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機器の新設・更新に伴う記載内容の改訂 
栃木県産業技術センター 
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○新設機器（使用単位：１時間） 

機器№ 機器名 
使用料 

（円） 
担当部署 仕 様 

メーカー 

及び型式 

1A001O 小型ファイバーレーザ加工機 710 
機械電子 

技術部 

レーザ波長：1064nm,最大出力：30W,パルス幅：1～100ns, 
繰り返し周波数：35 ～ 500kHz,最小スポット径：10µm, 
ワーキングディスタンス：30mm 

スペクトラ・フィジックス 
VGEN-ISP-1-40-30 

1C001O スクラッチ試験装置 1,500 
材料 

技術部 

(CSR1000)荷重範囲：1500mN－294N, 
剥離検出機能：ＡＥ（アコースティックエミッション）センサ 
(CSR5000)荷重範囲：1mN－1500mN,剥離検出機能：加速度センサ 

レスカ 
CSR1000/CSR5000 

1D001P Ｘ線透視検査装置 2,030 
機械電子 

技術部 

最大管電圧：225kV,対象物最大寸法：φ600 mm x H890 mm, 
最大測定視野：200 x 200 mm,最大厚さ：アルミニウム（130mm）, 
プラスチック（220mm）,最小識別欠陥：100µm 

エクスロン・インターナショナル 
Y.MU 2000-D 

1D001O 非接触輪郭形状測定機 5,410 
機械電子 

技術部 

測定範囲：X 120mm Y 120mm Z 130mm φ 120mm, 
測定精度：XY:(1+20L/1000)µm Zφ:(2+20L/1000)µm, 
最小スポット径：1µm(100 倍対物レンズ使用時), 
測定方式：ポイントオートフォーカス方式 

三鷹光器 
MLP-3SP 

1F002O グロー放電発光分析装置 6,350 
材料 

技術部 
測定元素：H～U (除外元素有り),測定エリア：φ4mm(標準), 
深さ分解能：数 nm～(表面状態に依存),測定深さ：数 nm～100µm(最大) 

堀場製作所 
GD-Profiler2 

2B001P 
テキスタイルインクジェットプリ

ンタ 
1,660 

繊維技術 

支援センター 

ロール方式,最大プリント幅：1,620mm, 
最大出力解像度：720dpi×720dpi,インク：反応染料・昇華染料, 
プリントヘッド高さ調整：最大 7mm 

ミマキエンジニアリング 
Tx2-1600 

 
 
 
 
  



○更新機器（使用単位：１時間） 

機器№ 機器名 
使用料 

（円） 
担当部署 仕 様 

メーカー 

及び型式 
改訂内容 

1D002P 走査型電子顕微鏡（その他観察用） 1,740 
材料 

技術部 

分解能：高真空モード 3 nm (30kV) 低真空モード 4 nm (30kV), 
倍率：5 ～ 300,000 倍,加速電圧：0.5kV ～ 30kV, 
最大試料寸法：150mm 径,EDS 元素分析：検出元素範囲 Ｂe～Ｕ 
定性分析 簡易定量分析 元素マッピング 

日本電子 
JSM-6010PLUS/LA 

10ページ 

機器№1D014C 

と入れ替え 

1D003P デジタル顕微鏡 370 
機械電子 

技術部 
倍率：6～320 倍,35～2500 倍,データ出力：USB, 
寸法計測や３Ｄ画像の作成が可能。 

ハイロックス 
KH-8700 

10ページ 

機器№1D001E 

と入れ替え 

1F003O 酸素窒素水素同時分析装置 2,470 
材料 

技術部 

分析範囲：酸素 0.000004～5.0%，窒素 0.000004～3.0%, 
水素：0.000008～0.25%, 
分析対象：鉄鋼,鋳鉄,チタン合金,アルミ合金,銅合金,セラミックス等 

堀場製作所 
EMGA-930 

13ページ 

機器№1F018C 

と入れ替え 

1F001P 
エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装

置 
1,050 

材料 

技術部 

測定元素範囲：C ～ U, X 線管球 ターゲット：Rh, 
電圧・電流：4 ～ 50kV,1 ～ 1000µA,X 線照射面積：1、3、5、10mm 径, 
試料室寸法：W300×D275×H100(mm)  (ただし R部は除く), 
試料室雰囲気：大気,真空 

島津製作所 
EDX-8000 

13ページ 

機器№1F007C 

と入れ替え 

1F002P ガスクロマトグラフ質量分析計 3,050 
食品 

技術部 

GC 部温度制御：室温＋4～450℃,カラム：キャピラリーカラム， 
イオン源：EI， 
質量範囲：m/z 1.5～1024，熱分解装置付（最高温度 800℃） 

島津製作所 
GCMS-QP2010 

13ページ 

機器№1F009C 

と入れ替え 

1F003P 
ガスクロマトグラフ質量分析計

（熱分解用） 
2,820 

材料 

技術部 
カラムオーブン温度：最高４５０℃,イオン化方式：EI, 
質量範囲：m/z 1.5～1090,熱分解装置付（最高温度 1050℃） 

島津製作所 
GCMS-QP2010 
Ultra 

13ページ 

機器№1F003D 

と入れ替え 

3C001P 万能材料試験機（５００ｋＮ） 1,600 
県南技術支援 

センター 
最大容量：500kN,最大引張間隔：1350mm,最大ラムスピード：80mm/min, 
ラムストローク：250mm 

東京衡機試験機 
YU-500SⅣ 

23ページ 

機器№3C007C 

と入れ替え 

 
○廃止機器 

 機器№ 機器名 担当部署 改訂内容 

1B008C 電子線描画装置 機械電子技術部 6 ページから削除 

1B012C 反応性イオンエッチング装置 機械電子技術部 7 ページから削除 

1D005C コロニーアナライザーシステム 食品技術部 10 ページから削除 

1I013C 微生物熱量計 食品技術部 16 ページから削除 

2A007C スピンテスター 繊維技術支援センター 18 ページから削除 

3A006C 高精度立形 NC フライス盤 県南技術支援センター 22 ページから削除 

3F004C 原子吸光分光光度計 県南技術支援センター 24 ページから削除 



○新設試験 
１ 産業技術センター（本所） 

項   目 手数料（円） 担当部署 

Ⅰ 金属の物理試験，化学試験又は測定 
  

 8 その他の試験又は測定 
  

  (6) 非破壊検査 
 

機械電子技術部 

   ① Ｘ線透視検査（マイクロフォーカス） 
 

    イ 1 試料につき 10 分まで 5,550 

    ロ 1 試料につき 10 分を超える場合は,その超える 10 分までごとに 2,020 

    ハ 観察画像の出力 2,310 

   ② Ｘ線透視検査（大型） 
 

    イ 1 試料につき 10 分まで 3,230 

    ロ 1 試料につき 10 分を超える場合は,その超える 10 分までごとに 950 

    ハ 観察画像の出力 830 

    ニ フィルム(254mm×305mm)使用によるもの 4,000 

    ホ フィルム(85mm×305mm)使用によるもの 2,780 

  (8) 精密測定 
 

   ② 表面粗さ測定 
 

    イ 接触式によるもの 1,030 

    ロ 非接触式によるもの 3,900 

   ③ 形状測定 
 

    イ 接触式によるもの 2,190 

    ロ 非接触式によるもの 
 

     (ｲ) 1 試料につき形状の数が 1まで 4,660 

     (ﾛ) 1 試料につき形状の数が 1を超える場合は，その超える形状の数 1ごとに 1,990 

   ④ 歯車測定 
 

    イ 接触式によるもの 16,400 

    ロ 非接触式によるもの 24,100 

   ⑤ 真円度測定 
 

    イ 接触式によるもの 2,190 

    ロ 非接触式によるもの 5,420 

  (10) 表面処理膜等の密着性試験 6,600 材料技術部 

XI 分析  （1成分につき） 
  

 17 グロー放電発光分析装置による分析 20,500 材料技術部 

 
○廃止の依頼試験 
１ 産業技術センター（本所） 

項   目 担当部署 改訂内容 

Ⅰ 金属の物理試験、化学試験又は測定 
 

 

  8 その他の試験又は測定 
 

 

    (6) 非破壊検査 
 

 

      ① 工業用Ｘ線フィルム撮影 

機械電子技術部 31 ページから削除         イ フィルム(10×12)使用によるもの 

        ロ フィルム(3(1/3)×12)使用によるもの 

 


