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土壌分析・産廃分析
項目一覧表

☆★短納期★☆ 六価クロム溶出試験 ¥5,940
六
価
ク
ロ
ム
・
鉛

六価クロム溶出試験 対象：土壌、改良土、セメント等 ￥4,860

環
境
系
全
般

速報納期 5営業日

速報納期 3営業日

※税込価格（2016/4/18）

六価クロム溶出試験（タンクリーチング試験） ¥6,480 

鉛及びその化合物 溶出試験 [前処理費込] ¥4,968 

鉛及びその化合物 含有試験 [前処理費込] ¥5,184 

鉛及びその化合物 溶出・含有試験 [前処理費込] ¥8,640 

商品名 金額

前処理費(溶出試験) ¥3,240 

前処理費(含有試験) ¥3,780 

前処理費(溶出・含有) ¥5,400 

前処理費（粉砕費） ¥12,960 

前処理＋検査項目で自由に組合せOK
お見積りなしでも概算算出ができます！

2p … 土対法・産業廃棄物等の

溶出・含有試験セットメニュー
記載！

商品名 金額

pH ¥1,080 

pH（土壌） ¥2,160 

大腸菌（環境） ¥1,620 

塩化物イオン ¥2,160 

含水率 ¥2,160 

油分 ¥2,700 

熱灼減量 ¥2,700 

チオシアン酸イオン ¥4,860 

アルキル水銀化合物 ¥5,400 

チウラム ¥5,400 

発熱量(総発熱量・真発熱量) ¥20,520 

高濃度VOC11項目含有量測定 ¥27,000 

PCB

アスベスト

ダイオキシン類

絶縁油 PCB分析 ¥14,040 

廃棄物 PCB分析（含有）（GC-ECD） ¥32,400 

高分解能PCB分析（含有）（GC-HRMS） ¥86,400 

アスベスト定性試験 ¥27,000 

アスベスト定性＋定量試験 ¥34,560 

ダイオキシン類(簡易法) ¥48,600 

固体中のダイオキシン類 含有・溶出試験(公定法) ¥70,200 

液体中のダイオキシン類(公定法) ¥75,600 

② 有害物質10項目(重金属) 金額

カドミウム [前処理費別] ¥2,160 

六価クロム [前処理費別] ¥1,944 

シアン [前処理費別] ¥2,592 

水銀 [前処理費別] ¥2,160 

アルキル水銀 [前処理費別] ¥4,860 

セレン [前処理費別] ¥1,944 

鉛 [前処理費別] ¥1,944 

ヒ素 [前処理費別] ¥2,592 

ホウ素 [前処理費別] ¥2,160 

フッ素 [前処理費別] ¥2,160 

① 有害物質11項目(VOC) 金額

トリクロロエチレン [前処理費別] ¥8,640 

テトラクロロエチレン [前処理費別] ¥8,640 

ジクロロメタン [前処理費別] ¥8,640 

四塩化炭素 [前処理費別] ¥8,640 

1,2-ジクロロエタン [前処理費別] ¥8,640 

1,1-ジクロロエチレン [前処理費別] ¥8,640 

シスー1,2-ジクロロエチレン [前処理費別] ¥8,640 

1,1,1-トリクロロエタン [前処理費別] ¥8,640 

1,1,2-トリクロロエタン [前処理費別] ¥8,640 

1,3-ジクロロプロペン [前処理費別] ¥8,640 

ベンゼン [前処理費別] ¥8,640 

③ 有害物質5項目(農薬等) 金額

シマジン [前処理費別] ¥5,400 

チオベンカルブ [前処理費別] ¥5,400 

チラウム [前処理費別] ¥5,400 

有機リン化合物 [前処理費別] ¥4,860 

ポリ塩化ビフェニル(PCB) [前処理費別] ¥5,400 

海洋投入処分に係る基準 金額

銅 [前処理費別] ¥1,994～

銅(農地用) [前処理費別] ¥1,994～

ヒ素(農地用) [前処理費別] ¥1,994～

亜鉛 [前処理費別] ¥1,994～

クロム [前処理費別] ¥1,994～

ニッケル [前処理費別] ¥1,994～

フェノール類 [前処理費別] ¥2,160 

ベリリウム [前処理費別] ¥2,376～

バナジウム [前処理費別] ¥2,376～

フッ化物 [前処理費別] ¥2,592～

有機塩素化合物 [前処理費別] ¥15,120 

水銀 [前処理費別] ¥5,400 

1,4-ジオキサン [前処理費別] ¥6,480 

1,4-ジオキサン(廃液中) [前処理費別] ¥17,280 

個別項目メニュー

URL : http://bunzo-kenzo.com/ 無料ご相談・お問合せ : 03-5212-7225

http://bunzo-kenzo.com/
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商品名 金額

塩素(前処理費込み) ¥15,120 

蛍光X線分析(半定量) 対象物:産業廃棄物・リサイクル品等 ¥19,440 

SiO2・SO3・CL・熱灼減量 ¥34,344 

商品名 金額

土の含水比試験 [土質試験] ¥2,160 

土の一軸圧縮試験 n=1、キャッピング込 [土質試験] ¥2,700 

単位容積質量及び実積率試験 [土質試験] ¥4,320 

微粒分量試験 [土質試験] ¥4,320 

土の粒度試験(2mm通過分) [土質試験] ¥4,320 

ふるい分け試験 [土質試験] ¥4,320 

エアモル圧縮強度試験 [土質試験] ¥4,320 

六価クロム(土質試験) [前処理費別] ¥6,480 

土の一軸圧縮試験 n=3、キャッピング込 [土質試験] ¥6,480 

液性限界・塑性限界試験 [土質試験] ¥7,020 

ロサンゼルス試験機によるすりへり試験 [土質試験] ¥8,100 

硫酸ナトリウムによる安定性試験（土質試験） ¥9,720 

透水性試験(定水位法に限る) [土質試験] ¥9,720 

コンクリート中、アロジン(六価クロム)含有試験 ¥9,720 

突固めによる土の締固め試験 [土質試験] ¥12,960 

コンクリート一軸圧縮試験 n=3、キャッピング込 [土質試験] ¥14,580 

コンクリート用練り混ぜ水試験 (回収水) [土質試験] ¥43,200 

コンクリート用練り混ぜ水試験 (上水導水以外の水) [土質試験] ¥51,840 

修正CBR試験(突固めによる土の締固め試験E法を含む) [土質試験] ¥70,200 

商品名 金額

RPF分析4項目
（発熱量、水分、灰分、全塩素分）

¥20,520 

水分(ゴミ質・固形燃料) ¥3,240 

真比重(ゴミ質・固形燃料) ¥3,240 

灰分(ゴミ質・固形燃料) ¥5,400 

重金属類(ゴミ質・固形燃料) ¥5,400 

塩素(ゴミ質・固形燃料) ¥6,480 

硫黄 ¥6,480 

灰分（JIS K2272） ¥8,100 

窒素 (CHN計) ¥8,100 

水素(ゴミ質・固形燃料) ¥8,640 

酸素(ゴミ質・固形燃料) ¥8,640 

炭素(ゴミ質・固形燃料) ¥8,640 

水分（JIS K2275-5）
（カールフィッシャー法）

¥9,720 

総発熱量 ¥9,720 

高位発熱量 ¥9,720 

総発熱量(JIS K2279) ¥11,880 

窒素分(JIS K2609) ¥15,120 

塩素分(JIS K2541-3準拠) ¥16,200 

低位発熱量 ¥19,440 

CHN計(炭素分・水素分・窒素分) ¥22,680 

商品名 金額

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) ¥2,700 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類) ¥2,700 

pH 対象:重油 ¥4,860 

カドミウム 対象：油等 ¥9,720 

鉛 対象物：油等 ¥9,720 

六価クロム 対象：油等 ¥9,720 

酸価(JIS K2501) 対象物:石油製品 ¥9,720 

ヒ素 対象：油等 ¥10,800 

シアン 対象：油等 ¥10,800 

セレン 対象物：油等 ¥10,800 

水銀 対象：油等 ¥11,880 

アルキル水銀 対象：油等 ¥11,880 

総発熱量(JIS K2279) 対象：廃油等 ¥12,960 

有機揮発性物質(VOC)11項目 対象：油等 ¥16,200 

有害物質8項目分析+引火点測定 対象：油等 ¥108,000 
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有害物質11項目（VOC） …①

有害物質10項目（重金属） …②

有害物質 5項目（農薬等） …③

全26項目 …④

【セットメニュー】第1種特定有害物質2項目（溶出試験）

11項目から2項目を選択 ¥16,200～
3項目 ¥17,280～ 4項目 ¥18,360～
5項目 ¥19,440～ 6～11項目 ¥20,520～

【セットメニュー】 第2種特定有害物質8項目（溶出試験）
カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、ほう素、ふっ素

¥19,224 

【セットメニュー】 第2種特定有害物質9項目（溶出試験）
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、ほう素、ふっ素

¥21,708 

【セットメニュー】 第2種特定有害物質9項目（含有試験）
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、ほう素、ふっ素

¥22,248 

【セットメニュー】 第2種特定有害物質10項目（溶出試験）
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、ほう素、ふっ素、アルキル水銀

¥26,352

【セットメニュー】 第3種特定有害物質5項目（溶出試験） ¥27,000 

重金属7項目(溶出試験)
カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、アルキル水銀

¥19,764 

重金属8項目（溶出試験）
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、アルキル水銀

¥22,248 

重金属9項目（含有試験）
カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、アルキル水銀、

セレン、1,4-ジオキサン、含水率

¥27,972 

重金属10項目（含有試験）
カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、アルキル水銀、
セレン、ほう素、ふっ素

¥26,784 

含有試験24項目 ④－ほう素、ふっ素 ¥56,160 

含有試験26項目+1,4-ジオキサン ④＋1,4ジオキサン ¥64,800 

対象：廃液等液体

海洋処分32項目（溶出試験）
④－ふっ素、ほう素＋有機塩素化合物、銅、亜鉛、フッ化物、ベリリウム、
クロム、ニッケル、バナジウム

¥77,760 

産業廃棄物24項目（溶出試験）④－ほう素、ふっ素 ¥56,160 

産業廃棄物24項目+1,4-ジオキサン(溶出試験) ¥59,508 

土壌汚染対策法26項目（溶出試験） ¥59,400 

土壌汚染対策法 溶出試験26項目+含有試験9項目

¥81,000 ＋カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、
セレン、ほう素、ふっ素(含有9項目)

土壌汚染対策法

海洋処分

新商品もぞくぞくと追加中！ お客様専用メニューもお作りします！

URL : http://bunzo-kenzo.com/ 無料ご相談・お問合せ : 03-5212-7225

土壌分析・産廃分析 項目一覧表

産業廃棄物

http://bunzo-kenzo.com/

