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放射線管理用品

₂₄︲₁ RIサンダル　₀．₂₅万円（税抜）　₁₀日 ㈱アトックス
材質： 皮部分＝基布（ポリエステル65％、レーヨン35%）、

表面層（ウレタン100％）
サイズ：S（イエローのみ）、M、L、LL
色：イエロー、ブルー、グリーン
特徴：① ズボンの裾を汚染させないように従来より踵を高く

してある
　　　②数種類の色があり、部屋別等で区別し管理できる

₂₄︲₁ RI実験衣　₀．₄₅万円（税抜）　₁₀日 ㈱アトックス

₂₆︲₁ 放射線測定サービス ㈱アトックス

₂₆︲₁ RI施設保守管理サービス ㈱アトックス

₂₆︲₂ RI施設コンサルタント ㈱アトックス

材質：ポリエステル65%、綿35%
　　　（はっ水加工）
サイズ：男性用　M、L、LL、LLL
　　　　女性用　S、M、L、LL
色：イエロー
特徴：①マジックテープ名札付き
　　　②袖部分がマジックテープで調整可能

業務内容：
　1.表面汚染密度測定
　2.線量当量率測定
　3.空気中放射性物質濃度測定
　4.排水中放射性物質濃度測定
　5.X線漏洩線量当量測定

特徴：
　 作業環境測定機関として、経験豊富な優秀な技術者が、作
業環境測定法、放射線障害防止法、医療法等に基づくあら
ゆる種類の放射線測定サービスを行っています

業務内容：
　1.管理区域内清掃作業
　2.排水・排気設備保守点検作業
　3.施設点検作業
　4.測定器点検・校正作業
　5.フィルタ交換作業
　6.放射性廃棄物処理作業（有機廃液焼却、動物乾燥）
　7.動物飼育

特徴：
　 豊富な経験を持った優秀な技術者を揃えており、RI取扱施
設、核燃料取扱施設、加速器・放射光施設、放射線照射施
設等であらゆる保守管理サービスを行っています

業務内容：
　1.RI施設の設計、設備の施工コンサルティング
　2.許可申請書、変更申請書等の作成
　3.遮蔽能力計算、排水・排気処理能力計算書の作成
特徴：
　 経験豊富で優秀な技術者がRI施設の設計、申請等のあらゆ
る種類のコンサルティングを行っています

₂₃︲₁ RI耐火性鉛貯蔵箱　SK⊖₉₂₈
SK⊖₉₂₉ 　別途見積　₆₅日 産業科学㈱

SK‒928 SK‒929
耐 火 性 能 2時間耐火
鉛 厚 さ 30mm 30mm
容 積 52L 234L
有効棚板寸法 374（W）×320（H）（mm） 540（W）×420（H）（mm）
内 形 寸 法 376（W）×297（H）×468（D）（mm） 545（W）×422（H）×1,020（D）（mm）
外 形 寸 法 606（W）×556（H）×788（D）（mm） 775（W）×683（H）×1,340（D）（mm）
重 量 510kg 1,290kg
＊　鉛貯蔵庫はご仕様に合わせた特別製作もしております

₂₃︲₁ 特殊鉛貯蔵箱　SK⊖₉₂₆　別途見積　₆₀日 産業科学㈱

3段17ブロックからなる特殊鉛貯蔵庫
最下段ではミルキング操作もできる
外形寸法：2,119（W）×1,349（H）×480（D）（mm）
内形寸法：①300（W）×285（H）×237（D）（mm）
　　　　　②300（W）×285（H）×237（D）（mm）
　　　　　③360（W）×320（H）×396（D）（mm）
鉛厚：20mm、40mm、50mm
重量：7,000kg
その他：用途に応じて設計製作します

₂₄︲₁ RIサンダル　SK⊖₃₅₁　₀．₃万円　₁₀日 産業科学㈱

₂₅︲₁ XSカードによる出入管理システム　SK⊖₇₅₆B　別途見積　₁₂₀日 産業科学㈱

サイズ：S、M、L、2L

・カードとリーダが非接触でデータ交換をするシステムです
　いちいちカードを取り出し、操作する手間が省けます
・カードが約40cm（大型アンテナ時は約70cm）リーダに近づけば、
誘導無線エネルギーを受け、データを瞬時送信し、出入管理装
置がこれを照合、開閉を制御する仕組みです

・10億種ものカードが作れる豊富なデータ容量
　休日設定や不正防止も容易です
・電池レスで、メンテナンスもフリー
　電池交換の手間や経費が大幅に節減できます
・IDカード・電子ドアキー・駐車場管理・生産管理への応用など、
発展性も秘めています

・人体に対し、全く無害で、安全な微弱電磁波を使用しています

制御電気錠 通電時解錠型、通電時施錠型

外部への
接点出力

1.開扉警報
2.未登録カード照合
3.登録カード照合

標準管理人員
カード登録枚数

1ゲート　最大1,999名
有効カード登録　1,999枚

管理ゲート 1ゲート
基本機能 タイムコントロール機能

₂₄︲₁ タイベックスーツ　SK⊖₂₂₃A、₂₂₃B、₂₂₃C　₀．₂万円　₃₀日 産業科学㈱
ディスポーザブル作業衣
　種類：カバーオールタイプ（SK‒223A）
　　　　セパレーツタイプ・チャック付（SK‒223B）
　　　　セパレーツタイプ・チャックなし（SK‒223C）
　サイズ：M、L、LL、XL

₁₈︲₃ CRL社製マニピュレータ　別途見積　₆ヵ月〜 ㈱アトックス
米国CRL社

製品名（代表的なもの）：
　鉄セル、鉛セル用コンパクトマニピュレータ
　　通常型　　　　　……モデルG、G‒LD
　　天井越設置型　　……モデル7
　コンクリートセル用マニピュレータ
　　標準タイプ　　　……モデル8
　　重量型　　　　　……モデル8‒HD
　気密型マニピュレータ
　　標準型　　　　　……モデルR

　　コンパクトタイプ……モデルL
特徴： CRL社製マスタースレーブマニピュレータは世界で最

も広く使用され、その信頼性は定評があります
　　　 用途に応じ多種多様、合計16種類のモデルを用意して

いるのも特徴のひとつです
　　　 コンパクトモデルから重量型、気密型に至るまで全て

のマニピュレータが揃っています
　　　 また、その部品の多くが共通であり、保守作業上の利

点があります

₁₈︲₄ ダブルドアトランスファーシステム　別途見積　₆ヵ月 ㈱アトックス
米国CRL社

特徴： CRL社製ダブルドアトランスファーシステムは、ホッ
トセル等の汚染された領域から放射性物質等の試料を
移送する目的で使用され、容器またはセルの気密雰囲
気を破ることなく繰り返し、すばやく移送作業を行う
ことができます

構成： セルフランジ、キャニスターフランジ、セルポート、
キャニスターカバー、キャニスター

材質：ステンレススチール
標準サイズ：105、190、270、350（mm）

₁₈︲₄ 耐放射線カメラ　別途見積 ㈱アトックス
英国Centronic社

商品名： セントロニック社製耐放射線カメラ
撮像素子： 2/3″　カルニコン管
集積線量： 2×106Gy（2×108rads）以上
線量率： 104Gy/hr（106rads/hr）以上
　　　　 防塵防水保護等級；IP50からIP68まで用途に応じて

対応可能
特徴： UKAEA（英国原子力公社）の映像技術部門から派生、

民営化されて以来多くの原子力施設等に導入されてい
るCentronic社（旧Raditec社）の耐放射線カメラで

す
　　　 標準品のほかご使用条件に合わ

せた特注仕様のカメラの製作も
承っておりますのでご相談くだ
さい

₂₀︲₃ 遮へい容器　随時見積　₁ヵ月〜 ㈱アトックス
商品名：遮へい容器
用　途：PET廃棄物の一時保管・PET用放射性薬剤等の運搬
型　番：AX‒SLD　（10～50）
仕上げ：ステンレスポリッシュ仕上げ
遮へい：鉛厚10～50mm（外容器）・2～50mm（内容器）
その他： お客様のご希望により、様々な仕様のものを設計製作し

ます
特徴： ボールベアリングを採用することにより、重い遮蔽蓋がワ

ンタッチで開閉できます
　　　 内容器には、日毎の放射性廃棄物を廃棄物保管場所まで運

ぶ遮蔽バケツ（鉛厚：2mm）と、PET用放射性薬剤運搬用
遮蔽ブロックの何れかを選択することができます

　　　 内容器を交換することで、処置室に
おける放射性廃棄物の一時保管容器、
或いはPET用放射性薬剤の運搬容器
として使用することができます

　　　 簡易型（写真）は、小型台車に固定
されており、そのまま運搬すること
ができます

　　　また、机上組立型も設計製作します
　　　 内外ともステンレスポリッシュ仕上

げとなっていますので、除染・洗浄
が容易です

₂₄︲₁ 多機能除染用ワイパー　別途見積　₁₀日 ㈱アトックス

品　　名 サ　イ　ズ 備　　　考
DK‒1 30cm×34cm、1,000枚／ケース
DK‒1M 34cm×60cm、400枚／ケース
DK‒1シート 82cm×30m、6本／ケース 片面にポリエチレンをラミネート

特徴：① 素材がコットンでノーバインダー加
工

　　　②優れた吸水性と保水性を発揮
　　　③不純物がなく焼却廃棄が容易
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₂₃︲₁ 鉛貯蔵箱　DA⊖₈₀₂　₅₀万円（税抜）　₁ヵ月 大和アトミックエンジニアリング㈱

₂₄︲₁ 縦型ポリエチレン濾紙BOX　DA⊖₈₁₅B　₆．₈万円（税抜）　₁ヵ月 大和アトミックエンジニアリング㈱

₂₃︲₁ RI耐火冷蔵庫　DA⊖₈₀₀　別途見積　₃ヵ月 大和アトミックエンジニアリング㈱

外形寸法：400（W）×400（H）×400（D）（mm）
鉛厚：10mm
特長： 取出し、格納が簡単軽快で短時間に操作できるので、

放射線の被ばくが少ない
その他：仕様に応じて製作します

材質：アクリル製
サイズ：φ150（底部φ300）×970（mm）
特長：・透明なので、残量が分かる
　　　・持ち運びできるため、設置場所を問わない
　　　・省スペースである
　　　・厚手・薄手どちらにも対応する

温度範囲：常温～-20℃（自動霜取装置付）
外形寸法：714（W）×1,405（H）×738（D）（mm）
内径寸法：390（W）×789（H）×340（D）（mm）
鉛厚：20mm
電源：AC 100V
施錠：カンヌキとシリンダ錠
耐火性能：1～2時間耐火

₂₄︲₁ ポリエチレン濾紙　DA⊖₈₅₀　₁．₂万円（税抜）　₄日 大和アトミックエンジニアリング㈱
材質：濾紙表面にポリエチレンシートをラミネート
種類：クレープ状（厚手）
　　　フラット状（薄手）
寸法：81.3cm×33m巻
その他：各種ご相談に応じます

₂₄︲₁ ポリエチレン袋　DA⊖₈₀₅　₁万円（税抜）　₁₀日 大和アトミックエンジニアリング㈱
材質：ポリエチレン
サイズ：0.1×600×800（mm）
枚数：100枚
用途：廃棄物ドラム缶50L用
その他：サイズについては、特注も可能です

₂₄︲₁ タイベック・スーツ　DA⊖₈₇₂〜₈₈₀　₀．₁〜₁．₃万円（税抜）　₇日 大和アトミックエンジニアリング㈱

₂₄︲₁ RIスリッパ　DA⊖₈₈₇　₀．₁₇万円（税抜） 大和アトミックエンジニアリング㈱

材質：高密度100％ポリエチレン繊維
性能：①3μm以上の粒子は、100％
　　　　0.5～3μmの粒子は、99.9％遮蔽効果
　　　② 繊維同士の熱圧着したものなので、リント屑が発生

しにくい　クラス1000相当
　　　③温度に対して、-73～＋79℃で安定
　　　④非常に軽い
　　　⑤ポリエチレンなので、耐水性が良い
　　　⑥耐薬品性に優れている

種類：つなぎタイプ、実験衣タイプ
その他：靴カバー、帽子など

サイズ：S、M、L、LL
特長：塩化ビニール製（黄色）、RIマーク付

₂₄︲₁ RIサンダル　DA⊖₈₈₈　₀．₃₄万円（税抜） 大和アトミックエンジニアリング㈱

₂₆︲₁＊ RI施設の保守管理　DA⊖₄₀₁　別途見積 大和アトミックエンジニアリング㈱

サイズ：S、M、L、LL
特長：塩化ビニール製、RIマーク付
　　　数色の種類が有り、部屋別で使い分けができる

業務内容
　1.作業環境測定（作業環境測定機関　登録番号13‒58）
　2.管理区域内床面等放射能除染
　3.排気及び排水系設備機器保守点検作業
　4.排気系、給気系フィルタ交換
　5.排水設備槽内点検作業
　6.放射性廃棄物処理作業（動物、液シン廃液）
　7.放射性廃棄物詰替作業
　8.放射線監視モニタの保守作業

放射線利用施設におけるあらゆる項目について、定期・不定
期の管理サービスを行うことができる

₂₄︲₁ RI実験衣　DA⊖₈₈₁　₀．₇万円（税抜）　₂週間 大和アトミックエンジニアリング㈱
材質：綿65％、ポリエステル35％
サイズ：S、M、L、LL
特長： RI使用室専用として、黄色地でRIマークを胸部に表

示してある
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₂₄︲₁ タイベック・スーツ　DA⊖₈₇₂〜₈₈₀　₀．₁〜₁．₃万円（税抜）　₇日 大和アトミックエンジニアリング㈱

₂₄︲₁ RIスリッパ　DA⊖₈₈₇　₀．₁₇万円（税抜） 大和アトミックエンジニアリング㈱

材質：高密度100％ポリエチレン繊維
性能：①3μm以上の粒子は、100％
　　　　0.5～3μmの粒子は、99.9％遮蔽効果
　　　② 繊維同士の熱圧着したものなので、リント屑が発生

しにくい　クラス1000相当
　　　③温度に対して、-73～＋79℃で安定
　　　④非常に軽い
　　　⑤ポリエチレンなので、耐水性が良い
　　　⑥耐薬品性に優れている

種類：つなぎタイプ、実験衣タイプ
その他：靴カバー、帽子など

サイズ：S、M、L、LL
特長：塩化ビニール製（黄色）、RIマーク付

₂₄︲₁ RIサンダル　DA⊖₈₈₈　₀．₃₄万円（税抜） 大和アトミックエンジニアリング㈱

₂₆︲₁＊ RI施設の保守管理　DA⊖₄₀₁　別途見積 大和アトミックエンジニアリング㈱

サイズ：S、M、L、LL
特長：塩化ビニール製、RIマーク付
　　　数色の種類が有り、部屋別で使い分けができる

業務内容
　1.作業環境測定（作業環境測定機関　登録番号13‒58）
　2.管理区域内床面等放射能除染
　3.排気及び排水系設備機器保守点検作業
　4.排気系、給気系フィルタ交換
　5.排水設備槽内点検作業
　6.放射性廃棄物処理作業（動物、液シン廃液）
　7.放射性廃棄物詰替作業
　8.放射線監視モニタの保守作業

放射線利用施設におけるあらゆる項目について、定期・不定
期の管理サービスを行うことができる

₂₄︲₁ RI実験衣　DA⊖₈₈₁　₀．₇万円（税抜）　₂週間 大和アトミックエンジニアリング㈱
材質：綿65％、ポリエステル35％
サイズ：S、M、L、LL
特長： RI使用室専用として、黄色地でRIマークを胸部に表

示してある

₂₄︲₁ 綿手袋　TH⊖A₀₆₀₁₀₀₂〜A₀₆₀₁₀₀₄　₀．₂万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：綿糸
寸法：LL（A0601002）、L（A0601003）、M（A0601004）
数量：12双／袋
特長： チオックスゴム手袋の内側に使用し、汗による作業性

の低下、不快感を防ぐ

₂₄︲₁ チオックス手袋　TH⊖A₀₆₀₂₀₀₄〜A₀₆₀₂₀₀₆　₀．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：天然ゴム
数量：12双／1箱
寸法：7.5″、8.0″、8.5″
特長： 放射性物質取扱用ゴム手袋のJIS規格品で、手指に特

殊なスベリ止め加工をほどこしてあり、濡れたビーカ
等の取扱いにも安全

　　　 また、厳重なピンホール検査などの品質試験により、
RIの取扱いが安心してできる

₂₄︲₁ 管理区域用スリッパ　TH⊖B₀₅₀₅₀₀₁〜B₀₅₀₅₀₀₂　₀．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
寸法：TH‒B0505002　約27～28㎝
　　　TH‒B0502001　約26㎝
特長：黄色ビニール製で、抗菌加工がしてあります

₂₄︲₁ RI作業靴　TH⊖B₀₄₀₅₀₉₀〜B₀₄₀₆₀₀₃　₁万円（サイズにより別途見積）　₁₀日 ㈱千代田テクノル

RI使用施設内での着用を目的としたビニール製（黄色）
安全靴
汚染除去しやすく、脱着も容易
爪先には、JIS規格の鋼芯を入れて、足指の安全性を高めて
いる
RIマーク付
寸法： 23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、

27.5、28.0、28.5、29.0（cm）

₂₄︲₁ RI作業実験衣　TH⊖A₀₅₀₁₀₀₁〜A₀₅₀₂₀₀₇　₀．₅〜₀．₆万円　別途打合 ㈱千代田テクノル
材質：綿35％、ポリエステル65％
寸法：男性用　LL、L、M、S
　　　女性用　L、M、S
特長： RI使用室や管理区域用として使用し、淡黄色地又は白

地で、胸部にRIマークを表示している
◎ 淡黄色地実験衣では、サイズ別に襟に色を付けた襟色付RI
実験衣もある
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₂₄︲₁ 綿手袋　TH⊖A₀₆₀₁₀₀₂〜A₀₆₀₁₀₀₄　₀．₂万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：綿糸
寸法：LL（A0601002）、L（A0601003）、M（A0601004）
数量：12双／袋
特長： チオックスゴム手袋の内側に使用し、汗による作業性

の低下、不快感を防ぐ

₂₄︲₁ チオックス手袋　TH⊖A₀₆₀₂₀₀₄〜A₀₆₀₂₀₀₆　₀．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：天然ゴム
数量：12双／1箱
寸法：7.5″、8.0″、8.5″
特長： 放射性物質取扱用ゴム手袋のJIS規格品で、手指に特

殊なスベリ止め加工をほどこしてあり、濡れたビーカ
等の取扱いにも安全

　　　 また、厳重なピンホール検査などの品質試験により、
RIの取扱いが安心してできる

₂₄︲₁ 管理区域用スリッパ　TH⊖B₀₅₀₅₀₀₁〜B₀₅₀₅₀₀₂　₀．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
寸法：TH‒B0505002　約27～28㎝
　　　TH‒B0502001　約26㎝
特長：黄色ビニール製で、抗菌加工がしてあります

₂₄︲₁ RI作業靴　TH⊖B₀₄₀₅₀₉₀〜B₀₄₀₆₀₀₃　₁万円（サイズにより別途見積）　₁₀日 ㈱千代田テクノル

RI使用施設内での着用を目的としたビニール製（黄色）
安全靴
汚染除去しやすく、脱着も容易
爪先には、JIS規格の鋼芯を入れて、足指の安全性を高めて
いる
RIマーク付
寸法： 23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、

27.5、28.0、28.5、29.0（cm）

₂₄︲₁ RI作業実験衣　TH⊖A₀₅₀₁₀₀₁〜A₀₅₀₂₀₀₇　₀．₅〜₀．₆万円　別途打合 ㈱千代田テクノル
材質：綿35％、ポリエステル65％
寸法：男性用　LL、L、M、S
　　　女性用　L、M、S
特長： RI使用室や管理区域用として使用し、淡黄色地又は白

地で、胸部にRIマークを表示している
◎ 淡黄色地実験衣では、サイズ別に襟に色を付けた襟色付RI
実験衣もある

₂₄⊖₁ タングステン機能紙　FS⊖W₁M
FS⊖W₁₀M　₃．₂₅万円

₃₂．₅万円 　約₁ヵ月 ㈱千代田テクノル
仕様：製品幅　680mm
　　　製品長　1m及び10m
　　　絶乾秤量　700g/m2

　　　厚み　300μm
　　　タングステン含有率　80wt％
特長： 融点が高く、非常に硬い金属として知られるタングス

テンを紙に高密度で充填した機能紙です
　　　 加工性が容易なことから医療現場における壁材や遮蔽

カーテン、梱包材など様々なアプリケーションへの応

用が可能です
　　　 京都大学の協力により遮蔽性能評価が実証されていま

す
　　　 鉛フリーのため、安全

で環境に優しい商品で
す

₂₄︲₁ エステクトシート　₀．₇〜₂．₅万円　別途打合 ㈱千代田テクノル

₂₄︲₁ セルボンテープ　TH⊖E₀₈₀₆₀₀₁　₀．₄万円
TH⊖E₀₈₀₆₀₀₂　₀．₆万円 　₁₀日 ㈱千代田テクノル

材質：エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂（EVA）
仕様： 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m）
 0.1 1,800 50
 0.2 1,800 50
 0.3 1,800 50
 0.1 1,350 50
 0.2 1,350 50
 0.3 1,350 50

特長： 放射能汚染防止用シートとして開発したもので、滑り
にくく強靱なものになっており、焼却しても塩素ガス
などの有害なガスは発生しない

材質：ポリプロピレン
仕様： 型式 寸法 数量
 TH‒E0806001 24（W）mm×35m巻 5巻入
 TH‒E0806002 50（W）mm×50m巻 3巻入
特長： 黄色地のポリプロピレンテープに核種名記入枠（TH‒

E0806001のみ）、放射能マークを印刷したもので、取
扱器具、汚染箇所等に貼って使用する

₂₄︲₁ ポリエチレンろ紙　TH⊖E₀₈₀₄₀₀₁　A型
TH⊖E₀₈₀₄₀₀₃　B型　₁．₁万円

₁．₈万円　TH⊖E₀₈₀₄₀₀₈　角切り　₁万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：ろ紙、ポリエチレン
　　　 特殊シート状ろ紙の片面に、ポリエチレンをラミネー

トしている
　　　 ろ紙の形状は、クレープタイプとフラットタイプがあ

る
仕様： 型 ろ紙 幅（mm） 長さ（m）
 A型 クレープ 813 33
 B型 フラット 650 50
 角切り ̶̶ 400 500

₂₄︲₂ ガンマ線インジケータ　TH⊖M₀₁₀₄₀₀₁　₁．₅万円
TH⊖M₀₁₀₄₀₀₃　₂．₂万円 　₁₀日

別途打合 ㈱千代田テクノル
γ（β）線の照射を変色で確認できるラベルシート
γ線インジケータは、感度によって使い分けられるよう2種
類用意しています
TH‒M0104001 ガンマ線インジケータ2.01
　 10kGy以上の照射でラベルシールの色が黄から赤に変わり
ます

TH‒M0104003 ガンマ線インジケータ3.3.01
　 6～10kGyの照射でラベルシールの色が緑から紫に変わり
ます

主な用途：以下の放射線照射確認
　・医療製品の滅菌
　・梱包物の滅菌
　・食料品の保存状況の改善
　・香辛料の汚染除去
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₂₄︲₁ 原子力施設機器用テープ付極薄養生ポリシート　アララシート　AS、NBS　₂．₄〜₄万円　₁₀日 ㈱日本環境調査研究所
用途：床面・壁面・機器の養生作業が簡単にできます
粘着力の強いテープ付なので作業性は抜群です
材質：高密度ポリエチレン
厚さ：0.018mm
シート幅：550～2,100mm
シート長さ：25、30m
製品サイズ：100、300mm、φ80mm
その他：床用養生シートASFタイプもあります
内容量：10～30本／ケース

₂₄︲₁ 放射線管理区域専用RIスリッパ　₀．₁₉₅万円　即納 ㈱日本環境調査研究所
特長：抗菌加工済みのビニールレザー素材を採用
　　　 裾の引き摺りを防止するため、かかと部分には通常よ

り厚めの3.5cmの程度の高さを持たせました
　　　 ソールは生ゴム入りのEVA素材を採用
　　　床面を傷つけず、滑りづらいタイプのソールです
カラー：黄色
適応サイズ：M サイズ　24.4cmまで
　　　　　　L サイズ　25.5cmまで
　　　　　　 LL サイズ　27.5cmまで

※ 適応サイズは、つま先
0.5cm、かかと0.5cm程度
の余裕を持たせて表示して
います

₂₄︲₁ 原子力用塗膜剥離型除染材　アララSD（旧：アララデコン）　₈．₇万円　₁₀日 ㈱日本環境調査研究所

₂₃︲₁ 耐火性鉛貯蔵箱　別途見積　別途問合 ㈱日本環境調査研究所

用途： 放射性物質で汚染された床面・壁面・機器・コンクリ
ート及び各種塗装面の何れにも塗布･乾燥し、剥離す
ることができます

タイプ：一液型水系塗材
外観：黄色粘稠液体
密度：1.04～1.11（25℃）
乾燥時間：指触 4時間以内、剥離可能 10～18時間
廃棄：可燃物として処理可能
容量：16㎏／缶

容器：ポリペール缶
その他： 原子力一次系機器への

適用可能
　　　　 電力10社との共同研究

品

▼共通仕様
耐火性能：2時間耐火相当（JIS S 1037:1998）
外形寸法：606（W）×556（D）×788（H）（mm）
有効内寸法：372（W）×295（D）×468（H）（mm）
有効内容積：約51.4L
施錠機能：リバーシブル錠、3本キー仕様
　　　　　※本貯蔵箱は防盗目的ではご使用頂けません
棚板（2枚）：372（W）×290（D）（mm）、耐荷重：約40（kg/枚）

▼総重量
遮蔽性能10mmタイプ：約280kg
遮蔽性能20mmタイプ：約390kg
遮蔽性能30mmタイプ：約510kg

₂₂⊖₂＊ 放射性粉じん・ヨウ素ガス対策用
緊急時陽圧浄化ユニット 　特注品　別途見積　₃〜₄ヵ月 ㈱日本環境調査研究所
原子力災害対策強化対象施設（原子力防災対策センター（オ
フサイトセンター）や公民館、医療施設等の一時避難所）に
対し、緊急時陽圧浄化ユニット（フィルタリング装置）の設
置が行われています
対策エリア容積や収容人数に応じて機器ラインナップ（排気
風量：2,000m3/h、5,000m3/h、10,000m3/h等）の選択が容
易で、改修工事を中心に限られた設置スペースへのご採用を
頂いております
放射性ヨウ素対策用フィルタには、原子力発電施設のシビア

アクシデント対策用アララベンチに
も導入されている「放射性ヨウ素用
活性炭素繊維フィルタ」を搭載し、
大風量かつ高い浄化性能、軽量で搭
載数も少なく、交換、設置等ハンド
リングも簡単です

₂₉ PET検診施設総合コンサルティング ㈱日本環境調査研究所

₂₉ RI取扱施設　総合コンサルタント ㈱日本環境調査研究所

「基本構想～管理」までをトータル的にサポートします
【ご提供するコンサルティングメニュー】
＜基本構想、基本計画＞
　・使用核種・数量検討
　・設備（遮蔽、排気、排水）能力計算
＜放射線施設設計施工＞
　・施設､ 設備レイアウト設計
　・各種官庁申請手続き
　・放射線モニタリングシステム施工

　・RI排水処理設備施工
　・放射線測定装置､ 什器等販売設置
＜運用、管理＞
　・作業環境測定業務
　・放射線管理業務
　・各種設備保守点検・維持管理業務

施設の新設から廃止までお役に立ちます

1.設備能力計算
　 関係法令に基づく、設備能力計算（遮蔽・排気・排水）の
助勢を行います

2.RI施設設計及びレイアウト調整
　設備、機器のレイアウト一式を行います
3.使用許可申請、承認申請
　関係法令に基づく使用許可・承認申請の助勢を行います

4.RI施設変更に関する諸手続
　施設変更に伴う諸手続、書類作成の助勢を行います
5.防護除染用消耗資材の販売
　 弊社オリジナル製品「アララシリーズ」を始めとする、消
耗資材の販売を行います

6.RI施設廃止に関する諸手続
　 施設廃止に伴う除染、廃棄物整理及び諸手続、書類作成の
助勢を行います

₂₆︲₁ 放射線モニタリング　作業環境測定機関（登録番号₁₁⊖₄） ㈱日本環境調査研究所
放射線障害防止法、作業環境測定法、医療法その他関係法令
に基づく放射能測定を実施します
1.放射線障害防止法に基づく測定
　・放射性表面汚染密度測定
　・排水中放射性物質濃度測定
　・漏洩線量率測定
2.作業環境測定法に基づく測定
　・空気中放射性物質濃度測定
　・線量率測定

3.個人被ばくモニタリング

○作業環境測定機関登録11‒4
　昭和52年3月10日登録

₂₉＊ RI取扱施設　保守・管理 ㈱日本環境調査研究所

1.給排気設備保守・管理
　・排気ファンモーター･ベルト点検
　・排気フィルタ差圧確認
　・給排気フィルタ点検交換
2.排水設備保守・管理
　・排水貯留槽内清掃点検
　・排水貯留槽内防水補修
　・移送、排水用ポンプ点検補修

○特定建設業の許可
　管工事業　　　　　　東京都知事許可（特‒23）第136585号

○一般建設業の許可
　機械器具設置工事業　東京都知事許可（般‒23）第136585号
　とび・土工工事業　　東京都知事許可（般‒23）第136585号
　建具工事業　　　　　東京都知事許可（般‒23）第136585号

₂₄︲₁ 防水透湿・低負荷型汚染防護衣アララκ（カッパー）スーツ　セパレート型　₀．₃₃万円　即納〜₁．₅ヵ月 ㈱日本環境調査研究所
汚染を伴う水まわりの作業で軽くてムレない汚染防護衣です
通気性・透湿性に優れ、熱や汗がこもらないのに、汚染水を
完全にシャットアウトする高い防水性を併せ持った高機能性
防護スーツです
素材はポリプロピレン100％のため、焼却灰の発生が極めて
少なく、廃棄物低減に大きく貢献します
身体負荷（ヒートストレス）が軽減し熱中症対策に有効です

主な性能　
素材：ポリプロピレン100％
耐水圧：＞10,000（30,000）㎜H2O
透湿度：8,000（g/m2/day）
透気度：400（sec/50mL）
引裂強度：6.3（MD）N
重量：約295g

₂₄⊖₁ タングステン機能紙　FS⊖W₁M
FS⊖W₁₀M　₃．₂₅万円

₃₂．₅万円 　約₁ヵ月 ㈱千代田テクノル
仕様：製品幅　680mm
　　　製品長　1m及び10m
　　　絶乾秤量　700g/m2

　　　厚み　300μm
　　　タングステン含有率　80wt％
特長： 融点が高く、非常に硬い金属として知られるタングス

テンを紙に高密度で充填した機能紙です
　　　 加工性が容易なことから医療現場における壁材や遮蔽

カーテン、梱包材など様々なアプリケーションへの応

用が可能です
　　　 京都大学の協力により遮蔽性能評価が実証されていま

す
　　　 鉛フリーのため、安全

で環境に優しい商品で
す

₂₄︲₁ エステクトシート　₀．₇〜₂．₅万円　別途打合 ㈱千代田テクノル

₂₄︲₁ セルボンテープ　TH⊖E₀₈₀₆₀₀₁　₀．₄万円
TH⊖E₀₈₀₆₀₀₂　₀．₆万円 　₁₀日 ㈱千代田テクノル

材質：エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂（EVA）
仕様： 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m）
 0.1 1,800 50
 0.2 1,800 50
 0.3 1,800 50
 0.1 1,350 50
 0.2 1,350 50
 0.3 1,350 50

特長： 放射能汚染防止用シートとして開発したもので、滑り
にくく強靱なものになっており、焼却しても塩素ガス
などの有害なガスは発生しない

材質：ポリプロピレン
仕様： 型式 寸法 数量
 TH‒E0806001 24（W）mm×35m巻 5巻入
 TH‒E0806002 50（W）mm×50m巻 3巻入
特長： 黄色地のポリプロピレンテープに核種名記入枠（TH‒

E0806001のみ）、放射能マークを印刷したもので、取
扱器具、汚染箇所等に貼って使用する

₂₄︲₁ ポリエチレンろ紙　TH⊖E₀₈₀₄₀₀₁　A型
TH⊖E₀₈₀₄₀₀₃　B型　₁．₁万円

₁．₈万円　TH⊖E₀₈₀₄₀₀₈　角切り　₁万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：ろ紙、ポリエチレン
　　　 特殊シート状ろ紙の片面に、ポリエチレンをラミネー

トしている
　　　 ろ紙の形状は、クレープタイプとフラットタイプがあ

る
仕様： 型 ろ紙 幅（mm） 長さ（m）
 A型 クレープ 813 33
 B型 フラット 650 50
 角切り ̶̶ 400 500

₂₄︲₂ ガンマ線インジケータ　TH⊖M₀₁₀₄₀₀₁　₁．₅万円
TH⊖M₀₁₀₄₀₀₃　₂．₂万円 　₁₀日

別途打合 ㈱千代田テクノル
γ（β）線の照射を変色で確認できるラベルシート
γ線インジケータは、感度によって使い分けられるよう2種
類用意しています
TH‒M0104001 ガンマ線インジケータ2.01
　 10kGy以上の照射でラベルシールの色が黄から赤に変わり
ます

TH‒M0104003 ガンマ線インジケータ3.3.01
　 6～10kGyの照射でラベルシールの色が緑から紫に変わり
ます

主な用途：以下の放射線照射確認
　・医療製品の滅菌
　・梱包物の滅菌
　・食料品の保存状況の改善
　・香辛料の汚染除去



放射線管理用品

資―149

₁₄︲₄ ガンマカウンター　₂₄₇₀ WIZARD2™　₇₂₀万円（税抜）〜　₁．₃インチNaI（Tl）ウェルタイプ　₂〜₃ヵ月 ㈱パーキンエルマージャパン
米国パーキンエルマー社

・1.3″ NaI（Tl）ウェルタイプ　1, 2, 5, 10検出器
・最大サンプル数：550または1,000
・最大直径13mm、最大高90mmのチューブに対応
・エネルギーレンジ：15～1,000keV
・WIZARD2™ data analyzer （Windows 7）標準装備
・2,048ch マルチチャンネルアナライザー
・オプションにより21 CFR Part11対応
・本体寸法：
　650（W）×640（H）×770（D）（mm）　550サンプル仕様

　1,190（W）×640（H）×650（D）（mm）　1,000サンプル仕様
・電源：100V、50/60Hz､ 150VA

₂₄︲₁ セーフティトレイ　RPP⊖TY₁₁₃₅₄　（特大） ₁．₉万円（税抜）　約₂週間
RPP⊖TY₆₈₅₄ 　（大）　 ₁．₄万円（税抜）　約₂週間  ㈱パーキンエルマージャパン

米国パーキンエルマー社
・ 実験台の汚染および汚染拡大を防止し、廃棄物の削減に貢献
・ PET製のSafety Tray Liner（別売り：25枚入）は、様々な
薬剤に耐性
RPP‒TY11354 セーフティトレイ　 特大（1,130×540mm） 19,000円（税抜）
RPP‒TY6854 セーフティトレイ　 大（700×460mm） 14,000円（税抜）
RPP‒TL11354 セーフティライナー 特大（25枚入） 25,000円（税抜）
RPP‒TL6854 セーフティライナー 大（25枚入） 22,000円（税抜）

₁₄︲₂ マイクロプレート液体シンチレーション/
ルミネッセンスカウンター 　MicroBeta2™　　　　　　 ₈₀₀万円（税抜）〜

MicroBeta2™ LumiJET　₁，₁₁₀万円（税抜）〜 　₂₄〜₃₈₄ウェルプレートから
ミニバイアルまで対応 　₂〜₃ヵ月 ㈱パーキンエルマージャパン

米国パーキンエルマー社
・ プレート上下にある検出器による同時計数回路による測定
と、上検出器によるTR-LSCバックグラウンド減算による
測定が可能

・ 24，96，384ウェルマイクロタイタープレート、さらにエッ
ペンドルフチューブ、4mLバイアルまで測定

・ 1，2，6，12ウェル同時測定モデル
・ プレートを16枚あるいは32枚スタッカーに収納連続測定が
可能

・ フィルトレーションアッセイ、SPA、FlashPlate、
Cytostar-T 他、様々なアプリケーションに対応

・ インジェクター搭載モデル LumiJET により、フラッシュ

タイプ発光測定が可能
　 エクオリンによる細胞内カルシウ
ムなど

・ オプションにより、21 CFR part 
11対応

・ 本体寸法：
　 MicroBeta2；433（W）×609（H）×
645（D）（mm）

　  MicroBeta2 LumiJET；700（W）
×630（H）×660（D）（mm）

・ 電源：100V、50/60Hz、360VA

₁₉︲₂ アクリル製遮蔽衝立　約₅万円（税抜）　₁₅日 ラドセーフテクニカルサービス㈱
β線放出核種や弱いγ線放出核種を使用する際に作業者の被
ばくを防止できる
スタンドが縦横両方に付いており、縦長、横長どちらでも使
用できる
材質：透明アクリル板
寸法：500（H）×300（L）×10（T）（mm）
特徴：縦横両用

₂₃︲₃ 遮蔽冷蔵庫　RS₅₀₉A₃　₂₅₀万円（税抜）　₂ヵ月 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₃︲₁ 鉛製貯蔵箱　RS︲₅₁₀　別途見積　₁．₅ヵ月 ラドセーフテクニカルサービス㈱

庫内温度：-5℃～常温　設定誤差±1℃　自動除霜
遮蔽体：御相談
断熱材：気泡コンクリート
構造：内側 SUS-304
　　　外側 SS‒41
　　　1枚構造扉　特殊ロック
寸法：御相談
電源：AC100V、5A

遮蔽体：Pb10～100mm
構造：缶体 SS‒41　3.2mmt
　　　RIマーク入片開扉
　　　ワンタッチロック式
　　　高級SUS錠
　　　SUS‒304製棚板
寸法：御相談

₂₄︲₁ ポリエチレン手袋　₀．₁万円（税抜）　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₁ スリッパ・サンダル　下記の通り　₁₀日 ラドセーフテクニカルサービス㈱

材質：ポリエチレン
形状：手型にプレス溶着
数量：1箱100枚入
サイズ：M、L

・スリッパ
　黄色ビニール製で表面が滑らかになっており除染性が良い
　甲の部分にRIマークを施してある
　底はウレタンスポンジで履き心地が良い
　サイズ：S、M、L、LL
　価格：2,500円（税抜）

・サンダル
　黄色ビニール製で表面が滑らかになっており除染性が良い
　甲の部分にRIマークを施してある
　 底はウレタンスポンジで、かかと部は3cm高いので履き心
地が良い

　サイズ：S、M、L、LL
　価格：5,500円（税抜）

₂₄︲₁ PVAシート　下記の通り　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱
材質：ポリエチレン‒酢酸ビニル重合体
 型名 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 価格
 A 0.2 　915 50 12,800円（税抜）
 B 0.2 1,070 50 15,000円（税抜）
 C 0.2 1,370 50 19,100円（税抜）
 D 0.2 1,830 50 25,500円（税抜）

特徴： 従来のPVC（塩化ビニル）シートに代る放射能汚染防
止用シートで焼却処理が可能なため、可燃性廃棄物と
して処理できる

　　　 発生静電気が少なく、表面が軟らかく滑りにくいため、
床の汚染防止養生に使用できる

₂₄︲₁ RI実験衣　₀．₇万円（税抜）　₁₀日 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₂ スミヤ採取袋　下記の通り ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₁ 廃棄物用ポリエチレン袋　₁．₈万円（税抜）　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₂ スミヤろ紙　下記の通り　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

RI実験室専用として黄色の生地を使用し、左胸部にRIマー
クを縫い付けてある
混紡のため、洗濯、乾燥が容易にできる
サイズ：男性用　S、M、L、LL
　　　　女性用　S、M、L

材質：ポリエチレン
種類：60サンプル用
数量：60枚単位
価格：60枚用　25,200円（税抜）

特徴： 多数のスミヤサンプルを1枚ずつ収納することができ、
試料同志の接触が防げ、採取場所ごとに順序よく整理
できる

　　　材質はポリエチレン製で可燃物として廃棄できる

材質：ポリエチレン
寸法：770（W）×960（L）×0.1（t）（mm）
数量：100枚入
特徴：厚手（0.1mm）の材質を使用しているため、直接放
　　　射性廃棄物を収納することができる
　　　 開口部が広いため、大きな物も容易に詰め込むことが

できる

・スプーン型
寸法：拭き取り部 φ25
数量：100枚
価格：2,000円（税抜）
特徴： コイン部片側に耳がついており、耳を持ってサンプリ

ングする
　　　打ち抜き方式で製作しているため、低価格
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₂₄⊖₁ タングステン機能紙　FS⊖W₁M
FS⊖W₁₀M　₃．₂₅万円

₃₂．₅万円 　約₁ヵ月 ㈱千代田テクノル
仕様：製品幅　680mm
　　　製品長　1m及び10m
　　　絶乾秤量　700g/m2

　　　厚み　300μm
　　　タングステン含有率　80wt％
特長： 融点が高く、非常に硬い金属として知られるタングス

テンを紙に高密度で充填した機能紙です
　　　 加工性が容易なことから医療現場における壁材や遮蔽

カーテン、梱包材など様々なアプリケーションへの応

用が可能です
　　　 京都大学の協力により遮蔽性能評価が実証されていま

す
　　　 鉛フリーのため、安全

で環境に優しい商品で
す

₂₄︲₁ エステクトシート　₀．₇〜₂．₅万円　別途打合 ㈱千代田テクノル

₂₄︲₁ セルボンテープ　TH⊖E₀₈₀₆₀₀₁　₀．₄万円
TH⊖E₀₈₀₆₀₀₂　₀．₆万円 　₁₀日 ㈱千代田テクノル

材質：エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂（EVA）
仕様： 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m）
 0.1 1,800 50
 0.2 1,800 50
 0.3 1,800 50
 0.1 1,350 50
 0.2 1,350 50
 0.3 1,350 50

特長： 放射能汚染防止用シートとして開発したもので、滑り
にくく強靱なものになっており、焼却しても塩素ガス
などの有害なガスは発生しない

材質：ポリプロピレン
仕様： 型式 寸法 数量
 TH‒E0806001 24（W）mm×35m巻 5巻入
 TH‒E0806002 50（W）mm×50m巻 3巻入
特長： 黄色地のポリプロピレンテープに核種名記入枠（TH‒

E0806001のみ）、放射能マークを印刷したもので、取
扱器具、汚染箇所等に貼って使用する

₂₄︲₁ ポリエチレンろ紙　TH⊖E₀₈₀₄₀₀₁　A型
TH⊖E₀₈₀₄₀₀₃　B型　₁．₁万円

₁．₈万円　TH⊖E₀₈₀₄₀₀₈　角切り　₁万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：ろ紙、ポリエチレン
　　　 特殊シート状ろ紙の片面に、ポリエチレンをラミネー

トしている
　　　 ろ紙の形状は、クレープタイプとフラットタイプがあ

る
仕様： 型 ろ紙 幅（mm） 長さ（m）
 A型 クレープ 813 33
 B型 フラット 650 50
 角切り ̶̶ 400 500

₂₄︲₂ ガンマ線インジケータ　TH⊖M₀₁₀₄₀₀₁　₁．₅万円
TH⊖M₀₁₀₄₀₀₃　₂．₂万円 　₁₀日

別途打合 ㈱千代田テクノル
γ（β）線の照射を変色で確認できるラベルシート
γ線インジケータは、感度によって使い分けられるよう2種
類用意しています
TH‒M0104001 ガンマ線インジケータ2.01
　 10kGy以上の照射でラベルシールの色が黄から赤に変わり
ます

TH‒M0104003 ガンマ線インジケータ3.3.01
　 6～10kGyの照射でラベルシールの色が緑から紫に変わり
ます

主な用途：以下の放射線照射確認
　・医療製品の滅菌
　・梱包物の滅菌
　・食料品の保存状況の改善
　・香辛料の汚染除去

₂₄︲₂ 試料皿（標準型）　TH⊖E₀₈₀₂₀₀₁　₀．₄万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル

₂₄︲₂ スミヤろ紙（コイン型）　TH⊖E₀₈₀₃₀₀₄　₀．₉万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル

材質：ステンレス
寸法：φ25×6（H）（mm）（外寸）
数量：1箱100個入
特長：ステンレス板をプレス加工してある
　　　各研究室で最も多く使用されている

寸法：サンプリング部分　直径約φ25mm
数量：1箱30枚×10束入
特長： 両側に折り曲げ式のツバがついており、サンプリング

時に、作業者の手に汚染物質が付着することがなく安
全

　　　 また、汚染検査のチェック作業に都合の良いように1
～30まで番号を付けてある

　　　 サンプリング後は、ツバを取って試料皿に入れやすく
するため、ミシン目を入れてある

₂₄︲₂ スミヤろ紙（スプーン型）　TH⊖E₀₈₀₃₀₀₁　₀．₂万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
寸法：サンプリング部分　直径約φ25mm
数量：1箱100枚入
特長： スプーン型をしており、ツバ部を持ってサンプリング

しやすくなっている

₂₄︲₂ 試料皿（大面積型）　TH⊖E₀₈₀₂₀₀₄　₁．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：ステンレス
寸法：φ50×6（H）（mm）（外寸）
数量：1箱100個入
特長：ステンレス板をプレス加工してある
　　　 大面積型で大容量の試料、エネルギー吸収の大きい試

料の測定に効率的

₂₅︲₁ ガラス線量計素子　SC⊖₁　TH⊖C₀₅₀₁₀₁₀　₀．₈万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
用途：環境測定、個人線量測定
測定線種：X線、γ線
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
エネルギー特性：±20％以下（32keV～1.25MeV）
線量計間の感度ばらつき：変動係数　4.5％以内
　　　　　　　　　　　　（137Cs‒γ線 200μGy）
寸法：30×40×9（mm）
重量：約15g
特長：繰返し読取り可能で、貴重なデータの再現ができます

　　　 低線量を高精度で測定でき
ます

　　　 フェーディングがほとんど
なく、長期間のモニタリン
グに最適です

₂₄︲₁ PVAシート　下記の通り　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱
材質：ポリエチレン‒酢酸ビニル重合体
 型名 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 価格
 A 0.2 　915 50 12,800円（税抜）
 B 0.2 1,070 50 15,000円（税抜）
 C 0.2 1,370 50 19,100円（税抜）
 D 0.2 1,830 50 25,500円（税抜）

特徴： 従来のPVC（塩化ビニル）シートに代る放射能汚染防
止用シートで焼却処理が可能なため、可燃性廃棄物と
して処理できる

　　　 発生静電気が少なく、表面が軟らかく滑りにくいため、
床の汚染防止養生に使用できる

₂₄︲₁ RI実験衣　₀．₇万円（税抜）　₁₀日 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₂ スミヤ採取袋　下記の通り ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₁ 廃棄物用ポリエチレン袋　₁．₈万円（税抜）　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₂ スミヤろ紙　下記の通り　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

RI実験室専用として黄色の生地を使用し、左胸部にRIマー
クを縫い付けてある
混紡のため、洗濯、乾燥が容易にできる
サイズ：男性用　S、M、L、LL
　　　　女性用　S、M、L

材質：ポリエチレン
種類：60サンプル用
数量：60枚単位
価格：60枚用　25,200円（税抜）

特徴： 多数のスミヤサンプルを1枚ずつ収納することができ、
試料同志の接触が防げ、採取場所ごとに順序よく整理
できる

　　　材質はポリエチレン製で可燃物として廃棄できる

材質：ポリエチレン
寸法：770（W）×960（L）×0.1（t）（mm）
数量：100枚入
特徴：厚手（0.1mm）の材質を使用しているため、直接放
　　　射性廃棄物を収納することができる
　　　 開口部が広いため、大きな物も容易に詰め込むことが

できる

・スプーン型
寸法：拭き取り部 φ25
数量：100枚
価格：2,000円（税抜）
特徴： コイン部片側に耳がついており、耳を持ってサンプリ

ングする
　　　打ち抜き方式で製作しているため、低価格
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₂₄︲₂ 試料皿（標準型）　TH⊖E₀₈₀₂₀₀₁　₀．₄万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル

₂₄︲₂ スミヤろ紙（コイン型）　TH⊖E₀₈₀₃₀₀₄　₀．₉万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル

材質：ステンレス
寸法：φ25×6（H）（mm）（外寸）
数量：1箱100個入
特長：ステンレス板をプレス加工してある
　　　各研究室で最も多く使用されている

寸法：サンプリング部分　直径約φ25mm
数量：1箱30枚×10束入
特長： 両側に折り曲げ式のツバがついており、サンプリング

時に、作業者の手に汚染物質が付着することがなく安
全

　　　 また、汚染検査のチェック作業に都合の良いように1
～30まで番号を付けてある

　　　 サンプリング後は、ツバを取って試料皿に入れやすく
するため、ミシン目を入れてある

₂₄︲₂ スミヤろ紙（スプーン型）　TH⊖E₀₈₀₃₀₀₁　₀．₂万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
寸法：サンプリング部分　直径約φ25mm
数量：1箱100枚入
特長： スプーン型をしており、ツバ部を持ってサンプリング

しやすくなっている

₂₄︲₂ 試料皿（大面積型）　TH⊖E₀₈₀₂₀₀₄　₁．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：ステンレス
寸法：φ50×6（H）（mm）（外寸）
数量：1箱100個入
特長：ステンレス板をプレス加工してある
　　　 大面積型で大容量の試料、エネルギー吸収の大きい試

料の測定に効率的

₂₅︲₁ ガラス線量計素子　SC⊖₁　TH⊖C₀₅₀₁₀₁₀　₀．₈万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
用途：環境測定、個人線量測定
測定線種：X線、γ線
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
エネルギー特性：±20％以下（32keV～1.25MeV）
線量計間の感度ばらつき：変動係数　4.5％以内
　　　　　　　　　　　　（137Cs‒γ線 200μGy）
寸法：30×40×9（mm）
重量：約15g
特長：繰返し読取り可能で、貴重なデータの再現ができます

　　　 低線量を高精度で測定でき
ます

　　　 フェーディングがほとんど
なく、長期間のモニタリン
グに最適です

₂₄︲₁ PVAシート　下記の通り　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱
材質：ポリエチレン‒酢酸ビニル重合体
 型名 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 価格
 A 0.2 　915 50 12,800円（税抜）
 B 0.2 1,070 50 15,000円（税抜）
 C 0.2 1,370 50 19,100円（税抜）
 D 0.2 1,830 50 25,500円（税抜）

特徴： 従来のPVC（塩化ビニル）シートに代る放射能汚染防
止用シートで焼却処理が可能なため、可燃性廃棄物と
して処理できる

　　　 発生静電気が少なく、表面が軟らかく滑りにくいため、
床の汚染防止養生に使用できる

₂₄︲₁ RI実験衣　₀．₇万円（税抜）　₁₀日 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₂ スミヤ採取袋　下記の通り ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₁ 廃棄物用ポリエチレン袋　₁．₈万円（税抜）　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₄︲₂ スミヤろ紙　下記の通り　即納 ラドセーフテクニカルサービス㈱

RI実験室専用として黄色の生地を使用し、左胸部にRIマー
クを縫い付けてある
混紡のため、洗濯、乾燥が容易にできる
サイズ：男性用　S、M、L、LL
　　　　女性用　S、M、L

材質：ポリエチレン
種類：60サンプル用
数量：60枚単位
価格：60枚用　25,200円（税抜）

特徴： 多数のスミヤサンプルを1枚ずつ収納することができ、
試料同志の接触が防げ、採取場所ごとに順序よく整理
できる

　　　材質はポリエチレン製で可燃物として廃棄できる

材質：ポリエチレン
寸法：770（W）×960（L）×0.1（t）（mm）
数量：100枚入
特徴：厚手（0.1mm）の材質を使用しているため、直接放
　　　射性廃棄物を収納することができる
　　　 開口部が広いため、大きな物も容易に詰め込むことが

できる

・スプーン型
寸法：拭き取り部 φ25
数量：100枚
価格：2,000円（税抜）
特徴： コイン部片側に耳がついており、耳を持ってサンプリ

ングする
　　　打ち抜き方式で製作しているため、低価格

₁₉⊖₅ ワンタッチフィルム　IN⊖₂₀₂₅⊖₁．₂　₆．₄₈万円／箱　₁ヵ月 ㈱イング

₂₆⊖₁ 作業環境測定　₈万円〜　別途打合 ㈱イング

₂₅⊖₁ 放射線管理支援システム　別途見積　別途打合 ㈱イング

梱包単位：50枚／箱
サイズ：200×250(mm）
取扱が簡単で、IPを汚染させることなく露光ができる
低放射能トリチウム試料の短時間検出可能

RI使用施設はもとより、有機溶剤、ホルマリン等の有害物質
を使用する施設の作業環境測定を実施し、法令の遵守及び作
業者の安全管理のお手伝いをさせていただきます

バーコード（二次元対応）、ICカード又はICタグ等を用い、
RI施設への入退管理及びRI在庫管理を各々個別又は双方連
動させることにより各事業所状況、予算に合わせ、より良い
管理支援システムの構築を提案、提供致します

₂₆⊖₁ 漏洩線量測定　₈万円〜　別途打合 ㈱イング
医療用、工業用の放射線発生装置周辺及び装置設置室外への
漏洩線量の有無を測定し、法令で定められている値を満たし
ているかを確認します

₂₅⊖₂ DVD　 実践！放射線施設の火災に備えて　₁₀．₈万円　₁週間 ㈱イング 
放射線施設の火災対策総合訓練の様子を10台のカメラで収
録、編集したリアルムービーで緊急時の行動をイメージトレ
ーニング
更に、火災対策の詳細や法令などを資料としてまとめてあり
ますので、教育用としてご活用下さい

₂₅︲₁ 中央監視装置　RFWO⊖₆₀₁　別途見積　₄ヵ月 応用光研工業㈱
中央監視盤：無電圧接点（入出力各48点）
　　　　　　光入力（8ch）
コンピュータ：サーバPC／クライアントPC
　OS； Windows Small Business Server 2008 Premium／

Windows 7 Pro、Vista Business、XP Pro
　CPU； Celeron440（2GHz）以上／Celeron440（2GHz）

以上
　メモリ；4GB以上／1GB以上
　HDD；160GB以上／80GB以上

　光学ドライブ；CD‒R／W×1 ／ CD‒R／W×1
　その他；ディスプレイ、マウス、キーボードは切替使用
プリンタ：A4判モノクロページプリンタ
無停電電源装置：1,000VA
その他：OAデスク、OAチェア
所要電源：AC100V±10％、50/60Hz、約1.5kVA
外形寸法：約1,350（W）×800（D）×1,250（H）（mm）
重量：約50kg
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₂₅︲₁ 中央監視装置　SK⊖₂₀₀₁A、SK⊖₂₀₀₁B　別途見積　₁₂₀日 産業科学㈱
・γ線用エリアモニタ（SK‒2051）
・排水モニタ（SK‒2011、SK‒2022）
・ガスモニタ（SK‒2031、SK‒2041）
・ハンド・フック・クロス・モニタ（SK‒2071）
に接続可能

₂₆︲₁ RI施設全般の汚染測定、除染及び改修　別途見積 産業科学㈱

RI使用施設の改修を行います
また、改修・解体等に伴う汚染測定、除染も行います

₂₆︲₁ 作業環境測定サービス　別途見積　作業環境測定機関（登録番号₁₃︲₉₀） 産業科学㈱

₂₉ RI排水槽の除染と清掃　別途見積　別途相談 産業科学㈱

₂₉ RI排気フィルタ交換　別途見積 産業科学㈱

　労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環
境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について
行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう」
と定義されています
　同法第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内
作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生
労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、
及びその結果を記録しておかなければならない」となってお
ります

　弊社は、法令に則り測定・サンプリングを行い、報告書を
作成し事業者様のお手伝いを致します

作業内容：
　 槽の除染およびスラリーの撤去を行うと共に、槽内全体の
点検と必要な補修を行います

　 除染によって生じたRI廃液は放射能濃度のチェックを行
い、基準値以下であることを確認のうえ排水します

RIフィルタボックス内の古いフィルタを取り外し、新しい物
と交換します
交換作業にあたっては、フィルタボックスの周囲に汚染が広
がらないように周辺を養生し、また、作業員は完全防護の装
備で作業します
取り外したフィルタはポリエチレンシートで二重に密封し、
完全梱包の上、廃棄物保管室に格納します

₁₇︲₄ HPGe Well検出器　GWLシリーズ　約₈₂₁万円（税抜）〜　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
米国ORTEC

測定エネルギー範囲：10keV～10MeV
結晶サイズ：90～450mL 有感体積
分解能：2.10～2.30keV（@60Co 1.33MeV）
特長：・温度サイクル可能なピュアGeウェル型検出器
　　　・ 生体試料など、わずかな試料でも4π方向に出る放

射線の大部分を検出できる画期的なウェル型のた
め、高い計数効率で測定が可能

　　　・国内で修理可能（結晶再生修理を除く）

₁₇⊖₅ X⊖Cooler Ⅲ 電気冷却機　約₃₀₀万円（税抜）　約₂ヵ月 セイコー・イージーアンドジー㈱
米国ORTEC

HPGe半導体検出器の電気冷却機
X‒Cooler Ⅲ使用により液体窒素が不要
低コスト・低消費電力
動作温度：5～30℃
湿度：5～95％（結露無きこと）
消費電力：通常400W以下（起動時500W以下）
入力：110～120V、57～63Hz（オプションUPSあり）
ORTEC製Pop Top検出器に使用できます
保証期間：2年間

₂₅︲₁ TLD Reader　₃₅₀₀、₄₅₀₀、
₅₅₀₀、₆₆₀₀ 　別途見積　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱

Thermo　Electron社
アプリケーション： 環境、食品、個人線量から高線量の電子機器

まで幅広く対応
3500 4500 5500 6600

素　子
タイプ

リボン（チップ）、ロッド、
マイクロキューブ、
パウダー

チップ、ロッド、マイクロ
キューブ、パウダー、
2,3,4素子のカード

リボン（チップ）、ロッド、
ディスク、マイクロキューブ カード、リング

データ
読　込 マニュアル読込

自動読込
1度に50の1素子TLD読込可
（オートサンプルチェンジャ
とキャリアディスクによる）

自動読込
4素子TLDカードを最大
200枚まで自動読込可
（読込速度4素子カード70枚
／1時間可）

寸法／
重　量

320（W）×290（H）×290（D）
（mm）／25kg

460（W）×370（H）×500（D）
（mm）／35kg

460（W）×375（H）×560（D）
（mm）／35kg

490（W）×910（H）×490（D）
（mm）／70kg

TLD素子各種取り揃えております

ダイナミックレンジ：7桁
オペレーションソフトウェア標準装備

₂₅︲₁＊ RI在庫管理システム　別途見積 大和電設工業㈱

₂₅︲₁＊ 入退管理システム　別途見積　₂ヵ月 大和電設工業㈱

RIの使用、保管、廃棄、配分譲渡などの複雑な操作内容が同
一画面で入力でき、操作性にすぐれています
取扱記録入力は、利用者入力（オプション）にも対応できます
OS、データベースは安定した最新のものを使用し提供しま
す
当社製入退管理システムと連動させ、総合システムを構成で
きます
施設の運用に合わせカスタマイズすることもできます

主な納入先：東京大学、京都大学、名古屋大学等
　　　　　　その他納入実績あり

個人識別方式：磁気カード、バーコード、2次元コード、
　　　　　　　非接触カード
カードリーダ台数：最大 16台
連動機器：HFCM、照明、空調機器、監視カメラ他
特長：・弊社製RI在庫管理と連動
　　　・HFCMとの連動により汚染の有無で退室を制限
　　　・10キー付きリーダによる入室目的入力に対応
　　　　入室時に入室目的履歴が保存されます
　　　・カレンダー方式による運用条件の設定

操作性に配慮し、データの登録、変更、検索が容易にできま
す
施設の運用に合わせカスタマイズすることもできます
主な納入先：京都大学、東京大学、東北大学等
　　　　　　その他納入実績あり

₂₃︲₁ RI耐火性鉛貯蔵箱　SK⊖₉₂₈
SK⊖₉₂₉ 　別途見積　₆₅日 産業科学㈱

SK‒928 SK‒929
耐 火 性 能 2時間耐火
鉛 厚 さ 30mm 30mm
容 積 52L 234L
有効棚板寸法 374（W）×320（H）（mm） 540（W）×420（H）（mm）
内 形 寸 法 376（W）×297（H）×468（D）（mm） 545（W）×422（H）×1,020（D）（mm）
外 形 寸 法 606（W）×556（H）×788（D）（mm） 775（W）×683（H）×1,340（D）（mm）
重 量 510kg 1,290kg
＊　鉛貯蔵庫はご仕様に合わせた特別製作もしております

₂₃︲₁ 特殊鉛貯蔵箱　SK⊖₉₂₆　別途見積　₆₀日 産業科学㈱

3段17ブロックからなる特殊鉛貯蔵庫
最下段ではミルキング操作もできる
外形寸法：2,119（W）×1,349（H）×480（D）（mm）
内形寸法：①300（W）×285（H）×237（D）（mm）
　　　　　②300（W）×285（H）×237（D）（mm）
　　　　　③360（W）×320（H）×396（D）（mm）
鉛厚：20mm、40mm、50mm
重量：7,000kg
その他：用途に応じて設計製作します

₂₄︲₁ RIサンダル　SK⊖₃₅₁　₀．₃万円　₁₀日 産業科学㈱

₂₅︲₁ XSカードによる出入管理システム　SK⊖₇₅₆B　別途見積　₁₂₀日 産業科学㈱

サイズ：S、M、L、2L

・カードとリーダが非接触でデータ交換をするシステムです
　いちいちカードを取り出し、操作する手間が省けます
・カードが約40cm（大型アンテナ時は約70cm）リーダに近づけば、
誘導無線エネルギーを受け、データを瞬時送信し、出入管理装
置がこれを照合、開閉を制御する仕組みです

・10億種ものカードが作れる豊富なデータ容量
　休日設定や不正防止も容易です
・電池レスで、メンテナンスもフリー
　電池交換の手間や経費が大幅に節減できます
・IDカード・電子ドアキー・駐車場管理・生産管理への応用など、
発展性も秘めています

・人体に対し、全く無害で、安全な微弱電磁波を使用しています

制御電気錠 通電時解錠型、通電時施錠型

外部への
接点出力

1.開扉警報
2.未登録カード照合
3.登録カード照合

標準管理人員
カード登録枚数

1ゲート　最大1,999名
有効カード登録　1,999枚

管理ゲート 1ゲート
基本機能 タイムコントロール機能

₂₄︲₁ タイベックスーツ　SK⊖₂₂₃A、₂₂₃B、₂₂₃C　₀．₂万円　₃₀日 産業科学㈱
ディスポーザブル作業衣
　種類：カバーオールタイプ（SK‒223A）
　　　　セパレーツタイプ・チャック付（SK‒223B）
　　　　セパレーツタイプ・チャックなし（SK‒223C）
　サイズ：M、L、LL、XL
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₂₄︲₂ 試料皿（標準型）　TH⊖E₀₈₀₂₀₀₁　₀．₄万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル

₂₄︲₂ スミヤろ紙（コイン型）　TH⊖E₀₈₀₃₀₀₄　₀．₉万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル

材質：ステンレス
寸法：φ25×6（H）（mm）（外寸）
数量：1箱100個入
特長：ステンレス板をプレス加工してある
　　　各研究室で最も多く使用されている

寸法：サンプリング部分　直径約φ25mm
数量：1箱30枚×10束入
特長： 両側に折り曲げ式のツバがついており、サンプリング

時に、作業者の手に汚染物質が付着することがなく安
全

　　　 また、汚染検査のチェック作業に都合の良いように1
～30まで番号を付けてある

　　　 サンプリング後は、ツバを取って試料皿に入れやすく
するため、ミシン目を入れてある

₂₄︲₂ スミヤろ紙（スプーン型）　TH⊖E₀₈₀₃₀₀₁　₀．₂万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
寸法：サンプリング部分　直径約φ25mm
数量：1箱100枚入
特長： スプーン型をしており、ツバ部を持ってサンプリング

しやすくなっている

₂₄︲₂ 試料皿（大面積型）　TH⊖E₀₈₀₂₀₀₄　₁．₃万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
材質：ステンレス
寸法：φ50×6（H）（mm）（外寸）
数量：1箱100個入
特長：ステンレス板をプレス加工してある
　　　 大面積型で大容量の試料、エネルギー吸収の大きい試

料の測定に効率的

₂₅︲₁ ガラス線量計素子　SC⊖₁　TH⊖C₀₅₀₁₀₁₀　₀．₈万円　₁₀日 ㈱千代田テクノル
用途：環境測定、個人線量測定
測定線種：X線、γ線
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
エネルギー特性：±20％以下（32keV～1.25MeV）
線量計間の感度ばらつき：変動係数　4.5％以内
　　　　　　　　　　　　（137Cs‒γ線 200μGy）
寸法：30×40×9（mm）
重量：約15g
特長：繰返し読取り可能で、貴重なデータの再現ができます

　　　 低線量を高精度で測定でき
ます

　　　 フェーディングがほとんど
なく、長期間のモニタリン
グに最適です

₂₆︲₁ 環境線量測定サービス ㈱千代田テクノル

₂₆︲₁ 作業環境測定サービス　作業環境測定機関　登録番号₀₈⊖₂₉（第₂号の作業場：放射性物質） ㈱千代田テクノル

環境測定用ガラスバッジを使用した総合的な環境線量測定サ
ービス
ご要望に応じ、サーベイメータによる測定も可能
測定線種：ガラスバッジ　RS型　X・γ線
　　　　　ガラスバッジ　RN型　X・γ線、熱中性子、
　　　　　　　　　　　　　　　 速中性子

業務範囲：測定ポイントのデザイン
　　　　　測定ポイント図の作成
　　　　　線量測定・評価
　　　　　環境線量測定結果報告書の提出
対象： X線診療施設、核医学診療施設、放射線発生装置使用

施設、一般RI使用施設など

作業環境の現状を認識し、作業環境の改善を行うことにより、
働く人の健康を確保し、快適な職場環境の形成に当社の豊富
な経験と、優秀な技術者が皆様のお手伝いをさせていただき
ます
業務内容：空気中放射性物質濃度測定
　　　　　（放射性物質取扱作業室）
関連測定業務：線量当量率測定
　　　　　　　表面汚染密度測定
　　　　　　　水中放射性物質濃度測定

対象： 一般RI使用施設、核医学施設、放射線発生装置使用施
設、原子力施設など

₂₆︲₁ 施設点検サービス　（作業環境測定機関　登録番号₀₈⊖₂₉） ㈱千代田テクノル
業務内容： 施設設計、施行の豊富な経験と優秀な技術者、機

器類を数多く揃えており、あらゆる形態の点検サ
ービスに対応

具体例：廃棄設備保守点検作業（フィルタ交換等）
　　　　排水設備保守点検作業
　　　　放射能モニタ保守点検作業
　　　　有機廃液前処理作業及び焼却作業
　　　　管理区域定期清掃作業
　　　　廃棄物詰換え作業など

対象：定期的、不定期を問わず、あらゆる施設、設備に対応

₂₅︲₁ ガラス線量計システム　FGD⊖₂₀₀Sシリーズ FGD⊖₂₀₁S TH⊖C₀₅₀₁₀₂₇
FGD⊖₂₀₂S TH⊖C₀₅₀₁₀₂₈ 　₉₀₃万円〜　別途打合 ㈱千代田テクノル

用途：環境測定、個人線量測定
線量計：SC‒1
測定線種：X線、γ線
線量表示範囲：1μGy～10Gy（1μSv～10Sv）
読取再現性：変動係数　5％以下（137Cs‒γ線 0.1mGy/mSv）
　　　　　　　　　　　2％以下（137Cs‒γ線 　1mGy/mSv）
　　　　　　　　　　　1％以下（137Cs‒γ線  10mGy/mSv）
読取時間：10秒以内／個
連続読取能力：20個
校正方法：内部キャリブレーションガラスによる自動感度校正
寸法：リーダ本体　400（W）×415（H）×570（D）（mm）
重量：リーダ本体　約35kg

備考：コントローラ、プリンタ付
特長： パルスレーザ読取方式により、

自然放射線レベルの低線量から
高線量までを高精度で測定

　　　ID自動読取
　　　操作が簡単
　　　 実効エネルギーの推定が可能なタイプもあります（FGD‒

202）
　　　 100個連続で読取りできるFGD‒250シリーズも用意してお

ります
　　　固体紫外線レーザー装置を採用

₂₅︲₁ 管理区域入退管理システム　別途見積　別途打合 ㈱千代田テクノル
特長： 管理区域の扉の開閉をバーコード（ID）等をリーダ

ーに読ませること等によって入退を管理するシステム
IDの種類：2次元コード、バーコード、磁気カード、
 　非接触キャリア、指紋など
帳票：扉別日報、個人別入室状況、汚染検査実績、
　　　立入り区別入室実績、所属別入室実績など
オプション： 音声出力、監視カメラ、扉通過確認センサー等

オプションを含めた入退管理システム構成につ
いては担当営業員にご相談下さい

₁₀︲₁ 個人被ばく線量測定　クイクセルバッジサービス　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₁₀︲₃ 手指被ばく線量測定　リングバッジサービス　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₂₅︲₁ 放射線管理区域入退管理システム　GATE　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₁₀︲₁ microStarキット　₃₈₈．₈万円 長瀬ランダウア㈱

₂₅︲₁ 放射線取扱者総合管理システム　EASY⊖₂₀₀₁　別途見積 長瀬ランダウア㈱

クイクセルバッジ　Sタイプ
（X・γ線、β線用）
クイクセルバッジ　Kタイプ
（X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線用）
測定エネルギー範囲
　Ｘ・γ線　　：5keV～10MeV
　β線　　　　：150keV～10MeV
　熱中性子線　：0.025～0.5eV
　高速中性子線：100keV～10MeV

測定線量範囲
　Ｘ・γ線　　：0.1mSv～10Sv
　β線　　　　：0.1mSv～10Sv
　熱中性子線　：0.1～6.0mSv
　高速中性子線：0.2～50mSv

リングバッジ　Ｒタイプ　
（X・γ線、またはβ線用）
検出素子：LiF（フッ化リチウム）
測定線量範囲
　　Ｘ・γ線：0.2～1,000mSv
　　β線　　：0.4～1,000mSv
エネルギー依存性：10keV～数MeVまでほぼ一定
生体等価比：LiF／生体組織＝1.096

・リング本体に名前など直接レー
ザー印字しており、消毒液に浸
したり、あるいは手洗いしても
印字は消えません

・リングを装着したまま簡単に手
袋の装着を行うことができます

・着用期間毎にリングの色（3色使用）を変えてご提供しま
す

本管理システムGATEは、放射線管理専用に設計開発された
入退管理システムです
多種のリーダ端末が用意されており、お客様の希望に対応す
るシステムを構築することができます
・クイクセルバッジ／磁気・ICカード等、各種のIDメディ
アに対応

・健康診断、教育訓練など資格、期限との照合
・貯蔵庫、HFCMとの接続連携で確実な管理を実現
・現在の入域者の情報をリアルタイムに表示

・被ばく計算など、様々な用途に利用できる帳票類
・区域毎に施解錠のスケジューリング管理が可能
・フラッパーゲートなどのへの組み込みも可能

＊非密封RI管理データ処理システムRIMAとの個人情報マス
タの共有を行うこともできます

microStar（マイクロスター）は新たに開発したOSL線量計
測定システムです
コンパクトなサイズ設計で、取り扱いが非常に簡単、設置場
所を問いません
microStarキットは測定器、線量計、管理用PC、バーコード
リーダ、そして専用のキャリーケースから構成されています
個人被ばく線量測定をはじめ、患者線量の評価、さらには、
キャリーケースでどこへでも持ち運ぶことができるので、災
害等の緊急時に現場にmicroStarを運び込み、測定管理を行

う等、緊急時の対応にも有
用です

EASY-2001は、放射性物質などを取り扱う事業所（研究所、
製薬会社、大学等）における放射線業務従事者の全般的な情
報管理を統合し、被ばく管理業務の省力化・効率化を目的と
したコンピュータシステムです
開発言語にJava2を採用しており、多種のOS（Windows、
UNIX、Mac等）上で動作可能なシステムです
またLAN上での運用も対応可能です
外部被ばく測定データの一括入力、特殊健康診断結果の取り
込み等に対応でき、種々の帳票作成を行うことができます

また、リストや統計データをCSV形式で簡単に出力できるの
で、事業所独自の様式での帳票作成にも利用できます
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₁₄︲₄ オートウェルガンマシステム　AccuFLEX γ₇₀₁₀　ARC⊖₇₀₁₀B　₁，₄₀₄万円〜　₄ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：1.125″ NaIウェル形検出器（×10本）
測定線種：γ線
鉛シールド：最大 40mm
サンプル容器：アロカチューブ相当品
　　　　　　　 他　外径φ11～15×（H）75～105（mm）以下

のチューブ
サンプル搭載数：チューブ；600サンプル
My№条件：50種類
測定核種：1核種

寸法：約1,330（W）×1,420（H）×980（D）
　　　（mm）
質量：約480kg
電源：AC100V、約450VA

₂₅︲₁ アイソトープ取扱管理ソフト　ISR⊖₁₁₀₀　₂₁₆万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₂₅︲₁ 利用者入力形アイソトープ取扱管理システム　ISR⊖₁₃₀₀　別途見積　₃ヵ月 日立アロカメディカル㈱

1.放射線障害防止法に準拠した管理ができる
　 入庫量、出庫量をそれぞれ最大貯蔵数量、1日最大使用数
量等の使用許可条件を素早く判定し、入出庫を規制し、ま
た法令帳票を作成できる

2.データ入力はCRT画面を見ながら対話形式で行う
　マルチウィンドウ方式なので入力が容易

1.放射線障害防止法に準拠した管理ができる
　 入庫量、出庫量をそれぞれ最大貯蔵数量、1日最大使用数
量等の使用許可条件を素早く判定し、入出庫を規制でき、
また法令帳票を作成できる

2. 利用者がアイソトープの出庫、廃棄量を入力できるのが特
長

　 そのため、管理者があらかじめ諸条件をシステム設定し、
利用者は簡単に入力できるようになっている

　 入力方式は壁掛式ディスプレーを見ながら、グラフィック

画面より、タッチパネルにて入力できる

₂₅︲₁ 中央監視装置（簡易型）　MSR⊖₂₀₀₀B　別途見積　₃ヵ月 日立アロカメディカル㈱
弊社製の据置型モニタ（γ線エリアモニタ，β（γ）ガスモニ
タ，γ線ガスモニタ，高エネルギー用β線水モニタ，γ線水
モニタ）を5台まで接続でき、計測値の表示、記録計による印
字ができる
また、LAN出力により、外部パソコンでの帳票印字が可能
寸法：約530（W）×360（H）×340（D）（mm）
質量：約18kg
電源：AC100V、約300VA

₂₅︲₁ 中央監視装置　MSR⊖₃₀₀₀　別途見積　₅ヵ月 日立アロカメディカル㈱
弊社製の据置型モニタとの接続を基本にし、他の5つのシス
テムの接続も任意に選択でき、放射線管理総合システムを構
成できる
接続できるシステムは
　1.放射線モニタシステム
　2.入退室管理システム
　3.アイソトープ取扱管理システム
　4.排水処理システム
　5.内部被ばく管理システム

この中央監視装置では
　1.警報監視
　2.データの収集
　3.各種帳票の作成
　4.排水設備の制御
ができる
システムの選択により種々の組合せができる
寸法：約600（W）×1,840（H）×580（Ｄ）（mm）
質量：約110kg

₂₅︲₁ 非密封RI管理データ処理システム　RIMA　別途見積 長瀬ランダウア㈱
本処理システムRIMAは、RI（放射性同位元素）の購入から
使用・廃棄に関するすべての管理のサポートを目的に開発さ
れています
・受入、使用から廃棄までの一連の業務を管理
・履歴情報、在庫情報などのデータを素早く提供
・廃棄物の収容、アイソトープ協会引渡し業務にも対応
・減衰値を自動計算／減衰なしでの管理も可能
・法令準拠の各種帳票をリアルタイムに出力
・使用許可量との比較チェックを行う様々な機能

・報告書作成を手助けする支援用帳票を準備
・従事者機能により管理者業務の負荷を軽減
・ログイン機能による万全のセキュリティ

＊管理区域外使用などの法令改正にも対応
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₂₅︲₁ 入退室管理システム　CRA⊖₁₀₀₀　別途見積　₃ヵ月 日立アロカメディカル㈱
・ IDリーダは磁気カード方式、バーコード方式、2次元コー
ド方式、非接触方式、Felica方式の5種類

・方式の異なるIDリーダを混在させて使用できます
・IDリーダは最大32台まで接続できます
・ ハンドフットクロスモニタとのインターロック制御が行え
ます

・登録者数は最大3,000人
・個人別に許可ゲートの設定が行えます
・曜日別、ゲート別に入室許可時間の設定が行えます
・ 弊社アイソトープ取扱管理システム等を追加することによ

り、総合管理システムへのステップア
ップが可能です

・最小構成： IDリーダ 2台、データ処理
装置 1式

寸法：約250（W）×250（H）×60（D）（mm）
　　 （ 磁気カード方式、バーコード方式、

Felica方式）
　　 約250（W）×250（H）×95（D）（mm）
　　  （非接触方式、2次元コード方式）

₂₇ 放射線測定装置　点検・保守サポート　別途見積 日立アロカメディカル㈱

₂₇ サーベイメータ等の点検・校正　別途見積 日立アロカメディカル㈱

対象機種：
　 放射線モニタシステム、入退室装置、ハンドフットクロズ
モニタ、液シン、オートウェルγシステム、放射能自動測
定装置等弊社で販売した放射能測定装置全般

サポートプラン内容
プラン トータルサポート

プランA
トータルサポート

プランB
サポート
プランA

サポート
プランB

サポート
プランA

定期点検 2回/年 1回/年 2回/年 1回/年 ̶
オンコール修理 ○ ○ ― ― ○
バージョンアップ ○ ○ ○ ○ ―

モニタのような据付型機器、移動が困難な装置は現地での点
検・保守になります
機種により定期的に部品交換を行います
定期点検のみのプランもあります
詳細はお問い合わせください

対象機種：
　線量当量率測定用サーベイメータ
　ポケット線量計
　可搬型エリアモニタ
　表面汚染測定用サーベイメータ等弊社で販売した製品

概要：
　 弊社線源照射施設にて、線量率測定用製品はJISに準じた
校正ポイントを置換法で、表面汚染サーベイメータはJIS
に準じた機器効率試験法で機器の点検後校正を行うことに
より国家基準とのトレサビリティを確保します

点検・校正の区分
プラン 機器点検調整 線源照射 校正証明書の発行
点検1 ○ ― ―
点検2 ○ 弊社で照射 弊社で発行

点検3 ○ JCSS認定事業者
にて照射

JCSS認定事業者にて発行
されたものを添付

サーベイメータ、ポケット線量計の各プランには万一の故障
時における1年間の修理保証がついています（ただし、検出器、
消耗品は除く）
Web上で、点検・校正の申込ができます
http://hitachi-aloka.force.com

₂₅︲₁＊ 放射線監視データ処理システム（光ファイバ式）　別途問合　₅ヵ月 富士電機㈱
インテリジェント化した検出器とオペレーションコンソール
を採用し、光ケーブルによる双方向通信で高い信頼性を確保
適用モニタ：エリアモニタ〔γ（X）線、中性子線〕
　　　　　　水モニタ（β線、γ線）
　　　　　　ダストモニタ（α線、β線、γ線）
　　　　　　ガスモニタ（β線、γ線）
最大入力モニタ数：64ch

特長：遠隔メンテナンス可能
　　　制御信号の多重データ伝送可能
　　　豊富な自己診断機能内蔵
　　　検出器の単独動作可能
　　　パソコンに直接接続が可能

₂₀︲₁ 紛失モニタ　別途問合　₆〜₈ヵ月 富士電機㈱
測定対象： 放射線治療施設のトイレ内の治療用線源の流出防

止
測定線種：γ線
検出方式：φ1″×1″ NaI（Tl）シンチレータ
　　　　　20mm鉛シールド付
検出感度：約10s-1／2.58×10-10C/kg/h
流出防止： 用便後、水洗スイッチを押した時、便器内に線源

がある場合に監視盤と操作ボックスにてブザーと
ランプによる警報表示

水洗バルブ：電磁弁、フラッシュバルブどちらでも可
表示方式：オペレーションコンソールにてLCD表示
記録方式：プリンタによる帳票作成
警報方式：オペレーションコンソールにて警報表示
　　　　　警報回路のブザーが動作
電源：操作ボックス　AC100V、監視盤　AC100V
特長： シンチレーションプローブは、防湿構造のため湿度の

高い雰囲気でも充分安定に動作する

₂₅︲₁＊ 個人被ばく管理システム（パソコン利用）　別途問合　₅ヵ月 富士電機㈱
警報付ポケット線量計とパソコンを利用した放射線業務従事
者の個人被ばく管理システム
従事者の入退域の把握、放射線量の読取り、入域可否の判定
などの管理を自動的に行う
機器構成：パーソナルコンピュータ
　　　　　 警報付ポケット線量計、線量計用充電器（保管棚

兼用）、自動読取装置、IDカード、標準ソフトウ
ェア

特長： 計算機で入域資格（積算線量、健康診断等）の判定を
行う

　　　 管理線量（日、週、月、3ヵ月、年）を基に警報設定
が計算機より自動的に管理できる

　　　 ドア、ゲート、ハンドフットクロスモニタ等と連動処
理が可能

₂₅︲₁＊ 管理区域出入管理システム（パソコン利用）　別途問合　₃ヵ月 富士電機㈱

RI使用施設の管理区域への入退域の管理を行う
自動ドア等と連動し、入退室の自動化を行う
またハンドフットクロスモニタと連動し、汚染記録を自動的
に行う
機器構成：パーソナルコンピュータ
　　　　　 カードリーダ（出入口に各1台）、線量計用充電器

（保管棚兼用）
　　　　　IDカード、カードライタ（発行器）
　　　　　標準ソフトウェア

特長：入域時の資格チェックが可能
　　　現在の在域者の表示を行える
　　　汚染記録ができる
　　　1台のパソコンにて複数ゲートの管理が可能

₂₅︲₁＊ 非密封放射性同位元素管理用ソフト（SRIM）　₃₁₅万円　即納 富士電機㈱
国立10大学アイソトープセンターおよび民間5企業の研究者
で構成された「法規制に準拠した放射線管理の記録・記帳の
計算処理に関する検討会」において検討された、「放射線障
害防止法に基づく非密封放射性同位元素管理」の標準的な入
出力の必要事項および帳票の様式等を、汎用パーソナルコン
ピュータ用にシステム化したソフトウェア

特長： 汎用パーソナルコンピュータ（Windows）の使用可
能

　　　 入力は対話形式で、操作ガイド等はマルチウィンドウ
方式

　　　放射能量の入力はkBq、μCiのいずれか選択により可
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放射線管理用品

₁₉⊖₅ ワンタッチフィルム　IN⊖₂₀₂₅⊖₁．₂　₆．₄₈万円／箱　₁ヵ月 ㈱イング

₂₆⊖₁ 作業環境測定　₈万円〜　別途打合 ㈱イング

₂₅⊖₁ 放射線管理支援システム　別途見積　別途打合 ㈱イング

梱包単位：50枚／箱
サイズ：200×250(mm）
取扱が簡単で、IPを汚染させることなく露光ができる
低放射能トリチウム試料の短時間検出可能

RI使用施設はもとより、有機溶剤、ホルマリン等の有害物質
を使用する施設の作業環境測定を実施し、法令の遵守及び作
業者の安全管理のお手伝いをさせていただきます

バーコード（二次元対応）、ICカード又はICタグ等を用い、
RI施設への入退管理及びRI在庫管理を各々個別又は双方連
動させることにより各事業所状況、予算に合わせ、より良い
管理支援システムの構築を提案、提供致します

₂₆⊖₁ 漏洩線量測定　₈万円〜　別途打合 ㈱イング
医療用、工業用の放射線発生装置周辺及び装置設置室外への
漏洩線量の有無を測定し、法令で定められている値を満たし
ているかを確認します

₂₅⊖₂ DVD　 実践！放射線施設の火災に備えて　₁₀．₈万円　₁週間 ㈱イング 
放射線施設の火災対策総合訓練の様子を10台のカメラで収
録、編集したリアルムービーで緊急時の行動をイメージトレ
ーニング
更に、火災対策の詳細や法令などを資料としてまとめてあり
ますので、教育用としてご活用下さい

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₁巻　₆．₇万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅⊖₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全1巻＋CD⊖ROM（資料）
（₂₀₁₂年₄月施行の改正放射線障害防止法令に準拠） 　₁₀．₅万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₁巻　₆．₉万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₅巻（₁巻購入可）　各巻₃．₂万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₁巻
（₂₀₀₅年₆月施行の改正放射線障害防止法令に準拠。₂₀₀₈年₄月制作）　₁₂万円 （公社）日本アイソトープ協会

商品名：「あなたが主役」（1996年制作）
構成：その1　放射線施設の地震対策（20分）
　　　その2　放射線施設の火災対策（15分）
対象：放射線取扱業務に携わる方全て
特徴： 放射線業務従事者1人1人が、火災・地震への対策とし

て日頃から何をすべきかという観点から解説
　　　 阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえて、心構えを整

理
　　　放射線取扱事業所の防災訓練等の様子も紹介

使用法：放射線業務従事者の再教育時に上映
関連教材： アイソトープ協会編集発行図書「改訂版　放射線

施設の火災・地震対策」

商品名：「これだけは理解しておきたい！
　　　　放射線業務従事者のための法令入門」（2014年制作）
構成：第1編　放射線取扱施設（17分）
　　　　　　 －管理区域への入域から退出まで－
　　　第2編　法令と行為基準（25分）
　　　　　　 －放射線を用いる際に守ること－
　　　第3編　関係法令（18分）
　　　　　　 －法令の基礎と事故への対応－
対象：放射線業務従事者

特徴： 放射線管理区域に立ち入る方が知っておくべき「放射
線障害防止法」の概要を、入域から退出までの流れ、
行為基準、関係法令の3編に分けて分かりやすく解説

　　　配布用資料をCD‒ROMに収載
使用法：放射線業務従事者の新人教育訓練用
関連教材： アイソトープ協会編集発行図書「放射線障害の防

止に関する法令　概説と要点」、「やさしい放射線
とアイソトープ」、「放射線・アイソトープを取扱
う前に－教育訓練テキスト」

商品名：「火災・地震と放射線施設」（1986年制作）
構成：前編　火災対策（25分）
　　　後編　地震対策（20分）
対象： 放射線利用・放射線施設に関わりをもつ者および消防・

警察、自治体の防災関係者
特徴： 災害における放射線施設の特殊性とその対策の重要項

目を解説
　　　 消防訓練や実験場面を通して、災害発生時の行動要領

や対策の実例を紹介

使用法： 放射線業務従事者の再教育時および放射線施設関連
の防災関係者に対して上映

関連教材： アイソトープ協会編集発行図書「改訂版　放射線
施設の火災・地震対策」

商品名：「改訂版　アイソトープ」（1991年制作）
構成：第1巻　アイソトープとは（20分）
　　　第2巻　人体への影響（20分）
　　　第3巻　安全取扱の基礎（20分）
　　　第4巻　安全取扱の実際（23分）
　　　第5巻　医療施設における安全取扱（25分）
対象：アイソトープ・放射線の取扱業務に携わる方全て
　　　（学生を含む）
特徴： アイソトープ・放射線について知っておくべき基本的

知識と安全取扱の手法を豊富な実例とともに、簡明に
解説

使用法： アイソトープ・放射線を取扱う関係者（学生を含む）
の入門教育用

　　　　放射線業務従事者の再教育時に上映

商品名：英語版「見て納得　放射線障害防止法入門」
　　　　 Visual Learning　Introduction to the Law 

concerning Prevention of Radiation Hazards
（English Edition）

構成：Volume 1　Basics -Grounds of the Law-
　　　Volume 2　  Key Points of the Law concerning 

Prevention of Radiation Hazards
　　　　　　　　 -What is Regulated by the Law ?-
　　　Volume 3　 Applications of the Law
　　　　　　　　 -What is Done in This Case ?-

対象： 日本の放射線・RI施設にはじめて入る海外からの研修
生・留学生（海外に対し、日本の放射線管理について
説明が必要な企業関係者・研究者など）

特徴・使用法： 上記「これだけは理解しておきたい！　放射
線業務従事者のための法令入門」に同じ

関連教材： ア イ ソ ト ー プ 協 会 編 集 発 行 図 書「Basic 
Knowledge of Radiation and Radioisotopes 
（Sc ien t i f i c  Bas i s ,  Sa fe  Hand l ing  o f 
Radioisotopes and Radiation Protection）」（英
語版の放射線教育訓練用入門テキスト）

₂₅︲₁ 非密封放射性同位元素薬品在庫確認システム　別途問合　₂ヵ月 富士電機㈱
非接触ICタグとハンディターミナルによるRI試薬の在庫確
認システム
ハンディターミナルによるスキャンにより在庫線源と登録デ
ータとの照合が可能
保管期限経過線源や廃棄線源の検索が可能
極低温から高温まで幅広い温度範囲にてICタグが使用可能
非密封放射性同位元素管理システム（SRIM）との連動した
在庫管理も可能

パソコンとハンディターミナル間は無線LANを使用するの
で配線等は不要です
機器構成
・ICタグ及びICタグホルダー
・ハンディターミナル
・ノートパソコン
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₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₁巻　₆．₇万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅⊖₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全1巻＋CD⊖ROM（資料）
（₂₀₁₂年₄月施行の改正放射線障害防止法令に準拠） 　₁₀．₅万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₁巻　₆．₉万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₅巻（₁巻購入可）　各巻₃．₂万円 （公社）日本アイソトープ協会

₂₅︲₂ 教育訓練用視聴覚教材　DVD全₁巻
（₂₀₀₅年₆月施行の改正放射線障害防止法令に準拠。₂₀₀₈年₄月制作）　₁₂万円 （公社）日本アイソトープ協会

商品名：「あなたが主役」（1996年制作）
構成：その1　放射線施設の地震対策（20分）
　　　その2　放射線施設の火災対策（15分）
対象：放射線取扱業務に携わる方全て
特徴： 放射線業務従事者1人1人が、火災・地震への対策とし

て日頃から何をすべきかという観点から解説
　　　 阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえて、心構えを整

理
　　　放射線取扱事業所の防災訓練等の様子も紹介

使用法：放射線業務従事者の再教育時に上映
関連教材： アイソトープ協会編集発行図書「改訂版　放射線

施設の火災・地震対策」

商品名：「これだけは理解しておきたい！
　　　　放射線業務従事者のための法令入門」（2014年制作）
構成：第1編　放射線取扱施設（17分）
　　　　　　 －管理区域への入域から退出まで－
　　　第2編　法令と行為基準（25分）
　　　　　　 －放射線を用いる際に守ること－
　　　第3編　関係法令（18分）
　　　　　　 －法令の基礎と事故への対応－
対象：放射線業務従事者

特徴： 放射線管理区域に立ち入る方が知っておくべき「放射
線障害防止法」の概要を、入域から退出までの流れ、
行為基準、関係法令の3編に分けて分かりやすく解説

　　　配布用資料をCD‒ROMに収載
使用法：放射線業務従事者の新人教育訓練用
関連教材： アイソトープ協会編集発行図書「放射線障害の防

止に関する法令　概説と要点」、「やさしい放射線
とアイソトープ」、「放射線・アイソトープを取扱
う前に－教育訓練テキスト」

商品名：「火災・地震と放射線施設」（1986年制作）
構成：前編　火災対策（25分）
　　　後編　地震対策（20分）
対象： 放射線利用・放射線施設に関わりをもつ者および消防・

警察、自治体の防災関係者
特徴： 災害における放射線施設の特殊性とその対策の重要項

目を解説
　　　 消防訓練や実験場面を通して、災害発生時の行動要領

や対策の実例を紹介

使用法： 放射線業務従事者の再教育時および放射線施設関連
の防災関係者に対して上映

関連教材： アイソトープ協会編集発行図書「改訂版　放射線
施設の火災・地震対策」

商品名：「改訂版　アイソトープ」（1991年制作）
構成：第1巻　アイソトープとは（20分）
　　　第2巻　人体への影響（20分）
　　　第3巻　安全取扱の基礎（20分）
　　　第4巻　安全取扱の実際（23分）
　　　第5巻　医療施設における安全取扱（25分）
対象：アイソトープ・放射線の取扱業務に携わる方全て
　　　（学生を含む）
特徴： アイソトープ・放射線について知っておくべき基本的

知識と安全取扱の手法を豊富な実例とともに、簡明に
解説

使用法： アイソトープ・放射線を取扱う関係者（学生を含む）
の入門教育用

　　　　放射線業務従事者の再教育時に上映

商品名：英語版「見て納得　放射線障害防止法入門」
　　　　 Visual Learning　Introduction to the Law 

concerning Prevention of Radiation Hazards
（English Edition）

構成：Volume 1　Basics -Grounds of the Law-
　　　Volume 2　  Key Points of the Law concerning 

Prevention of Radiation Hazards
　　　　　　　　 -What is Regulated by the Law ?-
　　　Volume 3　 Applications of the Law
　　　　　　　　 -What is Done in This Case ?-

対象： 日本の放射線・RI施設にはじめて入る海外からの研修
生・留学生（海外に対し、日本の放射線管理について
説明が必要な企業関係者・研究者など）

特徴・使用法： 上記「これだけは理解しておきたい！　放射
線業務従事者のための法令入門」に同じ

関連教材： ア イ ソ ト ー プ 協 会 編 集 発 行 図 書「Basic 
Knowledge of Radiation and Radioisotopes 
（Sc ien t i f i c  Bas i s ,  Sa fe  Hand l ing  o f 
Radioisotopes and Radiation Protection）」（英
語版の放射線教育訓練用入門テキスト）

サ
ー
ビ
ス
そ
の
他

₂₄︲₁ RIサンダル　₀．₂₅万円（税抜）　₁₀日 ㈱アトックス
材質： 皮部分＝基布（ポリエステル65％、レーヨン35%）、

表面層（ウレタン100％）
サイズ：S（イエローのみ）、M、L、LL
色：イエロー、ブルー、グリーン
特徴：① ズボンの裾を汚染させないように従来より踵を高く

してある
　　　②数種類の色があり、部屋別等で区別し管理できる

₂₄︲₁ RI実験衣　₀．₄₅万円（税抜）　₁₀日 ㈱アトックス

₂₆︲₁ 放射線測定サービス ㈱アトックス

₂₆︲₁ RI施設保守管理サービス ㈱アトックス

₂₆︲₂ RI施設コンサルタント ㈱アトックス

材質：ポリエステル65%、綿35%
　　　（はっ水加工）
サイズ：男性用　M、L、LL、LLL
　　　　女性用　S、M、L、LL
色：イエロー
特徴：①マジックテープ名札付き
　　　②袖部分がマジックテープで調整可能

業務内容：
　1.表面汚染密度測定
　2.線量当量率測定
　3.空気中放射性物質濃度測定
　4.排水中放射性物質濃度測定
　5.X線漏洩線量当量測定

特徴：
　 作業環境測定機関として、経験豊富な優秀な技術者が、作
業環境測定法、放射線障害防止法、医療法等に基づくあら
ゆる種類の放射線測定サービスを行っています

業務内容：
　1.管理区域内清掃作業
　2.排水・排気設備保守点検作業
　3.施設点検作業
　4.測定器点検・校正作業
　5.フィルタ交換作業
　6.放射性廃棄物処理作業（有機廃液焼却、動物乾燥）
　7.動物飼育

特徴：
　 豊富な経験を持った優秀な技術者を揃えており、RI取扱施
設、核燃料取扱施設、加速器・放射光施設、放射線照射施
設等であらゆる保守管理サービスを行っています

業務内容：
　1.RI施設の設計、設備の施工コンサルティング
　2.許可申請書、変更申請書等の作成
　3.遮蔽能力計算、排水・排気処理能力計算書の作成
特徴：
　 経験豊富で優秀な技術者がRI施設の設計、申請等のあらゆ
る種類のコンサルティングを行っています

₁₈︲₁ グローブボックス　別途見積　₃〜₄ヵ月（ご相談） ㈱E＆Eテクノサービス

₂₆︲₁ 原子力設備等の除染解体及び放射線測定等　別途見積 ㈱E＆Eテクノサービス

放射性物質やPCBなどの取扱いに、用途に合わせて設計・製
作・据付けします
標準例）
寸法：2,000（W）×1,000（H）×1,000（D）（mm）の組み合わせ
　　　ご希望のサイズに対応
本体材質：ステンレス鋼、アクリル板等
付属設備：ポート類、フィルタ類、内装機器、配管類

環境（E）とエネルギー（E）の分野において、技術サポー
トします
・環境（設備・機器を含む）除染、環境回復等に係る作業
・放射線測定管理に係る業務
・放射線管理に係るコンサルティング
・原子力施設等の設備、機器等の除染、解体
・原子力関連及び環境関連機器等の開発、設計、製作、据付
・原子力施設及び関連施設等の運転、保守等に係る業務
・原子力施設等における各種工学試験

○原子力関連機器の設計・製作
　 各種グローブボックスの設計・製
作及び据付

　放射性廃棄物収納コンテナの製作
　パネルハウスの設計・製作・据付
○エンジニアリング等
　金属廃棄物の除染検討
　デコミッショニング検討
　除染装置の調査研究




