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仕様書（入札番号１） 

 

１ 機器名 

 K 値測定装置 

 

２ 数量 

  一式  

 

３ 要求仕様 

  以下の要求仕様を満たすこと。 

項目 要求仕様 備考 

１ 本体 食品中の有機酸分析が可能な液体クロマトグラフィーシ

ステム 

 

2 分析方法 BTB 法またはポストカラム pH 緩衝化-電気伝導度検出

法による 

 

3 分離方法 イオン排除モードの液体クロマトグラフィーによる  

 ポンプ 脈動のない安定した送液のため、2 連プランジャ往復ポ

ンプ方式 シリーズ接続脈流除去方式 または、並列ダ

ブルプランジャ方式 

2 台 

  ポンプ単体操作が可能なこと  

  流量の設定が 0.001～9.99ml/min の範囲で可能なこと  

  流量正確さが±1.0%以下または±2.0uL/min 以下を満た

すこと 

 

  流量精密さが SD0.02min または RSD0.075%を満たす

こと。 

 

  プランジャ洗浄機構を標準で有すること  

  最大許容圧力が 40MPa であること  

 デガッサー 3 流路以上の脱気が可能なこと  

 オートサンプラ ダイレクトインジェクションまたは全量試料注入,注入

量可変方式であること。 

 

  注入量再現性が 0.3%RSD 以下（10μl 注入時）であるこ

と。 

 

  キャリーオーバーが 0.003%以下であること。  

  試料のセット数は 1.5mL バイアル瓶が 100 本以上設置

可能なこと。 

 

  温度制御範囲が４～35℃で設定可能なこと  

 カラムオーブン 温度設定範囲が最低は室温-10℃、最高は 85℃の範囲で

設定できること 
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  30 ㎝カラム収納のほか、ポストカラム反応もオーブン

内で可能であること 

 

 検出器 フローセルの恒温機能が可能なこと  

  BTB 法の場合は UV-VIS 検出器、ポストカラム pH 緩

衝化-電気伝導度検出法の場合は電気伝導度検出器であ

ること 

 

 制御装置、PC OS は windows１０であること 

オフィス搭載 

 

２ 付属品   

 カラム イオン排除モードの有機酸分析用カラムを 2 本直列のこ

と 

 

ガードカラム 上記用のガードカラムを 1 本付していること  

３ 設置場所 オホーツク圏地域食品加工技術センタ－  

４ 引渡条件 

 

・検査完了後、少なくとも１年間の無償補修期間を有す

ること。 

・取扱説明書（日本語）を１部以上添付のこと。 

・内容、校正等を確認の上、代表的サンプル数種につい

て検査し、合格を認めた上で引き渡しを行う 

 

 

４ 例示品 

  上記の仕様を満たすものとして、次の２製品を例示する。 

  なお、別紙「要求仕様適合確認表」及びカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求

仕様を満たすことを確認できる書類を提出し、要求仕様を満たすことを証明してください。 

  ただし、例示品については、これらの提出は不要とします。 

 

（１） 本体 

ア 日立 Chromastar BTB 法分析システム 

・5110 ポンプ 2 台 

・低圧グラジエントユニット 

・6 連脱気装置 

・5260 サンプラ(冷却付) 

・5310 オーブン 

・UV-VIS 検出器 

・インターフェースコントロールボード 

・オーガナイザ 

・ソフトウェア ChromAssist 

・制御用 PC（Office 搭載） 
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    イ 島津高速液体クロマトグラフ Nexera 有機酸分析システム 

・LC-40D 送液ユニット 2 台 

・システムコントローラー CBM-40 

・リザーバートレイ 

・DGU-403 脱気ユニット 

・SIL-40C オートサンプラ 

・CTO-20A オーブン 

・電気伝導度検出器 CDD-10AVP 

・Lab solution ソフトウェアパッケージ single LC 

・制御用 PC（Office 搭載） 

 

（２） 付属品 

・分析カラム（有機酸分析用カラムおよびガードカラム) 

・説明書 
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仕様書（入札番号２） 

 

１ 機器名 

  蛋白質迅速定量装置 

 

２ 数量 

  一式  

 

３ 要求仕様 

  以下の要求仕様を満たすこと。 

項目 要求仕様 備考 

１ 本体 蒸留滴定装置、分解装置にて構成されること  

 電源 蒸留部は２３０V、分解部は２００または１００V  

 寸法 蒸留部は 480×580×690 ㎜ 

分解部は 300×500×697 ㎜ 

 

 分析法 公定法である比色滴定法によること。  

 検出器 高感度で検出可能なデジタル検出機を搭載のこと。  

 安全性 蒸留部は安全開閉式安全ドア、チューブ脱着センサーを

有し事故防止機能のあること。 

 

  蒸留開始時に急激な反応を低減し、突沸反応を抑制する

安全機能を有すること。 

 

  残液排出が自動で、測定終了後の排液移し替えが不要な

こと。 

 

  分解部は排気システムを有すること。  

 操作性 タッチパネル、日本語対応ソフトウェア搭載のこと。  

  蒸留部は自動で蒸留から滴定までできること。  

  滴定ビュレットへの気泡混入を低減するため硫酸タンク

の下部から滴定ビュレットへ補充できること。 

 

  蒸留部は 1サンプルあたりの分析が 5分以内であるこ

と。 

 

  分解部は 440℃まで昇温可能であること。  

  分解部はチューブが 20本設置可能であること。  

２ 付属品   

 説明書 日本語の取扱説明書の添付があること  

 昇圧トランス  

 ガス中和廃棄装置  

 分解装置用廃棄マニホールド  

３ 設置場所 オホーツク圏地域食品加工技術センタ－  
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４ 引き渡し条件 ・検査完了後、少なくとも１年間の無償補修期間を有す

ること。 

・取扱説明書（日本語）を１部以上添付のこと。 

・内容等を確認の上、動作確認を検査し、合格を認めた

上で引き渡しを行う 

 

 

４ 例示品 

  上記の仕様を満たすものとして、次の製品を例示する。 

  なお、別紙「要求仕様適合確認表」及びカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求

仕様を満たすことを確認できる書類を提出し、要求仕様を満たすことを証明してください。 

  ただし、例示品については、これらの提出は不要とします。 

 

（１） 本体  

FOSS ケルテックオート 8400 および分解装置 DT220 

（２） 付属品 

取り扱い説明書 

昇圧トランス 

廃棄装置およびマニホールド 

試薬タンク 
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仕様書（入札番号３） 

１ 機器名 

  急速凍結装置 

 

２ 数量 

  一式  

 

３ 要求仕様 

  以下の要求仕様を満たすこと。 

項目 要求仕様 備考 

１ 本体   

 電源 三相 200V  

 寸法 据え置き一体型  

  W850D1175H1772  

 冷却方式 3D方式  

 庫内温度 ±0℃～-35℃  

 庫内構造 ダクトレス、水洗い可能であること。  

 トレー段数 標準 8段  

２ 付属品   

 説明書 日本語の取扱説明書の添付があること  

標準トレー   

３ 設置場所 オホーツク圏地域食品加工技術センタ－  

４ 引き渡し条件 ・検査完了後、少なくとも１年間の無償補修期間を有す

ること。 

・取扱説明書（日本語）を１部以上添付のこと。 

・内容等を確認の上、動作確認を検査し、合格を認めた

上で引き渡しを行う 

 

 

４ 例示品 

  上記の仕様を満たすものとして、次の製品を例示する。 

  なお、別紙「要求仕様適合確認表」及びカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求

仕様を満たすことを確認できる書類を提出し、要求仕様を満たすことを証明してください。 

  ただし、例示品については、これらの提出は不要とします。 

（１） 本体 

古賀産業 KQF-8A-300BT 

（２） 付属品 

取り扱い説明書 

トレー 
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仕様書（入札番号４） 

 

１ 機器名 

  ガスクロマトグラフ 2 

 

２ 数量 

  一式 

 

３ 要求仕様 

  以下の要求仕様を満たすこと。 

項目 要求仕様 備考 

１ 本体   

 外寸法・質量 幅 450mm×高さ 700mm×奥行 650mm以内 

50kg以内 

 

所要電源 AC100V、1,800VA、50/60Hz  

カラムオーブン

温度範囲 

室温+10～400℃  

カラムオーブン

寸法等 

幅 250mm×高さ 350mm×奥行 150mm以上 

内容積 15L以上 

 

注入ユニット デュアルパックド注入ユニット  

検出器 FID（水素炎イオン化検出器） 

TCD（熱伝導度検出器） 

 

電源 AC100V  

２ 付属品   

 サンプリング装

置 

本体専用のオートインジェクタ  

データ処理装置 専用の制御・解析ソフトウェア  

ワークステーシ

ョン(PC) 

ソフトウェアの動作保証を満足する専用デスクトップ型

PC 

 

プリンター カラーインクジェットプリンター  

その他、取付工

具等 

専用工具キット、ガス配管用器具・装置、エアコンプレ

ッサー等 

 

３ 設置場所 北海道立十勝圏地域食品加工技術センター 

化学実験室 

 

４ 引渡条件 ・ 検査完了後、少なくとも 1年間の無償補修期間を有

すること。 

・ 取扱説明書（日本語）を 1部以上添付のこと。 
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・ 設置場所に設置の後、試運転を行い動作確認の上、

引き渡すこと。 

 

４ 例示品 

  上記の仕様を満たすものとして、次の製品を例示する。 

  なお、別紙「要求仕様適合確認表」及びカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求

仕様を満たすことを確認できる書類を提出し、要求仕様を満たすことを証明してください。 

  ただし、例示品については、これらの提出は不要とします。 

 

(1) 本体 

ガスクロマトグラフ GC-2014ATF 島津製作所 

(2) オートインジェクタ 

AOC-20i 

(3) データ処理装置（ソフトウェア） 

統合ワークステーション LabSolutions 

 


