
　　　　　　　　　食品検査のご案内（器具・容器包装）　　

以下の表にない項目については、お問い合わせください。

（１）ガラス・陶磁器 ・ホウロウ
料金（税込） （５）合成樹脂：ポリスチレン（ＰＳ）

溶出試験 料金（税込）

材質試験

（２）合成樹脂：一般規格 揮発性物質 13,200

検査項目 料金（税込） 溶出試験 重金属 3,740

材質試験 過マンガン酸カリウム消費量 3,740

蒸発残留物　 水 3,740

　　　　　　　　　４％酢酸 3,740

　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740

溶出試験 重金属 3,740 　　　　　　　　　ヘプタン 6,600

過マンガン酸カリウム消費量 3,740 49,500

18,480

（６）合成樹脂：ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
（３）合成樹脂：ホルムアルデヒド製造原材料 料金（税込）

検査項目 料金（税込） 材質試験

材質試験

溶出試験 重金属 3,740

溶出試験 重金属 3,740 過マンガン酸カリウム消費量 3,740

過マンガン酸カリウム消費量 1） 3,740 蒸発残留物　 水 3,740

蒸発残留物　 水 3,740 　　　　　　　　　４％酢酸 3,740

　　　　　　　　　４％酢酸 3,740 　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740

　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740 　　　　　　　　　ヘプタン 6,600

　　　　　　　　　ヘプタン 6,600

フェノール　　　　　　　　　　2） 5,500

ホルムアルデヒド 6,600

48,400

46,200

2）ﾌｪﾉｰﾙ樹脂･ﾒﾗﾐﾝ樹脂・ﾕﾘｱ樹脂以外の樹脂は除く

（７）合成樹脂：ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）
（４）合成樹脂：ポリエチレン（ＰＥ） 料金（税込）

材質試験

料金（税込）

材質試験

溶出試験 重金属 3,740

過マンガン酸カリウム消費量 3,740

溶出試験 重金属 3,740 蒸発残留物　 水 3,740

過マンガン酸カリウム消費量 3,740 　　　　　　　　　４％酢酸 3,740

蒸発残留物　 水 3,740 　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740

　　　　　　　　　４％酢酸 3,740 　　　　　　　　　ヘプタン 6,600

　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740 メタクリル酸メチル 11,000

　　　　　　　　　ヘプタン 6,600 47,300

36,300

　　　　　  一般財団法人
　　　　　岐阜県公衆衛生検査センター
　　　　　　　（厚生労働大臣登録検査機関）

　検査項目別料金表(料金は税抜表示のため消費税は別途計算いたします。)

検査項目

カドミウム 9,900円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は7,700円となります。

鉛

合　　計

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は8,250円となります。鉛

合　　計

1）ﾌｪﾉｰﾙ樹脂･ﾒﾗﾐﾝ樹脂・ﾕﾘｱ樹脂は除く

検査項目

アンチモン

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は8,250円となります。

鉛

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合は
8,250円となります。

合　　計

検査項目

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合は
8,250円となります。

鉛

鉛

9,900円(２項目セット)

どちらか1項目の場合は
7,700円となります。ゲルマニウム

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合は
8,250円となります。

合　　計

         　　　　  ・ポリプロピレン（ＰＰ）

11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は8,250円となります。

検査項目

検査項目

鉛

合　　計

合　　計

カドミウム

鉛



（８）合成樹脂：ナイロン（ポリアミド）（ＰＡ） （１１）ゴム類：ほ乳器具以外
料金（税込） 検査項目 料金（税込）

材質試験 材質試験

溶出試験 重金属 3,740 2－メルカプトイミダゾリン 14,300

過マンガン酸カリウム消費量 3,740 溶出試験 重金属 3,740

蒸発残留物　 水 3,740 亜鉛 7,700

　　　　　　　　　４％酢酸 3,740 蒸発残留物　 水 3,740

　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740 　　　　　       　４％酢酸 3,740

　　　　　　　　　ヘプタン 6,600 　　　　　       　２０％エタノール 3,740

カプロラクタム 11,000 フェノール 5,500

47,300 ホルムアルデヒド 6,600

60,060

（９）合成樹脂：ポリメチルペンテン（ＰＭＰ） *シリコーンゴムの場合は別途ご相談ください。

料金（税込） （１２）ゴム類：ほ乳器具
材質試験 検査項目 料金（税込）

材質試験

溶出試験 重金属 3,740

過マンガン酸カリウム消費量 3,740 溶出試験 重金属 3,740

蒸発残留物　 水 3,740 亜鉛 7,700

　　　　　　　　　４％酢酸 3,740 蒸発残留物　 水 3,740

　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740 フェノール 5,500

　　　　　　　　　ヘプタン 6,600 ホルムアルデヒド 6,600

36,300 38,280

*シリコーンゴムの場合は別途ご相談ください。

（10）合成樹脂：ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）
料金（税込） （１３）金属缶（乾燥した食品を内容物とするもの除く）　

材質試験 　　（合成樹脂塗装をしたもの除く）
検査項目 料金（税込）

溶出試験 ヒ素 7,700

溶出試験 重金属 3,740

過マンガン酸カリウム消費量 3,740

蒸発残留物　 水 3,740

　　　　　　　　　４％酢酸 3,740 17,600

　　　　　　　　　２０％エタノール 3,740

　　　　　　　　　ヘプタン 6,600

ゲルマニウム 7,700

44,000合　　計

検査項目

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は8,250円となります。鉛

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は8,250円となります。

検査項目

鉛

鉛

合　　計

合　　計

合　　計

・ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）
検査項目

カドミウム 11,000円(２項目セット)

どちらか1項目の場合
は8,250円となります。鉛

カドミウム 9,900円(２項目セット)

どちらか1項目の場合は
7,700円となります。鉛

合　　計

合　　計

カドミウム 11,000円(２項目セット)*

どちらか1項目の場合は
8,250円となります。

カドミウム 11,000円(２項目セット)*

どちらか1項目の場合は
8,250円となります。

鉛


