
* 取得価格が500万円以上の設備
管理部局 設　備　名 規　　　　格 取得日付

事務局 ＣＡＬＬシステム（語学教育システム） 日本ビクター 20110930
人間発達文化学類 光トポ　脳機能計測装置ETG-100用プロープ 日立メディコ製 20060131
人間発達文化学類 光トポ脳機能計測装置 日立メディコ　ETG-100 20060131
人間発達文化学類 三次元動作解析システムVICN512　60Hz／3カメラセット Oxford　Metrios社製 20060131
人間発達文化学類 肺運動負荷モニタリングシステム　 ミナト医科学　AE-310SRC 20090310
行政政策学類 ＧＰＳ機能付トータルステーションシステム　 GPS機能付トータルステーションシステム 20110131
行政政策学類 軟Ｘ線撮影システム　一式　 ソフテックス㈱ 20110330
共生システム理工学類 クロマトグラフィーシステム アマシャムバイオサイエンス　ＡＫＴＡ　ＦＰＬＣ 20050811
共生システム理工学類 走査型プローブ顕微鏡システム　一式 エスアイアイ･ナノテクノロジー　SPI4000/SPA-400ほか 20051021
共生システム理工学類 小型電子顕微鏡　一式 日立ハイテク　ＴＭ－１０００　ほか 20051116
共生システム理工学類 振動試料型磁力計 ＴＭ－ＶＳＭ１５１４ーＣＲＯ－Ｔ 20051212
共生システム理工学類 生産物流システムシュミレータ　一式 ＣＲＣソリューションズ　WITNESS2004 Release JP Ver.2 ネットワーク運用版 20060320
共生システム理工学類 加工機システム一式 オークマ　ＭＵ－４００ＶＡ　ほか 20060327
共生システム理工学類 核磁気共鳴測定装置　一式 日本電子　ＪＮＭ－ＡＬ３００　他 20060328
共生システム理工学類 飛行時間型質量分析装置　一式 ブルカー・ダルトニクス　ＥＳＩ－ＴＯＦ／ＭＳシステム　他 20060328
共生システム理工学類 単結晶Ｘ線構造解析システム　一式 リガク　Ｒ－ＡＸＩＳ　ＲＡＰＩＤ　Ⅱ－Ｓ　他 20060328
共生システム理工学類 分析走査電子顕微鏡システム一式 日本電子　ＪＳＭ－６３８０ＬＡＮＶ 20060328
共生システム理工学類 形状精密計測システム　一式 ミツトヨ　高精度三次元測定機　ＦＡＬＣＩＯ　Ａｐｅｘ７７６　ほか 20060328
共生システム理工学類 研究実験棟ネットワークシステム　一式 シスコ　スイッチ　WS-C4506　ほか 20060328
共生システム理工学類 教育・研究用計算機システム　一式 ＩＢＭワークステーション　62207S4　ほか 20060328
共生システム理工学類 ガスクロマトグラフ質量分析装置　一式 Agilent Technologies　5975inert　他 20060328
共生システム理工学類 原子吸光光度分析装置　一式 日立ハイテクノロジーズ　Ｚ－２０００　他 20060328
共生システム理工学類 蛍光Ｘ線分析装置　一式 リガク　スペクトロメータＲＩＸ－1000　他 20060328
共生システム理工学類 フーリエ変換赤外分光光度計　一式　 日本分光　フーリエ変換赤外分光光度計本体　ＦＴ／ＩＲ－４１００ 20060328
共生システム理工学類 レーザー回折式粒度分布測定装置　一式 日機装　マイクロトラック粒度分布測定装置MT3300EX　他 20060328
共生システム理工学類 汎用型粉末Ｘ線回折装置　一式 リガク　ビルドアップ型多機能Ｘ線回折装置RINT-UltimaⅢ　他 20060328
共生システム理工学類 陰イオン分析システム　一式 日本ダイオネクス　ＩＣＳ－２０００　他 20060328
共生システム理工学類 電動正立型顕微鏡　一式 カールツァイス㈱　Axio　Imager　Z1　他 20060328
共生システム理工学類 レーザーラマン分光装置 サーモフィッシャー　Nicolet Almega XR-F1 20071221
共生システム理工学類 全自動ガス吸着量測定装置 カンタクローム社　1C/FNA型　ほか 20090227
共生システム理工学類 卓上超遠心機 日立工機㈱製　himac　CS150NX 20090903
共生システム理工学類 多チャンネルテレメータシステム 日本光電工業　ＷＥＢ－７０００ 20090928
共生システム理工学類 エネルギー分散型Ｘ線マイクロアナライザー　一式　 日本電子　INCA　ENERGY250XT 20091116
共生システム理工学類 ３Ｄリアルサーフェスビュー顕微鏡一式 キーエンス　VE-9800 20091130
共生システム理工学類 人の力学的動作解析システム ナックイメージテクノロジー　EagleDigitalRealTimeCamera 20091208
共生システム理工学類 高速液体クロマトグラフ質量分析装置　 米国ウォーターズテクノロジー NanoACQUITYUPLC 20100108
共生システム理工学類 近赤外光イメージング装置　一式 島津製作所　ＦＯＩＲＥ－３０００ 20100128
共生システム理工学類 クロマトグラフィーシステム　一式 GEヘルスケアジャパン FractionCollectorFrac-950 20100128
共生システム理工学類 バリアブルイメージアナライザー　一式 GEヘルスケアジャパン Typhoon9400 20100128
共生システム理工学類 蛍光寿命測定システム 堀場製作所 Fluorocube4000U-NL　他 20100323
共生システム理工学類 ３次元運動計測システム カナダ Northern Digital Inc 20100323
共生システム理工学類 磁気特性測定システム 米国カンタム・デザイン　MPMS-XlminFSK他 20100326
共生システム理工学類 物理特性測定システム 米国カンタム・デザイン　PPMS-7BFG 他 20100326
共生システム理工学類 高分解能走査電子顕微鏡システム 日立ハイテクノロジーズ　SU8000　他　 20100329
共生システム理工学類 キャピラリー電気泳動システム ブルカー・ダルトニクス　 7100型　他 20100329
共生システム理工学類 大気計測システム 三菱電機特機システム　 20100329
共生システム理工学類 電波式鉛直風速分布測定装置 三菱電機　 20100930
共生システム理工学類 教育・研究用計算機システム　一式 HP Compaq6000 Pro All-in-one/CT WEB専用ほか 20110331
共生システム理工学類 熱分解元素分析測定装置 パーキンエルマー社　2400Ⅱ 20110824
共生システム理工学類 マイクロ磁気カー効果顕微鏡一式 ネオｱーク（株）　BH-PI7892V 20110830
共生システム理工学類 高周波誘導加熱装置一式（小型高周波誘導加熱装置）　 ㈱美和製作所製　MU-2000E 20111215
共生システム理工学類 高周波誘導加熱装置一式（卓上型単結晶育成装置） ㈱テクノサーチ製　TCH-4 20111215
共生システム理工学類 Ｘ線光電子分光装置一式 アルバック・ファイ（株）　PHI5000 VersaProbeⅡ-S　 20111226
共生システム理工学類 単結晶Ｘ線構造解析装置　一式　 ㈱リガク　VariMaxDW with Saturn724+ 20120126
共生システム理工学類 映像・波形同時収録システム一式 シナノケンシ㈱ PLEXTOR OPT-CH-M2N 20120229
共生システム理工学類 ゲルマニウム半導体検出器　一式 キャンベラジャパン　GC4020 20120314
共生システム理工学類 高精細3Dプリンタ一式 ㈱キーエンス　AGILISTA-3000 20120328
共生システム理工学類 風車効率検証システム一式 日本カノマックス㈱　S980338-9S 20120522
共生システム理工学類 元素マッピング対応エネルギー分散型蛍光X線分析装置　一式 ㈱堀場製作所　XGT-7200V TypeFU 20120831
共生システム理工学類 動的光散乱粒子径・ゼータ電位同時測定装置　一式 ㈱堀場製作所　SZ-100Z 20120831
共生システム理工学類 透過型電子顕微鏡用CCDカメラ及び画像ソフト　一式 日本電子㈱　KEENVIEW G2 20120928
共生システム理工学類 走査型電子顕微鏡及び波長分散型X線分光器　一式 日本電子㈱　JSM-6510LV 20120928
共生システム理工学類 トリチウム水電解濃縮システム　一式 ペルメレック電極㈱　トリピュｱ　XZ030 20121102
共生システム理工学類 オートラジオグラフィ測定システム　一式 GEヘルスケア･ジャパン Typhoon FLA 9500 BGRシステム 20121126
共生システム理工学類 液体シンチレーション分析器　一式 パーキンエルマー社　Tri-Carb3110TR/LL 20130123
共生システム理工学類 ゲルマニウム半導体検出器　一式 キャンベラジャパン㈱　GC3018 20130123
共生システム理工学類 放射線計測実習システム　一式 ORTEC(Advanced Measurement Technology) 20130220
共生システム理工学類 薄膜蒸着装置　一式 ㈱パスカル　PAIR-CWLD-003 20130226
共生システム理工学類 卓上走査電子顕微鏡　一式 ㈱日立ハイテクノロジーズ TM3000 20130226
共生システム理工学類 常設型霧箱　一式 ㈲ラド　A-111 20130227
共生システム理工学類 マテリアルプリンター 富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ㈱ 20130314
共生システム理工学類 減速機評価装置　一式 ㈱シンエーテックM-MATE7.3　他 20130326
共生システム理工学類 地震探査装置　McSEIS-SX 48ch 一式 （株）応用地質 20130327
共生システム理工学類 オートサンプリングGe検出器　一式 セイコー・イージーアンドジー㈱ MCA-7 他 20130329
共生システム理工学類 γ線エネルギースペクトル測定システム　一式 セイコー・イージーアンドジー㈱ MCA-7 他 20130329
共生システム理工学類 可搬型γ線スペクトロメータ　一式 ORTEC社　Micro-Trans-SPEC　他 20130329
共生システム理工学類 動的光散乱分析装置　一式 マルバーン　ZEN3600 他 20130809
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管理部局 設　備　名 規　　　　格 取得日付
共生システム理工学類 小型風力発電機 ㈱グローバルエナジー 20130827
共生システム理工学類 マルチスペクトルイメージングシステム　NuanceFX　一式 パーキンエルマー社　１３０９３２Ｆ 20130830
共生システム理工学類 次世代シーケンス装置　一式 ＬifeＴechnologies　PGMP-410M　他 20130917
共生システム理工学類 円二色性分光光度計　一式 日本分光　J-820　他 20130930
共生システム理工学類 超高感度分子間相互作用解析装置一式 GEヘルスケア　MicroCal：iTC200 20131008
共生システム理工学類 小角X線散乱ナノスケール構造解析システム (株)リガク　martLab9TU 20131129
共生システム理工学類 メタボローム解析装置　一式 2D Uplc/SynaptG2-ｓ　HDMSシステム　ほか 20131202
共生システム理工学類 微細表面解析システム　一式 日本ベル(株)BELCAT-A-SPF1,BELMass-SPF1 20131218
共生システム理工学類 安定同位体比質量分析装置　一式 サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱ DELTA V Advantage質量分析計　他 20131218
共生システム理工学類 透過型電子顕微鏡トモグラフィーシステム 日本電子(株)　JEM1400 20140116
共生システム理工学類 サーバシステム一式 HP DL320e Gen8 v2 Xeon E3-1220 他 20160331
環境放射能研究所 可搬型γ線スペクトロメータ一式 ORTEC社　Micro-Trans-SPEC　MICRO-TSP-PKG-1他 20131217
環境放射能研究所 三次元レーザースキャナー計測装置一式 LeicaGeosystems ScanStation C5 TypeA　他 20140121
環境放射能研究所 ワイヤ放電加工機システム一式 三菱電機　NA1200P　他 20140123
環境放射能研究所 高性能Ｘ線トモグラフィーシステム一式 WerthMesstechnik社　TomoScope200-190　他 20140221
環境放射能研究所 浮遊粉塵分析システム一式 東京ダイレック㈱アンダーセン型ミドルボリュームインパクター　AN-2100 20140226
環境放射能研究所 移動式水中放射線測定システム一式 応用地質　放射線量測定機能付ROV　LBV200　SV　他 20140228
環境放射能研究所 高速液体クロマトグラフシステム一式 サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱　UltiMate3000　Coronaveo　他 20140301
環境放射能研究所 ドップラーライダーシステム一式 三菱電機　小型ファイバードップラーライダ本体　LA-S1D2GA 20140303
環境放射能研究所 環境試料分析用液体シンチレーションカウンター一式 PerkinElmer　液体シンチレーションカウンター　Tri-Carb3110TR/LL　他 20140314
環境放射能研究所 マイクロプレートマルチスペクトロメータ サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱ VarioskanFlash　他 20140318
環境放射能研究所 粒子分析システム一式 スペクトリス　レーザー回折式粒度分布測定装置マスターサイザー3000他 20140318
環境放射能研究所 高精細3Ｄプリンタ一式 キーエンス　AGILISTA-3100　他 20140326
環境放射能研究所 落射蛍光顕微鏡一式 オリンパス　BX51-N-MF　他 20140326
環境放射能研究所 ヘリ式周辺環境放射線測定システム マキノ　MUG-6　他 20140327
環境放射能研究所 土壌生物群集構造放射線影響解析システム ライフテクノロジーズジャパン㈱IonPersonalGenomeMachineシステムPGM11-020S2 20140327
環境放射能研究所 動植物遺伝子変異解析システム ライフテクノロジーズジャパン㈱ジェネティックアナライザー　310-150NT　他 20140327
環境放射能研究所 卓上顕微鏡システム一式 日立ハイテクノロジーズ　TM3030　他 20140328
環境放射能研究所 紫外可視赤外分光光度計システム一式 日本分光　紫外可視赤外分光光度計　Ｖ670　他　 20140328
環境放射能研究所 空中放射線測定システム一式 14m級無人飛行船　LTA-1400他 20140328
環境放射能研究所 水中放射線測定用ファイバー計測システム一式 日本放射線エンジニアリング㈱　P-Scaner　ES-5031　他 20140331
環境放射能研究所 極低バックグラウンド井戸型ゲルマニウム半導体検出器 キャンベラジャパン　EGPC　250-P21 20140331
環境放射能研究所 金属造形３Dプリンター　一式 Concept Laser GmbH Mlab 他 20140331
環境放射能研究所 ８連α線スペクトロメータ一式 20140730
環境放射能研究所 液体窒素製造装置一式 岩谷瓦斯　EMP-14A（空冷）・GN-10T型 20140731
環境放射能研究所 液体クロマトグラフィーイオントラップ型質量分析装置一式 ブルガー・ダルトニクス　amaZonSL-FKU 20140808
環境放射能研究所 Ｘ線分析システム一式 X線分析システム一式 20140828
環境放射能研究所 有機物（Ｃ・Ｈ・Ｎ・Ｓ）分析複合システム一式 エレメンタール Vario EL cube 20140903
環境放射能研究所 広エレルギー帯域測定用放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GX4018-7905-30U-ULB 20140910
環境放射能研究所 広エレルギー帯域測定用放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GX4018-7905-30U-ULB 20140910
環境放射能研究所 微量低濃度試料測定用放射能測定システム キャンベラジャパン　EGPC150P16-SB9930A　 20140910
環境放射能研究所 微量低濃度試料測定用放射能測定システム キャンベラジャパン　EGPC150P16-SB9930A　 20140910
環境放射能研究所 多試料自動測定用放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GC3018-7905-30U/ULB 20140910
環境放射能研究所 多試料自動測定用放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GC3018-7905-30U/ULB 20140910
環境放射能研究所 汎用型放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GC4020-7500SL 20140910
環境放射能研究所 汎用型放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GC4020-7500SL 20140910
環境放射能研究所 汎用型放射能測定システム一式 キャンベラジャパン　GC4020-7500SL 20140910
環境放射能研究所 スクラバ背面組込型ドラフトチャンバー他 ダルトンDFV-21VM-18CAT 1800×985×2350 20140912
環境放射能研究所 スクラバ背面組込型ドラフトチャンバー他 ダルトンDFV-21VM-18CAT 1800×985×2350 20140912
環境放射能研究所 スクラバ背面組込型ドラフトチャンバー他 ダルトンDFV-21VM-18CAT 1800×985×2350 20140912
環境放射能研究所 スクラバ背面組込型ドラフトチャンバー他 ダルトンDFV-21VM-18CAT 1800×985×2350 20140912
環境放射能研究所 電界放出型透過電子顕微鏡一式 日立ハイテク　HD-2700 20140929
環境放射能研究所 電界放出型走査型電子顕微鏡一式 SU8220 20140929
環境放射能研究所 試料作成用収束イオンﾋﾞｰﾑ加工観察装置 FB2200 20140929
環境放射能研究所 ICP質量分析装置一式 NexION300S 20140929
環境放射能研究所 マイクロウェーブ試料前処理装置 TitanMPS 20140929
環境放射能研究所 マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置一式 アジレント　4100 MP-AES 20140929
環境放射能研究所 全有機体炭素計一式 島津製作所TOC-L CSH 20140929
環境放射能研究所 表面電離型質量分析計一式 TRITON 20140929
環境放射能研究所 安定同位体比質量分析計一式 DELTA H/D測定　元素分析計TC/EA 20140929
環境放射能研究所 安定同位体比質量分析計一式 DELTA 元素分析計Flash2000 20140929
環境放射能研究所 低バックグラウンド液体シンチレーションシステム 日立アロカメディカル　LSC-LB7 20141107
環境放射能研究所 V型混合機一式 ダルトン VM-30 20150320
環境放射能研究所 微粉砕機アトマイザー ダルトン AIIW-5 20150320
環境放射能研究所 幾何学的効果補正シミュレータｰGeシステム キャンベラジャパン GC4020-7500SL(LabSOCS付） 20150327
環境放射能研究所 幾何学的効果補正シミュレータｰGeシステム キャンベラジャパン GC4020-7500SL 20150327
環境放射能研究所 幾何学的効果補正シミュレータｰGeシステム キャンベラジャパン GC4020-7500SL 20150327
環境放射能研究所 幾何学的効果補正シミュレータｰGeシステム キャンベラジャパン GC4018-7500SL 20150327
環境放射能研究所 脱煙脱臭炉本体／脱煙脱臭炉用ダクト 永田企画 SUS304 20150327
環境放射能研究所 高周波誘導結合プラズマ質量分析装置ELANDRCⅡ　一式 パーキンエルマー 20150831
総合情報処理センター キャンパス情報ネットワークシステム 20090327
総合情報処理センター 基幹スイッチ一式　　総合情報処理センター（1F）サーバ室 Cis Cat 6880-X-Chassis StdTbl他 20150630
総合情報処理センター ファイアウォール一式　総合情報処理センター（1F）サーバ室① ASA 5545-X w FirePwr Svcs, 8GE, AC, 3DES/AES, 2SSD他 20150630
うつくしまふくしま未来支援センター 同軸型Ｇｅ半導体検出器一式 キャンベラジャパン　GC4020 20110615
うつくしまふくしま未来支援センター ゲルマニウム半導体検出器一式 キャンベラジャパン　GC2020 20110802
うつくしまふくしま未来支援センター α／β線自動測定装置 日立アロカメディカル㈱　JDC-5300 20110920
うつくしまふくしま未来支援センター γ線用可搬型モニタリングポスト 日立アロカメディカル㈱　MAR-1561U 20111201
うつくしまふくしま未来支援センター 有機元素分析装置　一式 Thermo Fisher Scientific FLASH2000NC 20120727
うつくしまふくしま未来支援センター 据置型ゲルマニウム半導体検出装置　一式 キャンベラジャパン㈱　GC3020 20120730
うつくしまふくしま未来支援センター 全有機体炭素計　一式 ㈱島津製作所　TOC-L CPH 20120730
うつくしまふくしま未来支援センター ゲルマニウム半導体検出器　一式 BSI社製　GWD-2022-LB　他 20140328
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