） 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 350 円/時間 

学外 450 円/時間 

 
 

 

登録番号 2014066 

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 2014068 

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 2014069 

装置名 超低温フリーザー 

メーカー 三洋電機株式会社 

型式 MDF-U384 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 800 円/個（小）・月 

学内 1,600 円/個（大）・月 

※ボックスの個数と月数で計算 

 
 

 

登録番号 2014072 

装置名 薬用冷蔵ショーケース 

メーカー 三洋電機株式会社 

型式 - 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 400 円/個・月 

※角カゴの利用個数と月数で 

計算 

 
 

 

登録番号 2015001 

装置名 遺伝子導入システム 

メーカー amaxa Biosystems 社製 

型式 Nucleofector TM Ⅱ Dveice 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 450 円/日 

備考 レンタル専用 
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登録番号 2015002 

装置名 リアルタイム PCR 装置 

LightCycler480 

メーカー ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ社製 

型式 ﾗｲﾄｻｲｸﾗｰ 480 ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄⅡ 

96well-TLV1 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 650 円/時間 

学外 1,100 円/時間 

 
 

 登録番号 2015006 

装置名 マルチグレーティングマイクロプレ

ートリーダー 

メーカー コロナ電気株式会社 

型式 SH-9000Lab：蛍光 10MM セル測

定・吸光 10MM セル測定および恒

温機能内蔵，データ解析用ＰＣ：

CRN-1819 付 

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 750 円/時間 

 
 

 

登録番号 2016001 

装置名 超音波式ホモジナイザー 

メーカー タイテック㈱製 

型式 VP-０５０N  

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 150 円/日 

備考 レンタル専用 
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登録番号 2016002 

装置名 凍結組織切片作製草地 

メーカー サクラファインテックジャパン㈱ 

型式 ティシュー・テック ポーラーＢ 

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 800 円/時間 

 
 

 

登録番号 2016003 

装置名 次世代シークエンサー 

メーカー 米国イルミナ社製 

型式 Ｍｉｓｅｑシステム 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 7,000 円/日 

 

 
 

 

登録番号 2017002 

装置名 バイオアナライザ 

メーカー アジレント・テクノロジー株式会社 

型式 Agilent 2100 バイオアナライザ電

気泳動ノートシステムリミテッド 

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 750 円/時間 
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登録番号 2017003 

装置名 CLC Genomics Workbench 

メーカー CLC bio 社 

型式  

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 300 円/時間 

 

 
 

 

登録番号 2017004 

装置名 Qubit 

メーカー サーモフィッシャーサイエンティフ

ィック 

型式 Qubit®3.0 

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 2019001 

装置名 リアルタイム PCR 解析システム

CFX Connect 

メーカー バイオラッド 

型式 CFX Connect 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 500 円/時間 

学外 800 円/時間 
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登録番号 2019003 

装置名 ビーズ式細胞破砕装置 

メーカー トミー精工 

型式 MS-100R 

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 400 円/時間 

 

 
 

 

登録番号 2019004 

装置名 セルソーター 

メーカー ソニー 

型式 SH800S 2 レーザー 

(488nm/638nm)仕様 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 1,100 円/時間 

学外 4,400 円/時間 

 
 

 

登録番号 2020005 

装置名 吸光分光光度計 

メーカー 日立ハイテク 

型式 U-5100 

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 400 円/時間 
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登録番号 2020006 

装置名 マイクロプレートウォッシャー 

メーカー サーモフィッシャー 

型式 Wellwash Versa 

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 450 円/時間 

 

 

登録番号 2020007 

装置名 ケミルミ撮影装置 

メーカー アトー 

型式 WSE-6200HCP 

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 500 円/時間 

 

 

登録番号 2020008 

装置名 ゲル撮影装置 

メーカー アトー 

型式 WSE-5400A-CP 

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 400 円/時間 
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登録番号 2020009 

装置名 電動ズーム顕微鏡 

メーカー カールツァイス 

型式 Axio Zoom.V16 

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 400 円/時間 

 
 

 

登録番号 2020010 

装置名 微量分光光度計 

メーカー Denovix 

型式 DS-11 

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 400 円/時間 

 
 

 

登録番号 2021001 

装置名 ポータブルフリーザー 

メーカー (株)サイニクス 

型式 CS-80C 

基本料 0 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 150 円/日 
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登録番号 2021002 

装置名 プロテインシンプル（株） 

メーカー Denovix 

型式 Wes System 

基本料 3,000 円/年度・利用責任者 

利用料単価 学内 1,100 円/時間 

学外 1,800 円/時間 

 


