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令和  年  月  日 

高知県立紙産業技術センター所長 様 
 

依頼者      住  所 
 

会社名又は団体名 
 

代表者職名・氏名 
 

電話番号              （担当：      ） 
 

依 頼 書 
 
高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例第６条第１項の規定により、次の試験を依頼します。 

依頼の目的及び内容 
１ 分析  ２ 物理化学試験  ３ 原料処理  ４ 製造  ５ 加工  ６ その他 

依 頼 内 容 は 裏 面 に 記 載  
供 試 品 の 名 称 、 
種 類 及 び 数 量 等  

希望する完了時期 令和  年  月  日 成績報告書又は証明書の交付希望の有無 有 ・ 無 

手 数 料 の 額 合計                  円 

※１ 確 定 後 納 付 の 場 合 の 納 付 方 法 高知県収入証紙   ・   納 入 通 知 書 

※２ 手数料の額が10万円を超える場合の納付方法 高知県収入証紙   ・   納 入 通 知 書 
 
上記の項目を記入してください。 
・会社又は団体でご利用になる場合は、法人としての主たる所在地、名称及び代表権者の職名・氏名を記入してください。 
・個人でご利用になる場合は、ご住所とお名前を記入してください。 
・成績報告書は上記の会社又は団体、個人あてに発行します。 
・供試品の名称は記入された名称をそのまま成績報告書に記載します。 
 
 

高知県収入証紙貼り付け欄 

※３ 
受付年月日 令和  年  月  日 ※３ 

報告年月日 令和  年  月  日 ※３ 
報告書番号 第    号 

※３ 納入通知年月日 令和  年  月  日 ※３ 納   期   限 令和  年  月  日 
注 １ ※１印欄は依頼書を提出する時点で手数料の額が確定していない場合のみ記入してください。また、

額の確定後、高知県収入証紙で納付する場合は証紙貼り付け書により納付してください。 
２ ※２印欄は手数料の額が確定している場合のみ記入してください。 
３ ※３印欄は記入しないでください。 



区　　分 件数 区　　分 件数

前処理手数料 試料調整 簡易なもの １試料 940¥    加工試験 ＊ １時間 14,410¥ 
一般的なもの １試料 1,720¥  ＊ １時間 6,290¥  
複雑なもの １試料 4,260¥  １時間 5,440¥  

特殊なもの １試料 10,280¥ １時間 4,440¥  
センター職員用前処理確認チェック欄(□に✓) １時間 2,900¥  

定性分析 一般 蛍光・蛍光染料 １成分 1,650¥  ＊ １時間 2,610¥  
　　　　　　　　　　　　　　　　 色素 ＊ １成分 1,650¥  １時間 7,560¥  
　　　　　　　　　　　　　　　　 酸アルカリ ＊ １成分 1,650¥  ＊ １時間 7,950¥  

その他(デキストリン又はデンプン､泡立ち､確認試験､ ＊ １成分 1,650¥  ＊ １時間 24,310¥ 
性状(抽出)､(　　　　　　　　　　　　　　　　  )) スリッター(細幅)による加工試験 １件につき １時間まで 4,640¥  

特殊 ＦＴ－ＩＲ分析 ＊ １成分 3,200¥  １時間を超える場合 １時間につき 1,190¥  
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) ＊ １成分 3,200¥  １時間 7,550¥  

特殊機器(赤外イメージングシステムによる簡易なもの) １件 3,200¥  撚糸装置による加工試験 １件につき １時間まで 2,620¥  
特殊機器(赤外イメージングシステムによる複雑なもの) １件 7,990¥  １時間を超える場合 １時間につき 420¥    

定量分析 一般 ＳＳ １成分 3,200¥  物理化学試験 紙及び板紙の物理試験 坪量 １件 1,730¥  
蒸発残留物・水溶性物質 ＊ １成分 3,200¥  厚さ １件 1,730¥  
過マンガン酸カリウム消費量 ＊ １成分 3,200¥  破裂強さ試験 １件 1,730¥  
重金属 ＊ １成分 3,200¥  引裂強さ試験 １件 1,730¥  
カッパー価 ＊ １成分 3,200¥  耐折強さ試験 １件 1,730¥  
音叉型振動式粘度計試験 １成分 3,200¥  吸水度試験 １件 1,730¥  
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) １成分 3,200¥  ベック平滑度試験 １件 1,730¥  
ホルムアルデヒド ＊ １成分 6,550¥  透気度試験 １件 1,730¥  
ＢＯＤ １成分 6,550¥  はっ水度試験 １件 1,730¥  
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) ＊ １成分 6,550¥  ほぐれやすさ試験 ＊ １件 1,730¥  

特殊機器 画像処理(ＷｉｎＲｏｏｆ) １件 13,310¥ 柔らかさ(ハンドル－Ｏ－メーター) １件 1,730¥  
(簡易なもの)(指定成分１成分) その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) １件 13,310¥ 不織布風合い試験 １件 1,730¥  
特殊機器(複雑なもの)(指定成分１成分) １件 29,270¥ 耐摩耗強さ試験 １件 1,730¥  
特殊機器(分析走査型電子顕微鏡によるもの) ＊ １件 10,600¥ 透湿度試験 １件 1,730¥  
特殊機器(高速溶媒抽出装置によるもの) １件 5,970¥  摩擦感テスターによる試験 １件 1,730¥  
特殊機器(極微弱発光検出分光シムテムによるもの) １件 6,850¥  ドレープテスターによる試験 １件 1,730¥  
特殊機器(フィルター性能試験機による簡易なもの) ＊ １件 4,540¥  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) １件 1,730¥  
特殊機器(フィルター性能試験機による複雑なもの) ＊ １件 17,900¥ 顕微鏡写真(手札型) 光学顕微鏡による拡大写真撮影 ＊ １件(３枚) 3,490¥  
特殊機器(ゼータ電位測定装置によるもの） １件 6,660¥  褪色度試験 １件につき １時間まで 1,180¥  
特殊機器(比表面積測定装置による簡易なもの） １件 14,960¥ １時間を超える場合 １時間につき 200¥    
特殊機器(比表面積測定装置による複雑なもの） １件 21,780¥ 加湿によるもの１件につき １時間まで 1,030¥  
特殊機器(レオメーターによるもの） １件 6,680¥  加湿によるもの１時間を超える場合 １時間につき 250¥    
特殊機器 １件につき １件まで 5,420¥  恒温恒湿槽試料処理試験 １件につき １時間まで 1,570¥  
(全有機体炭素計によるもの) １件を超える場合 １件につき 2,620¥  １時間を超える場合 １時間につき 640¥    

原料処理試験 バッチ式紙料調整機による試験 １件につき １時間まで 4,370¥  指示薬を使用する紙質試験 溶液調整 １試料 640¥    
１時間を超える場合 １時間につき 630¥    その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) １試料 640¥    

連続式紙料調整機による試験 パルパーによるもの １件 4,180¥  繊維組成試験 光学顕微鏡によるもの ＊ １試料 2,040¥  
ＤＤＲによるもの１件につき １時間まで 12,930¥ 薬品溶解定量によるもの ＊ １試料 4,150¥  
ＤＤＲによるもの１時間を超える場合 １時間につき 9,500¥  １件 1,930¥  
ＤＤＲによるもの特殊組立式刃物への交換の場合 １件 10,360¥ １試料 2,680¥  

大型開放釜による煮熟試験 １件 13,070¥ １件 3,790¥  
中型開放釜による煮熟試験 １件 10,680¥ ＊ １件 5,290¥  
小型開放釜による煮熟試験 １件 4,740¥  １件 2,450¥  
オートクレーブによる煮熟試験(使用薬品を除く) １件 7,090¥  １試料 1,650¥  
地球釜による蒸解試験(使用薬品を除く) ＊ １件 21,940¥ １試料 1,880¥  
粉砕処理試験 １件 3,880¥  １試料 3,000¥  
超微粒摩砕機による摩砕処理試験 ＊ １件 2,380¥  １試料 1,740¥  
セルロースナノファイバー製造装置による処理試験 １件 16,800¥ １試料 1,350¥  
ＳＤＲラボリファイナーによる叩解試験 １件 10,640¥ １試料 3,470¥  

製造試験 多目的テスト抄紙機による製造試験 ＊ １時間 29,370¥ １試料 1,880¥  
多目的不織布製造装置による製造試験 ロール製造試験 ＊ １時間 26,690¥ 繊維長分布測定試験 ＊　１試料につき １試料まで 3,780¥  

短判製造試験 ＊ １時間 20,740¥ ＊　１試料を超える場合 １試料につき 2,860¥  
小型抄紙機による製造試験 ＊ １時間 9,970¥  細孔分布測定試験 ＊　１試料につき １試料まで 6,320¥  
大型懸垂短網抄紙機による製造試験 ＊ １時間 16,780¥ ＊　１試料を超える場合 １試料につき 5,010¥  
手すき抄紙による製造試験 １時間(10枚) 3,660¥  ＊ １試料 5,140¥  
シートマシン装置による製造試験 １時間(10枚) 2,530¥  １試料 13,380¥ 
サンプルローラーカードによる製造試験 １時間 6,690¥  ＊ １件 4,760¥  
エレクトロスピニング装置による製造試験 ＊ １時間 9,270¥  １件 1,740¥  
メルトブロー不織布製造装置による製造試験 ＊ １時間 29,010¥ １件 12,320¥ 
織り機による製造試験 １件につき １時間まで 1,730¥  ＊ １件 3,100¥  

１時間を超える場合 １時間につき 410¥    １件 5,900¥  
英語表記によ 英語表記による成績報告書 １通 2,580¥  １件 1,480¥  
る成績報告書 成績報告書の複本 １通 590¥    １件 6,330¥  
ほか 成績報告書の証明書 １通 590¥    その他

有□　無□

件数及び合計金額を記入してください。 令和４年４月１日改定手数料 　　　　　　　※は減額承認申請書が必要　　　　　　 　　　　　　   合計　　　　　　　　円
種　　　　別 金　　　額 種　　　　別 金　　　額

テストコーター＆ラミネーターによる加工試験
樹脂加工試験機による加工試験
圧縮成型プレス試験
エンボス試験
熱カレンダー加工試験
紙の手加工試験
スリッターによる加工試験
テーブルコーターによる加工試験
精密熱カレンダー装置による加工試験

レーザー加工機による加工試験

万能試験機による引張又は圧縮若しくは剥離試験(乾燥時又は湿潤時)
白色度計による白色度又は明度若しくは不透明度試験
往復摩耗試験
分析走査型電子顕微鏡写真
燃焼速度試験
サイズ度試験
電気伝導率測定試験
真空乾燥試験
紙料水分試験
ろ水度試験
灰分試験
ｐＨ試験

水解性評価試験
スロッシュボックス試験

高分解能熱画像カメラによる熱画像測定試験
滑落接触角試験

三次元計測機能付走査型顕微鏡写真
加熱乾燥式水分率測定装置による試験
臨界点乾燥試験
ゼロ・スパン張力測定試験
ディスク遠心式粒度分布測定試験
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