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登録番号 K2014002 

装置名 全容 2L 培養装置 

メーカー エイブル株式会社 

型式 BMJ-02NP3 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 0 円/時間 

学外 300 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅲ号館 2 階 204 室 

機器管理責任者 福田 健二 

内線 5564 

メールアドレス fuku@obihiro.ac.jp 

 

 

 

 

 

登録番号 K2014003 

装置名 メチライザシステム 

メーカー アプライドバイオシステムズ 

型式 AB3001 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 900 円/時間 

学外 1,400 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅲ号館 2 階 206 室 

機器管理責任者 福田 健二 

内線 5564 

メールアドレス fuku@obihiro.ac.jp 

 
 

 

 

 

 

 

登録番号 K2014004 

装置名 デジタル式透過型電子顕微鏡 

メーカー 日立ハイテクノロジーズ株式会社 

型式 HT7700 他 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 300 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 1 階 W1408 室 

機器管理責任者 佐々木 基樹 

内線 5352 

メールアドレス sasakim@obihiro.ac.jp 
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 登録番号 K2014005 

装置名 走査型電子顕微鏡 

メーカー 日立ハイテクノロジーズ株式会社 

型式 S3400N  他 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 300 円/時間 

 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 1 階 W1406 室 

機器管理責任者 佐々木 基樹 

内線 5352 

メールアドレス sasakim@obihiro.ac.jp 

 
 登録番号 K2015001 

装置名 マイクロプレートリーダー 

メーカー スイス国テカン社製 

型式 ジェニオスプロ-4 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 0 円/時間 

学外 1,700 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅳ号館 2 階 213 室 

機器管理責任者 小川 晴子 

内線 5893 

メールアドレス hogawa@obihiro.ac.jp 

 
 登録番号 K2015002 

装置名 DNA シーケンサシステム 

メーカー 米国ライフテクノロジーズ社製 

型式 Applied Biosystems3500 ジェネテ

ィックアナライザ 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 3,200 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅳ号館 2 階 212 室 

機器管理責任者 小川 晴子 

内線 5893 

メールアドレス hogawa@obihiro.ac.jp 
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 登録番号 K2015003 

装置名 ルミノ・イメージアナライザー 

メーカー 富士写真フィルム(株)社製 

型式 LAS-3000 

基本料※ 

（技術指導料） 
5,600 円/時間 

利用料単価 学内 0 円/時間 

学外 1,700 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅳ号館 2 階 213 室 

機器管理責任者 小川 晴子 

内線 5893 

メールアドレス hogawa@obihiro.ac.jp 

 
 登録番号 K2015004 

装置名 ﾓｼﾞｭｰﾙ式ﾏﾙﾁｸﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾏｲｸﾛﾌﾟﾚ

ｰﾄﾘｰﾀﾞ 

メーカー ｺﾛﾅ電気㈱製 

型式 SH-9000Lab(A･CL) 

基本料※ 

（技術指導料） 
5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 1,700 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 2 階 

S2114-1 室 

機器管理責任者 奥村 香世 

内線 5387 

メールアドレス okumura@obihiro.ac.jp 

 
 登録番号 K2015005 

装置名 生細胞応答・構造スキャニング装置 

メーカー ニコン社製 

型式 共焦点レーザー顕微鏡システム：

Ｃ２（パソコン 30 インチワイドモニ

ター付） 

基本料※ 

（技術指導料） 
5,600 円/時間 

利用料単価 学内 1,100 円/時間 

学外 4,100 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 

2 階 S2113 室 

機器管理責任者 室井 喜景 

内線 5365 

メールアドレス muroi@obihiro.ac.jp 
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 登録番号 K2015007 

装置名 落射蛍光顕微鏡他一式 

メーカー オリンパス㈱製 

型式 落射蛍光顕微鏡

（BX53-33-FL-2），顕微鏡デジタ

ルカメラ（DP72-SET-A-2） 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 600 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅲ号館 5 階 512 室 

機器管理責任者 福田 健二 

内線 5564 

メールアドレス fuku@obihiro.ac.jp 

 
 

 

登録番号 K2015011 

装置名 蒸気圧法オズモメーター 

メーカー 米国 Wescor 社製 

型式 - 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 600 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 1 階 S1113 室 

機器管理責任者 石川 透 

内線 5356 

メールアドレス torui@obihiro.ac.jp 

 
 

 

登録番号 K2015012 

装置名 ３Ｄプリンター 

メーカー 米国ｽﾄﾗﾀｼｽ社製 

型式 Dimensioｎ Elite  180-00105AC 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

※管理教員作業料 

利用料単価 学内 150 円/製品 g 

学外 300 円/製品 g 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 

2 階 N2316-2 室 

機器管理責任者 佐藤 禎稔 

内線 5527 

メールアドレス fmsatow@obihiro.ac.jp 
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 登録番号 K2017001 

装置名 ファイトトロン 

メーカー コイト製 

型式 - 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

※管理教員作業料 

利用料単価 学内 1,500 円/㎡・月 

学外 4,400 円/㎡・月 

設置場所 温室 

機器管理責任者 大西 一光 

内線 5621 

メールアドレス onishi@obihiro.ac.jp 

 

 

 

登録番号 K2019002 

装置名 自動細胞解析システム 

メーカー 米国ベクトン・ディッキンソン社製 

型式 BD FACSCanto フローサイト 

メトリーシステム 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 300 円/時間 

学外 2,600 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅳ号館 2 階 212 室 

機器管理責任者 小川 晴子 

内線 5893 

メールアドレス hogawa@obihiro.ac.jp 

 

 

 

登録番号 K2020001 

装置名 オートセラウォッシャー 

メーカー バイオテック社 

型式 AMW-96SX 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 250 円/時間 

学外 500 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅳ号館 2 階 202 室 

機器管理責任者 武田 洋平 

内線 5896 

メールアドレス ytakeda@obihiro.ac.jp 
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登録番号 K2014006 

装置名 蛍光マイクロプレートリーダ 

メーカー コロナ電気株式会社 

型式 MTP-600Lab 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 350 円/時間 

学外 600 円/時間 

設置場所 原虫病研究センター 207 室 

機器管理責任者 原虫病研究センター 

内線 5840 

メールアドレス protozoa@obihiro.ac.jp 

 

 

 

登録番号 K2014067 

装置名 オートマチックプラントミクロトーム 

メーカー 日本医化器械製作所 

型式 MT-3 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 300 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 N1216 室 

機器管理責任者 得字 圭彦 

内線 5550 

メールアドレス tokuji@obihiro.ac.jp 

 

 

 

登録番号 K2018001 

装置名 実体顕微鏡 

メーカー オリンパス 

型式 SZX7-TRC-D 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 250 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 N1302-2 室 

機器管理責任者 得字 圭彦 

内線 5550 

メールアドレス tokuji@obihiro.ac.jp 
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登録番号 K2018002 

装置名 生物顕微鏡 

メーカー オリンパス 

型式 BX41-33 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 200 円/時間 

学外 250 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 N1302-2 室 

機器管理責任者 得字 圭彦 

内線 5550 

メールアドレス tokuji@obihiro.ac.jp 

 
 

 

 

登録番号 K2019002 

装置名 PCR プレートシーラー PX1 

メーカー バイオラッド 

型式 PX1 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 100 円/時間 

学外 150 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 N2301-1 室 

機器管理責任者 宮本 明夫 

内線 5416 

メールアドレス akiomiya@obihiro.ac.jp 

 
 

 

 

登録番号 K2020003 

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-6981ACP α COMBO 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 250 円/時間 

学外 450 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館  

S3102-1 実験室 

機器管理責任者 後藤 達彦 

内線 5426 

メールアドレス tats.goto@obihiro.ac.jp 
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登録番号 K2020004 

装置名 小型卓上紫外線照射装置 

メーカー アトー株式会社 

型式 TPB-20LCP 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 250 円/時間 

学外 250 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館  

S3102-1 実験室 

機器管理責任者 後藤 達彦 

内線 5426 

メールアドレス tats.goto@obihiro.ac.jp 

 

 

 

登録番号 K2021003 

装置名 フローサイトメーター 

メーカー ベクトン・ディッキンソン 

型式 BD Accuri C6 

基本料※ 

（技術指導料） 

5,600 円/時間 

利用料単価 学内 300 円/時間 

学外 1,200 円/時間 

設置場所 総合研究棟Ⅰ号館 S2102 

機器管理責任者 廣井 豊子 

内線 5391 

メールアドレス tykhiroi@obihiro.ac.jp 

 
※基本料（技術指導料）について、機器管理責任者が既に十分な操作技術を持っていると

判断された利用者の場合、発生しません。 


