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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）
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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
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₁₉⊖₅ ラディアブーツ　別途見積　別途打合 医建エンジニアリング㈱
仏国LEMER PAX社

₁₉⊖₅ ノヴァシールド ストア　別途見積　別途打合 医建エンジニアリング㈱
仏国LEMER PAX社

防護のしにくい足元を放射線から防護するのに最適です
素材が柔軟なので、スムーズな作業が可能です
つま先などは硬質な材料が使われており、安全面にも配慮さ
れています
寸法：25～34（cm）

本製品は移動可能のスクリーンタイプの防護材です
最大4m（幅0.9m）の高さまで防護可能で、持ち運びが可能
です
鉛当量：0.62mmPb他
製品寸法：1,200（W）×550（H）×550（D）（mm）（収納時）

₂₆︲₁ 放射線量測定　別途見積　別途打合 医建エンジニアリング㈱

₂₆︲₁ 放射線遮へい計算受託業務　別途見積　別途打合 医建エンジニアリング㈱

近年、医療業界並びにその他のあらゆる業界において、品質
管理やコンプライアンス（法令遵守）が求められています
X線機器が、様々な品質管理プロセスのもとに製造、販売、
保守管理されているのと同様に、放射線量測定も、確実な品
質管理のもとに行われるべきであると我々は考えます
当社では、放射線の遮蔽計算から防護工事、放射線量測定ま
での一貫した品質管理を適用範囲としたISO9001:2000（品質
管理マネジメントシステム）を業界で初めて認証・取得して
おり、このシステムに基づき放射線量測定及び遮蔽計算にお

ける品質管理を行っています

放射線遮へい計算受託業務とは、医療施設または工業用・産
業用におけるX線室の管理区域、病室、作業室、実験室、居
住区域及び敷地境界において、計算により3月間当たりの漏
えい実効線量を求める方法です
また、その計算によりX線室の放射線防護に必要な鉛当量を
算定する事ができます

当社では厚生労働省医薬局長通知、医薬発第188号（平成13
年3月12日）「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に
ついて」に基づきX線診療室の遮蔽計算を行っております

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　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
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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

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

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
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サービスその他

₂₂︲₃ RI排水処理設備　別途見積　約₃ヵ月 東京ニュークリア・サービス㈱

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₀₈⊖₁₈）　別途打合 東京ニュークリア・サービス㈱

₂₃︲₄ RI廃棄物収納容器　別途見積　約₁．₅ヵ月 東京ニュークリア・サービス㈱

₂₃︲₄ RI廃棄物収納棚　別途見積　約₁．₅ヵ月 東京ニュークリア・サービス㈱

₂₆︲₁＊ 原子力・RI使用施設の保守，
管理及び総合コンサルタント　別途見積　別途打合 東京ニュークリア・サービス㈱

RI使用施設からの排水を各種法令で定められた許容濃度以
下にする排水処理設備を設計・製作・施工します
施設の用途、使用年数、頻度及びメンテナンス等を考慮し施
設管理上機能的でかつ合理的な設計を行います
材質：ステンレス製、鋼板製、FRP製
構造：パネル組立タイプ、全溶接タンクタイプ
寸法：機能性、操作性及び保守性を評価し決定
機能：手動又は自動排水制御方式を選定
　　　現場もしくは遠隔操作盤にて運転操作

付属機器： RI水モニタ、水位計満水及び減水警報機能付積算
流量計、弁、配管、防液提等

設置工事： 機器（本体及び配管等）設置、電気設備（操作盤
及び電源信号配線等）施工及び基礎工事

ご計画段階での提案から最終試運転業務まで全て承ります
増設、改造及びメンテナンスもご相談下さい

施設管理者のニーズ・コストを考慮した仕事を行います
RI管理区域の日常業務・管理業務をよりスムーズに行ってい
ただくため、経験豊富な弊社が安全にて信頼される作業環境
作りに貢献します
　作業環境測定（電離則）
　　線量当量率測定
　　空気中放射性物質濃度測定

　放射線測定（障防法）
　　床面等表面汚染密度測定
　　排水中放射性物質濃度測定
　　設備に対する自主点検業務
　X線漏洩線量当量測定
　放射性廃棄物整理作業
　　放射性固体廃棄物の回収、分別、収納、測定、記録
　　有機廃液焼却装置による有機廃液の焼却処理

材質：SS400
構造：縦型角型密閉容器
寸法：1,195（W）×1,048（H）×1,195（D）（mm）
　　　4.5mmt
重量：約350kg
試験：耐圧（加圧法）
　　　気密度（ソープバブル法）
　　　試験報告書付

塗装：エポキシ系樹脂塗装
　　　ご指定色
安全評価及び現地施工も行います

材質：SS鋼板他
構造：パネルビス止め組立式
　　　2列×3段
　　　耐荷重　300～500kg/m2

　　　防火構造
寸法：5,000（W）×7,500（H）×2,500（D）（mm）
ご使用環境により自由に設計が可能です
安全評価及び現地施工も行います

1.放射線管理に関する総合サービス
・RI使用施設及び加速器施設の総合運営管理
・放射線管理区域内の各種装置等の点検及び保守業務
・放射線管理区域内の改造、除染解体及び撤去工事
・作業環境測定機関（登録番号08‒18）
2.原子力関連プラントの総合サービス
・総合運営管理（運転委託、放射線管理等）
・定期検査工事（開放点検及び性能確認試験）
・改造、除染解体及び撤去工事

3.エンジニアリングに関するサービス　
・遮蔽、臨界安全解析及び各種科学技術計算業務
・原子力、加速器及びRI使用施設の安全設計業務
・自社ラボ（水使第196号）での試料分析及び測定業務
・標識化合物の製造及び合成業務支援
・各種許認可申請手続の代行業務
・入退域、個人被ばく及び廃棄物管理システムの作成
加速器施設（医療用・研究用）の放射線管理
お任せ下さい

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

₂₆︲₁ ドーズコレクタ　DC₀₂　下記参照　最少₆点以上で受付
別途見積 　設置ポイント

設定後₂週間以内 日本空調サービス㈱

項　　目 金　　額
基本料金 1室
2室目～10室目
11室目～20室目
21室目～

21,600円／1室（6点）
15,120円／1室（6点）
12,960円／1室（6点）
10,800円／1室（6点）

測定点追加料金
測定点削除料金

2,160円／1点
-1,620円／1点

測定対象：放射線室周囲の空間線量率の測定評価
測定線種：X線及びγ線
検出方式：積算線量計

測定範囲：0.01mSv～10Sv
エネルギー範囲：20keV～1MeV
寸法：36（W）×50（H）×7（D）（mm）
重量：16g
色：ベージュ、ライトブルー
設置期間：1ヵ月
測定手順： 平面図に従って、設置ポイン

トをデザインし、測定ポイン
ト数分の素子を送付します

　　　　　 設置・回収を行って戴き、ご
返送戴きます

　　　　　 詳細な測定結果を報告します

₂₆︲₁ 測定サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱
業務内容：①空気中放射性物質濃度の測定
　　　　　②放射性表面汚染密度の測定
　　　　　③放射線量率の測定
　　　　　④排水中放射性物質濃度の測定
　　　　　⑤中性子線量率の測定
　　　　　⑥X線発生装置の漏洩放射線の測定
　　　　　⑦電子顕微鏡漏洩放射線の測定

特徴： 作業環境測定法、障害防止法、電離則、人事院規則、
医療法に基づく放射線の測定を実施

　　　 作業環境測定機関として最新鋭測定機器類を揃え経験
豊富で優秀な技術者があらゆる放射線測定サービスを
行っている

₂₉ 管理サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₉ コンサルティング　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₉ 除染サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

業務内容：①管理区域床壁点検
　　　　　②排気設備保守点検（フィルタ交換）
　　　　　③排水設備保守点検（貯留槽除染）
　　　　　④モニタ設備保守点検
　　　　　⑤廃棄物選別作業、同運搬作業
　　　　　⑥有機廃液焼却作業
　　　　　⑦動物乾燥処理作業
　　　　　⑧サーベイメータ動作点検

特徴： RI施設の点検サービスは使用材料の健全性と機能が法
の基準を充分満足しているか否かの判定を行うもの
で、施設の設計から施工まで数多くの実績を持つ経験
豊富で優秀な技術者が専門家の目で厳しく点検する

　　　 点検の結果、改善の必要がある場合はその対策を具申
し、改造工事を請け負う

業務内容：①RI施設の設計（基本～見積）
　　　　　②RI施設、設備の施工
　　　　　③放射線関係　法令に基づく各種計算及び
　　　　　　　　　　　　許認可申請手続き
　　　　　④放射線管理技術者の派遣

業務内容：①管理区域内床面清掃
　　　　　②機器、設備等の汚染除去
　　　　　③貯留槽内壁面清掃、スラリ回収
　　　　　④フィルタチャンバ内壁面清掃
　　　　　⑤RI施設の増改築に伴う汚染除去
　　　　　⑥RI施設の使用廃止に伴う汚染除去
　　　　　⑦汚染事故時の汚染除去
特徴： 低廉な価格と迅速確実なサービスで対処しており放射

線管理者の方々から好評を得ている



サービスその他

資―161

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

₂₇ 放射線計測器の点検・校正業務　別途見積　別途問合 原電事業㈱
健全性・信頼性確保のため、定期的な点検・校正をお勧めし
ます
汎用γ線校正装置
　用途：サーベイメータ等の校正
　核種：137Cs、60Co
　性能：JIS Z 4511に準拠
当社の東海支社は、計量法校正事業者登録制度（JCSS）に
基づき、ISO17025を包括する事業者として、国内の電力会
社関係で初めて登録を行いました

国家基準にトレーサブルな基準器
を有しており、γ線校正装置は、
JIS Z 4511に準拠し、JCSSのロゴ
マークが発行されています
また、α線、β線（γ線）核種の
表面汚染計測器の校正には、基準
線源を用いております
当社は、ISO9001の認証を取得しており、放射線計測器点検・
校正業務の品質を確保しています

₂₇ 放射線測定器の校正サービス　別途見積 ㈱千代田テクノル 大洗研究所
　弊社大洗研究所は、計量法に基づく放射線・放射能区分の登録事業者
および国際MRA対応の認定事業者を取得している校正機関です（登録番
号0060）
　登録を受けた範囲、手順で校正を行い、JCSS標章付校正証明書を発行
することができますのでお問い合わせ下さい
　また、お客様の現場測定器に対して、認定を取得したISO／IEC17025
の品質マネジメントシステムと技術能力を生かした、ISO9001「7.6監視
機器及び測定機器の管理」に対応した校正サービスを行っています
1.校正対象
　・空間線量（率）サーベイメータ
　・表面汚染サーベイメータ
　　　αおよびβ線用
　・γ線用電子式個人線量計

　・中性子用電子式個人線量計
2.主な校正用線源
　・γ線線量（率）：137Cs、60Co
　・α標準面線源：241Am
　・β標準面線源：36Cl、90Sr-90Y
　・中性子源　　：241Am-Be
3.校正方法の規格
　JIS Z 4511に準じた校正（γ線線量（率））
　JIS Z 4504に準じた校正（放射能面密度）
4.校正の範囲
　0.25μSv/h～100mSv/h（137Cs γ線）
その他の放射線測定器、標準照射についてもご相談下さい

₂₉ 国際規制物資安全管理支援サービス ㈱千代田テクノル

₂₉ 施設除染サービス ㈱千代田テクノル

₂₉ マンモQC・測定サービス　標準測定サービス　₁₉．₄₄万円（税別）/台 ㈱千代田テクノル

国際規制物資（核燃料物質）を取り扱う施設の安全管理のお
手伝い
業務範囲：核燃料物質管理報告書作成の支援
　　　　　 国際規制物資計量管理規定に基づく在庫状況・保

管廃棄状況等の確認
　　　　　核燃料物質貯蔵庫等の点検
　　　　　貯蔵施設の汚染測定・空間線量測定
業務の詳細については弊社までお問い合わせ下さい

業務内容：施設の改造、撤去等の際に必要なRI施設の除染
　　　　　 当社では豊富な経験と、優秀な技術者、機器類を

揃え、あらゆる種類の汚染除去に対応
具体例：RI室の増築による接続部の汚染除去工事
　　　　 RIの使用量増量に伴う設備能力アップ工事のため

の除染
　　　　RI施設廃止のための除染、解体、撤去工事
　　　　使用済設備の廃棄のための除染、解体、撤去

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

マンモ測定サービス専用ガラス線量計を用いて「デジタルマ
ンモグラフィ品質管理マニュアル」の要求事項のうちAEC
作動時の平均乳腺線量、半価層が簡便に得られます
●マンモ測定サービス専用ガラス線量計・仕様
ターゲット/フィルタ 管電圧範囲 平均乳腺線量の測定範囲

Mo/Mo 24～32kV

0.1～5.0ｍGyMo/Rh 24～34kV
Rh/Rh 26～34kV
W/Rh 26～34kV

※マンモ測定サービスにはPMMAファントムが必要となります

●マンモ測定サービス専用ガラス線量計

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
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₂₈ 放射能標準ガンマ線源　　　　　　　　　　　別途問合　₁〜₁．₅ヵ月程度 （公社）日本アイソトープ協会

₂₈ ベータ線表面放出率標準面線源　　　　　　　別途問合　₁〜₁．₅ヵ月 （公社）日本アイソトープ協会

₂₈ 放射能標準ガンマ体積線源　　　　　　　　　別途問合　₈月、₁₁月、₃月 （公社）日本アイソトープ協会

核種：60Co、137Cs、133Ba等
放射能：1kBq～1MBq
Ge検出器、NaI（Tl）シンチレーション検出器の校正に使用で
きます
形状はディスク状と井戸形検出器にご使用頂ける棒状を用意
しております
取り扱いやすく、破損しにくいため学生実験等の教育用にも
適しています
下限数量を超える線源は、表示付認証機器として販売します

表示付認証機器を使用する場合、使用の開始の日から30日以
内に、表示付認証機器使用届を原子力規制委員会に提出する
必要があります
詳しくは、お問い合わせください

核種：90Sr、204Tl、147Pm、60Co、137Cs
放射能：50Bq～2.5kBq（90Sr）
β線表面放出率標準面線源は、JIS Z 4334：2005に規定され
るクラス2参照標準線源、又は実用標準線源に相当するもの
です
線源から2π方向に放出される590eV以上のβ線、転換電子
線の表面放出率について校正されています
1～2″φプラスチックシンチレーションカウンタやGMカウ
ンタの効率決定にご利用頂ける試料皿タイプと各種の表面汚

染モニタの校正にご使用頂ける100×100（mm）の大面積線源
を用意しております

核種：9核種混合
放射能：370Bq（代表核種　137Cs 100mL）
Ge検出器を用いて環境試料を測定する際の検出器の効率決
定に使用できます
アイソトープはアルミナに均一に吸着させ、プラスチック容
器に充填し密封しています
環境試料等の放射能分析･測定方法の基準となる「放射能測
定法シリーズ」（文部科学省）に準拠したU8容器タイプとマ
リネリビーカタイプを用意しています

市販のポリビン等、ご指定の容器での作成も可能です

₂₈ 線源校正サービス（放射線及び放射能）　　　　別途問合　別途問合 （公社）日本アイソトープ協会
核種：60Co、137Cs、90Sr等
当協会は計量法トレーサビリティ制度における放射線・放射
能区分の登録事業者として、放射能、粒子線表面放出率及び
1mの距離における照射線量率の校正を行います
お手持ちの線源について校正を行い、JCSS標章付校正証明
書を付して供給できます
但し、線源の種類や放射能等によって校正できない場合があ
りますので、あらかじめお問い合わせください

₂₇ 放射線測定器の点検校正、基準照射、特性試験　別途見積　別途問合 （公財）放射線計測協会
当協会は、放射線測定器校正のJCSS登録事業者（国際MRA対応
認定事業者）です
トレーサビリティが確保された校正場又は線源にて校正、基準照
射、特性試験を行います
◆X線、γ線のJCSS校正
　電離箱式の基準測定器が校正の対象となります
　γ線照射装置（137Cs、60Co）の出張校正も行います
◆中性子のエネルギースペクトル測定
　ボナー球型検出器を用いて出張測定を行います

◆サーベイメータ等の点検校正、特性試験
　 点検校正は、原則として機器の健全性確認のための電気回路点
検等を実施した後、各種のJISに対応した校正を行います

　●γ線（137Cs、60Coなど） ●X線（11～200keV）
　●速中性子（241Am-Be、252Cf） ●熱中性子（252Cf：黒鉛減速場）
　●β線（90Sr-90Ｙ、204Tl、147Pm）
　●単色中性子（144keV～14.8MeV）
　●表面放出率線源（241Am、36Cl、90Sr-90Y、14C、3Hなど）
◆非密封線源を用いた校正
　ガスモニタ、水モニタ、放射能測定装置等の校正ができます
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₂₉ 加速器の運転・保守業務　別途見積 ㈱アトックス

₂₉ RI施設除染サービス ㈱アトックス

₂₉ RI設備・加速器の解体・撤去 ㈱アトックス

業務内容：
　 医療用及び研究用の加速器（サイクロトロン、シンクロト
ロン等）について以下の業務を行っています

　1.加速器の運転
　2.加速器の保守
　3.放射線管理
　4.不要設備の廃棄

業務内容：
　1.RI施設廃止に伴う汚染除去作業
　2.RI施設増改築に伴う汚染除去作業
　3.設備・機器の汚染除去作業
　4.貯留槽内清掃・除染作業
特徴：
　 豊富な経験を持った優秀な技術者が、RI施設の増改築・廃
止等に伴うあらゆる種類の汚染除去作業を行っています

業務内容：
　1.解体・撤去工事に関する設計業務
　2.関係官庁への申請書類作成についての事務代行
　3.撤去施設の復旧工事

₂₉ 除染業務　別途見積　別途打合 ㈱イング

₂₉ 管理区域内床清掃　₂₆₂円／m₂より　別途打合 ㈱イング

₂₉ RI排気フィルタ交換　₃₅万円　別途打合 ㈱イング

豊富な経験者による迅速かつ確かな作業を提供し、施設廃止
等の際のお手伝いをさせていただきます

清掃対象の床面積、剥離作業の有無などにより変動しますの
で、ご相談下さい

プレフィルタ及びヘパフィルタ各々4枚の交換とし、焼却タ
イプのフィルタ代を含んだ価格となっています
尚、設備状況等により変動することもありますので、ご相談
下さい

₂₉ RI排水排気設備点検　₁₁．₅万円　別途打合 ㈱イング

₂₉ 貯留槽清掃点検　₁₆．₈万円　標準条件：₁₀t槽₃基以内の価格　別途打合 ㈱イング

設備の規模、点検内容により変動しますので、ご相談下さい

各事業所の設備状況等によりますので、ご相談下さい
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₂₉ 除染業務　別途見積　別途打合 ㈱イング

₂₉ 管理区域内床清掃　₂₆₂円／m₂より　別途打合 ㈱イング

₂₉ RI排気フィルタ交換　₃₅万円　別途打合 ㈱イング

豊富な経験者による迅速かつ確かな作業を提供し、施設廃止
等の際のお手伝いをさせていただきます

清掃対象の床面積、剥離作業の有無などにより変動しますの
で、ご相談下さい

プレフィルタ及びヘパフィルタ各々4枚の交換とし、焼却タ
イプのフィルタ代を含んだ価格となっています
尚、設備状況等により変動することもありますので、ご相談
下さい

₂₉ RI排水排気設備点検　₁₁．₅万円　別途打合 ㈱イング

₂₉ 貯留槽清掃点検　₁₆．₈万円　標準条件：₁₀t槽₃基以内の価格　別途打合 ㈱イング

設備の規模、点検内容により変動しますので、ご相談下さい

各事業所の設備状況等によりますので、ご相談下さい

₂₂︲₂ AP焼却型プレフィルタ　₆₁₀×₆₁₀×₅₀ AT₂₀₀N型　₁万円　₂週間 エアプロダクツ㈱

₂₂︲₂ AP焼却型チャコールフィルタ（枠型）　CW⊖₆₁₀W⊖₁　₃₃万円　₂ヵ月 エアプロダクツ㈱

₂₂︲₂ AP焼却型ヘパフィルタ　APGN⊖₆₁₀W⊖KG　₅万円　₂週間 エアプロダクツ㈱

₂₉ 放射線排気設備エアーフィルタ交換業務　別途見積　₁ヵ月 エアプロダクツ㈱

₂₂︲₂ AP焼却型チャコールフィルタ（トレー型）　CT⊖₇₀₂　₃₃万円　₂ヵ月 エアプロダクツ㈱

放射線排気設備専用に開発された焼却型プレフィルタです
効率：70％以上（重量法）
風量：32m3/min
初期圧損：60Pa以下
外枠：ラワン合板
ろ材：合成繊維
サイズ：610（H）×610（W）×50（D）（mm）

捕集効率が劣化しにくい優れた素材「活性炭素繊維」を使用
焼却型のため使用済みフィルタの引取り費用が安価になりま
す
従来品と比較して重量が1/5と超軽量です
従来品の3倍の長寿命です
廃棄用木箱梱包が不要です
現在使用中の従来型フィルタと互換性があり変更申請も必要
ありません
効率：99.9％（申請効率80%相当）

風量：28m3/min
重量：11kg
サイズ： 610（H）×610（W）×292（D）

（mm）
外枠：合板
ろ材：活性炭素繊維
*申請効率90％相当のCW‒610W‒2型もございます
（フィルタ性能：効率99.9%）

全ての構成材料が焼却できて放射性廃棄物の減容比は1/100
になります
焼却型のため使用済みフィルタの引取り費用が安価になりま
す
全数性能試験を行いデータをシリアル番号により管理してお
りますので性能試験成績書を提出できます
AP焼却型ヘパフィルタは放射性物質の取扱い施設の排気設
備用ヘパフィルタとして最適です
効率：99.97％以上（0.3μm粒子）

風量：31m3/min
セパレータ：クラフト紙
シール材：ウレタン樹脂
ガスケット：クロロプランスポンジ
サイズ： 610（H）×610（W）×290（D）

（mm）

手順に従った安全で確実なフィルタ交換とアイソトープ協会
指定の正規梱包から工事記録提出まで全てお任せ頂けます
作業者の放射線管理、管理区域の汚染防止など専門の知識と
経験を持ったスタッフが責任を持って安全確実に作業します
現場確認の上お見積します
お問い合わせ下さい

捕集効率が劣化しにくい優れた素材「活性炭素繊維」を使用
焼却型のため使用済みフィルタの引取り費用が安価になりま
す
従来品と比較して重量が超軽量です
従来品の3倍の長寿命です
廃棄用木箱梱包が不要です
現在使用中の従来型フィルタと互換性があり変更申請も必要
ありません
効率：99.9％（申請効率90%相当）

風量：9.5m3/min
重量：9.5kg
サイズ：620（H）×163（W）×702（D）（mm）
外枠：合板
ろ材：活性炭素繊維
*このほかに各種サイズを用意しております

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
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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

₂₉＊ 既設RI施設の改良・改造　DA⊖₄₀₆　別途見積 大和アトミックエンジニアリング㈱
業務内容
　1.RI施設の設計・施工　DA‒102
　2.給排気設備の改良
　3.給排水設備の改良
　4.貯蔵、廃棄施設の増設
　5.廃棄作業室の増設
　6.室内塗装改良
　7.内装仕上げの改良
　8.重量物の移設・新設に伴う改造

　9.放射線モニタの設置
　10.各種ドラフト設備の増設
　11.遮蔽壁、鉛等の増設
その他、放射線施設に関するあらゆる改良・改造について、
経験豊富な技術者が全ての面でサービスを提供します

₂₇ 放射線測定器の校正サービス　別途見積 ㈱千代田テクノル 大洗研究所
　弊社大洗研究所は、計量法に基づく放射線・放射能区分の登録事業者
および国際MRA対応の認定事業者を取得している校正機関です（登録番
号0060）
　登録を受けた範囲、手順で校正を行い、JCSS標章付校正証明書を発行
することができますのでお問い合わせ下さい
　また、お客様の現場測定器に対して、認定を取得したISO／IEC17025
の品質マネジメントシステムと技術能力を生かした、ISO9001「7.6監視
機器及び測定機器の管理」に対応した校正サービスを行っています
1.校正対象
　・空間線量（率）サーベイメータ
　・表面汚染サーベイメータ
　　　αおよびβ線用
　・γ線用電子式個人線量計

　・中性子用電子式個人線量計
2.主な校正用線源
　・γ線線量（率）：137Cs、60Co
　・α標準面線源：241Am
　・β標準面線源：36Cl、90Sr-90Y
　・中性子源　　：241Am-Be
3.校正方法の規格
　JIS Z 4511に準じた校正（γ線線量（率））
　JIS Z 4504に準じた校正（放射能面密度）
4.校正の範囲
　0.25μSv/h～100mSv/h（137Cs γ線）
その他の放射線測定器、標準照射についてもご相談下さい

₂₉ 国際規制物資安全管理支援サービス ㈱千代田テクノル

₂₉ 施設除染サービス ㈱千代田テクノル

₂₉ マンモQC・測定サービス　標準測定サービス　₁₉．₄₄万円（税別）/台 ㈱千代田テクノル

国際規制物資（核燃料物質）を取り扱う施設の安全管理のお
手伝い
業務範囲：核燃料物質管理報告書作成の支援
　　　　　 国際規制物資計量管理規定に基づく在庫状況・保

管廃棄状況等の確認
　　　　　核燃料物質貯蔵庫等の点検
　　　　　貯蔵施設の汚染測定・空間線量測定
業務の詳細については弊社までお問い合わせ下さい

業務内容：施設の改造、撤去等の際に必要なRI施設の除染
　　　　　 当社では豊富な経験と、優秀な技術者、機器類を

揃え、あらゆる種類の汚染除去に対応
具体例：RI室の増築による接続部の汚染除去工事
　　　　 RIの使用量増量に伴う設備能力アップ工事のため

の除染
　　　　RI施設廃止のための除染、解体、撤去工事
　　　　使用済設備の廃棄のための除染、解体、撤去

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

マンモ測定サービス専用ガラス線量計を用いて「デジタルマ
ンモグラフィ品質管理マニュアル」の要求事項のうちAEC
作動時の平均乳腺線量、半価層が簡便に得られます
●マンモ測定サービス専用ガラス線量計・仕様
ターゲット/フィルタ 管電圧範囲 平均乳腺線量の測定範囲

Mo/Mo 24～32kV

0.1～5.0ｍGyMo/Rh 24～34kV
Rh/Rh 26～34kV
W/Rh 26～34kV

※マンモ測定サービスにはPMMAファントムが必要となります

●マンモ測定サービス専用ガラス線量計
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サービスその他

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

₇︲₁＊ 遠隔式GMサーベイメータ　₆₁₁₂B
₆₁₁₂D 　₁₁₃万円（税抜）

₁₁₇万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 日本冶金化学工業㈱
独国AUTOMESS社

₂₉＊ 露点計　NS　₃₇．₈〜₂₆₂．₅万円（税抜）　₁〜₁．₅ヵ月 日本冶金化学工業㈱

₇︲₁＊ GM式サーベイメータ　₆₁₅₀AD　₅₃〜₂₆₀万円（税抜）　オプションで多数の
外部プローブ有 　₁〜₂ヵ月 日本冶金化学工業㈱

独国AUTOMESS社

測定対象：γ線空間線量当量率計
測定線種：γ（X）線
検出方式：GM計数管
エネルギー依存性：70keV～2MeVに対し±30％以内
測定範囲：1μSv/h～9,999mSv/h（自動切換）
表示方式：液晶（デジタル）
重量：約3.3kg
外形寸法：130（W）×84（H）×910（L）（mm）
電源：単2乾電池 4個

特長：伸縮自在のアームで91cmから4mまで伸ばせます
　　　防滴構造

マイクロプロセッサにより、センサーの特性をリニアライズ
することにより、正確なキャリブレーションができる、極め
て信頼性の高い露点計
超ドライガスからドライヤーの露点管理まで、幅広い用途に
使用できます
ポータブル型から設置型まで、多彩な機種、広い測定レンジ
から選べます
測定レンジ：-110～-20℃，-80～-20℃
　　　　　　-80～0℃,　　-80～＋20℃　DP

測定対象：γ線空間線量当量率計
測定線種：γ（X）線
エネルギー依存性：45keV～3MeVに対し±20％以内
測定範囲：0.1μSv/h～10mSv/h
　　　　　（外部プローブ接続によりレンジ変更可能）
検出方式：GM計数管
表示方式：液晶（アナログ＋デジタル）
重量：約400g
外形寸法：130（H）×80（W）×29（D）（mm）

特長：アラーム機能
　　　防滴構造

₂₆︲₁ 測定サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱
業務内容：①空気中放射性物質濃度の測定
　　　　　②放射性表面汚染密度の測定
　　　　　③放射線量率の測定
　　　　　④排水中放射性物質濃度の測定
　　　　　⑤中性子線量率の測定
　　　　　⑥X線発生装置の漏洩放射線の測定
　　　　　⑦電子顕微鏡漏洩放射線の測定

特徴： 作業環境測定法、障害防止法、電離則、人事院規則、
医療法に基づく放射線の測定を実施

　　　 作業環境測定機関として最新鋭測定機器類を揃え経験
豊富で優秀な技術者があらゆる放射線測定サービスを
行っている

₂₉ 管理サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₉ コンサルティング　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₉ 除染サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

業務内容：①管理区域床壁点検
　　　　　②排気設備保守点検（フィルタ交換）
　　　　　③排水設備保守点検（貯留槽除染）
　　　　　④モニタ設備保守点検
　　　　　⑤廃棄物選別作業、同運搬作業
　　　　　⑥有機廃液焼却作業
　　　　　⑦動物乾燥処理作業
　　　　　⑧サーベイメータ動作点検

特徴： RI施設の点検サービスは使用材料の健全性と機能が法
の基準を充分満足しているか否かの判定を行うもの
で、施設の設計から施工まで数多くの実績を持つ経験
豊富で優秀な技術者が専門家の目で厳しく点検する

　　　 点検の結果、改善の必要がある場合はその対策を具申
し、改造工事を請け負う

業務内容：①RI施設の設計（基本～見積）
　　　　　②RI施設、設備の施工
　　　　　③放射線関係　法令に基づく各種計算及び
　　　　　　　　　　　　許認可申請手続き
　　　　　④放射線管理技術者の派遣

業務内容：①管理区域内床面清掃
　　　　　②機器、設備等の汚染除去
　　　　　③貯留槽内壁面清掃、スラリ回収
　　　　　④フィルタチャンバ内壁面清掃
　　　　　⑤RI施設の増改築に伴う汚染除去
　　　　　⑥RI施設の使用廃止に伴う汚染除去
　　　　　⑦汚染事故時の汚染除去
特徴： 低廉な価格と迅速確実なサービスで対処しており放射

線管理者の方々から好評を得ている



サービスその他
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₂₆︲₁ 測定サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱
業務内容：①空気中放射性物質濃度の測定
　　　　　②放射性表面汚染密度の測定
　　　　　③放射線量率の測定
　　　　　④排水中放射性物質濃度の測定
　　　　　⑤中性子線量率の測定
　　　　　⑥X線発生装置の漏洩放射線の測定
　　　　　⑦電子顕微鏡漏洩放射線の測定

特徴： 作業環境測定法、障害防止法、電離則、人事院規則、
医療法に基づく放射線の測定を実施

　　　 作業環境測定機関として最新鋭測定機器類を揃え経験
豊富で優秀な技術者があらゆる放射線測定サービスを
行っている

₂₉ 管理サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₉ コンサルティング　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

₂₉ 除染サービス　別途見積 ラドセーフテクニカルサービス㈱

業務内容：①管理区域床壁点検
　　　　　②排気設備保守点検（フィルタ交換）
　　　　　③排水設備保守点検（貯留槽除染）
　　　　　④モニタ設備保守点検
　　　　　⑤廃棄物選別作業、同運搬作業
　　　　　⑥有機廃液焼却作業
　　　　　⑦動物乾燥処理作業
　　　　　⑧サーベイメータ動作点検

特徴： RI施設の点検サービスは使用材料の健全性と機能が法
の基準を充分満足しているか否かの判定を行うもの
で、施設の設計から施工まで数多くの実績を持つ経験
豊富で優秀な技術者が専門家の目で厳しく点検する

　　　 点検の結果、改善の必要がある場合はその対策を具申
し、改造工事を請け負う

業務内容：①RI施設の設計（基本～見積）
　　　　　②RI施設、設備の施工
　　　　　③放射線関係　法令に基づく各種計算及び
　　　　　　　　　　　　許認可申請手続き
　　　　　④放射線管理技術者の派遣

業務内容：①管理区域内床面清掃
　　　　　②機器、設備等の汚染除去
　　　　　③貯留槽内壁面清掃、スラリ回収
　　　　　④フィルタチャンバ内壁面清掃
　　　　　⑤RI施設の増改築に伴う汚染除去
　　　　　⑥RI施設の使用廃止に伴う汚染除去
　　　　　⑦汚染事故時の汚染除去
特徴： 低廉な価格と迅速確実なサービスで対処しており放射

線管理者の方々から好評を得ている




