
改定分

１　新設・更新項目

番号 区分 料金区分 新料金 旧料金

最初の1時間 2,860 －

2時間目以降 1,240 －

最初の1時間 5,010 2,520

2時間目以降 150 500

最初の1時間 5,020 2,520

2時間目以降 160 500

最初の1時間 10,010 9,620

2時間目以降 3,120 2,730

最初の1時間 5,860 5,590

2時間目以降 2,210 1,950

最初の1時間 8,130 7,970

2時間目以降 1,650 1,490

最初の1時間 7,400 7,700

2時間目以降 2,130 2,440

最初の1時間 5,450 5,400

2時間目以降 990 940

最初の1時間 1,400 －

2時間目以降 180 －

最初の1時間 1,760 －

2時間目以降 140 －

最初の1時間 5,670 －

2時間目以降 2,020 －

最初の1時間 6,350 －

2時間目以降 2,710 －

最初の1時間 12,240 －

2時間目以降 8,190 －

最初の1時間 6,930 －

2時間目以降 4,910 －

最初の1時間 14,730 －

2時間目以降 4,610 －

電波暗室

ＥＭＩ測定装置（シールドルーム用）

8 更新

新規 （２）試験及び測定機器

7 更新 （２）試験及び測定機器

新規 （２）試験及び測定機器 BCI試験装置

10 新規 （２）試験及び測定機器 近赤外分光器

12 新規 （２）試験及び測定機器 近傍電磁界イミュニティ試験装置
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15 新規 （３）検査機器 防水性能試験装置

9 新規 （２）試験及び測定機器 ビデオ合成・動作解析装置

2 更新 （２）試験及び測定機器 低温実験室（-20℃～+5℃）

3 更新 （２）試験及び測定機器 低温実験室（-30℃～-5℃）

（２）試験及び測定機器 ＲＦアナライザ

4

5 更新 （２）試験及び測定機器 ＥＭＩ測定装置（電波暗室用）

更新 （２）試験及び測定機器 放射イミュニティ測定システム

ガスクロマトグラフ質量分析装置

13 新規 （２）試験及び測定機器

14

諸料金規程改定項目一覧表 H31.4.1

設備使用及び依頼試験料金の一部改定のお知らせ

設備機器の導入などに伴い、平成31年度4月1日より、設備使用料及び依頼試験手数料の一部を改定いたします。

（道総研 ものづくり支援センター 工業技術支援グループ）

6 更新 （２）試験及び測定機器 電磁界シミュレーション

設備使用料

区分 設備名称

1 新規 （１）加工及び工作機械 ３Ｄプリンター （大型）



最初の1時間 2,170 －

2時間目以降 140 －

最初の1時間 2,080 －

2時間目以降 1,270 －

最初の1時間 2,400 －

2時間目以降 1,590 －

最初の1時間 2,480 －

2時間目以降 1,670 －

最初の1時間 2,520 －

2時間目以降 1,710 －

最初の1時間 9,100 8,850

2時間目以降 3,030 2,770

最初の1時間 7,870 7,760

2時間目以降 170 70

最初の1時間 5,480 5,280

2時間目以降 210 10

２　名称変更項目

番号 区分

３　廃止項目

番号 区分

5 廃止 （２）試験及び測定機器 超微小硬度計

3 廃止

1 変更 （２）試験及び測定機器 低温実験室（-20℃～+5℃）

（２）試験及び測定機器 振動式粘度計 

2 廃止 （２）試験及び測定機器 把持力分布測定装置

1 廃止 （１）加工及び工作機械

4 廃止 （２）試験及び測定機器 人間中心設計支援装置

6 廃止

3 変更 （２）試験及び測定機器 ＥＭＩ測定装置（電波暗室用） 電波特性測定装置

21 更新

新規 （４）その他の機械器具 ロボット（垂直多関節型）

23 更新
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低温実験室

2 変更 （２）試験及び測定機器 低温実験室（-30℃～-5℃） 低温実験室

（５）北海道地域イノベーション創出協同体形成事業に係る機器 高周波ネットワークアナライザー

（６）北海道産学官共同研究拠点整備事業に係る機器 耐圧水槽 

（３）検査機器 オージェ電子分光分析装置

区分 設備名称（変更後） 設備名称（変更前）

区分 設備名称

加圧式混練機

更新 （６）北海道産学官共同研究拠点整備事業に係る機器 気密試験器 

16 新規 （３）検査機器 鉄鋼材料機器分析装置

20 新規 （４）その他の機械器具 ロボット（人協働型・双腕）

19 新規 （４）その他の機械器具 ロボット（人協働型・単腕）

17 新規 （４）その他の機械器具 ロボット（スカラー型）

18



１　新設・更新項目

番号 区分 項目１ 項目２ 項目３ 項目４ 項目５ 新料金 旧料金

1 更新 (3) 分析 2 特殊分析 （13） 26,620 27,500

2 新規 (3) 分析 2 特殊分析 （15） 4,180 －

３　廃止項目

番号 区分 項目１ 項目２ 項目３ 項目４ 項目５

1 廃止 (1) 試験 1 理化学試験 (1)強度試験 ア 合成樹脂 （ク）

2 廃止 (1) 試験 1 理化学試験 (2)物性試験 ア 合成樹脂 （チ）

3 廃止 (3) 分析 2 特殊分析 （９）

試験分析名称

偏平試験

ピンホール試験

純石けん分

依頼試験手数料

試験分析名称

ガスクロマトグラフ質量
分析

鉄鋼材料発光分光分析


