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分析のご依頼手順 
検査依頼書に必要事項をご記入の上、FAXもしくはメール添付にて 
お送りください。 
(Mail:cpsinfo.yok@jp.bureauveritas.com  FAX:045-949-4621) 

必要な検体量をご用意頂き、弊社宛に宅配便(午前中指定)にて 
お送り下さい。検体量がご不明な方はお問い合わせください。
(TEL:045-949-4664) 

ご依頼内容を確認後、分析を開始します。 

分析報告書を、まずはFAXでご報告します。 

分析報告書原本とご請求書を郵送にてお送りします。 

検査依頼書のご記入・提出 

検体の発送 

分析の実施 

分析結果のご報告 

分析報告書原本及びご請求書の郵送 

こんなときは是非ご相談ください！ 

ご依頼 

お急ぎの場合 特急検査、緊急検査の対応が可能です。 

検体が多い場合、継続的にご依頼の場合 割引の適用が可能です。 

検体について 食品保管倉庫等から分析検体のサンプリングを希望される場合は 
お申し出下さい（別途お見積になります）。 

秘密保持遵守 検査に関する情報の秘密保持を遵守します。 
秘密保持に関して契約書が必要な場合はご連絡ください。 

報告書 

英文の分析報告書や複数部数の発行を 
ご希望の場合 

対応可能です（別途手数料）。 

分析報告書の記載内容を書籍物や 
ホームページ等に掲載される場合 

事前にご一報ください。 

ご請求 

請求書について ご依頼者とご請求先が異なる場合は、検査依頼書にその旨を 
ご記入下ください。 

料金表について 

表示料金はすべて税別です。 
検査料金は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 

受付について 

弊社検体受領が午前中のものは当日を受付日とします（午後受領の受付日は翌営業日となります）。 
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◆特定検定点検査（Q.C） 

◆定量検査（RT-PCR) 

◆定性検査 

検査項目 所要日数 
(営業日) 

検査料金(税別) 
未加工品 

検査料金(税別) 
加工品 

必要量 
(目安) 対象GMO 

 スターリンク含有検査* 5 ¥20,000 ¥25,000 

穀粒2.5kg以上 
加工品200g以上 

コーン 
 Bt10含有検査* 5 ¥20,000 ¥25,000 コーン 
 NewLeaf  Plus/Y 含有検査* 5 ¥20,000 ¥25,000 ジャガイモ 
 アムフローラEH92-527-1含有検査 7 ¥40,000 ¥40,000 ジャガイモ 
 パパイヤ55-1含有検査 5 ¥20,000 ¥25,000 パパイヤ（米国） 
 パパイヤPRSV-YK 含有検査 7 ¥40,000 ¥40,000 パパイヤ（台湾） 
 害虫抵抗性遺伝子組換え米含有検査 7 ¥40,000 ¥40,000 米（中国） 
 LL601米含有検査 7 ¥40,000 ¥40,000 米（米国） 
 亜麻FP967含有検査 7 ¥40,000 ¥40,000 亜麻 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金(税別) 
未加工品 

検査料金(税別) 
加工品 

必要量 
(目安) 備考 

 大豆 ５ ¥19,500 ¥23,000 

穀粒2.5kg以上 
加工品200g以上 

 コーン ５ ¥33,000 ¥36,500 
 菜種 ５ ¥33,000 ¥36,500 
 ジャガイモ ５ ¥33,000 ¥36,500 
 綿実 ５ ¥33,000 ¥36,500 
 トマト ５ ¥33,000 ¥36,500 
 ビート ５ ¥33,000 ¥36,500 
 米 ５ ¥40,000 ¥45,000 
 アルファルファ ５ ¥40,000 ¥45,000 
 GMO一括 
スクリーニング検査
（QCMP） 

５ ¥30,000 ¥30,000 
検査をご依頼の際は、対象となる
GMO作物をご指定ください(例：大豆、
コーン等）。GMO含有の結果の場合、
大豆由来かコーン由来かの特定には、
別途追加検査が必要です。 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金(税別) 
未加工品 

検査料金(税別) 
加工品 

必要量 
(目安) 備考 

 大豆 ７ ¥46,800 ¥53,500 穀粒2.5kg以上 
加工品200g以上 

GMOの含有がある場合、
小数点第１位までの定
量数値を報告  コーン ７ ¥46,800 ¥53,500 

◆品種特定検査 
検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 大豆GMO品種特定検査 ７ ¥30,000 
穀粒2.5kg以上 
加工品200g以上  コーンGMO品種特定検査 ７ ¥60,000 

検定点（0.1％, 1％, 5％のうちいづれか１点）でのGMO含有の有無を検定または、検定点の追加も承ります。（有料） 

遺伝子組み換え作物（GMO）検査 

*追加検査として実施する場合は¥7,500となります。 

食品DNA検査 
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検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 定性検査（精米・玄米） 3 
(再検時は5営業日) ¥8,500 200g以上 

検定基準５％において、対象品種の有無及び
異品種混入の有無を判定 
(炊飯米の場合、加熱加工によるDNAの変性等
の影響により、精米よりも感度が低下します) 
（報告例） 対象品種：コシヒカリ 
 対象品種    検出 
 対象品種以外  検出せず 

 定性検査（炊飯米） 5 ¥10,000 200g以上 

◆定性検査 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 25粒検査（検体：精米・玄米） ７～９ ¥58,000 10g以上 品種が未知のサンプルからご指定の粒数を無
作為に採取して一粒毎に品種識別を実施し、
各品種の名称と粒数を報告  10粒検査（検体：炊飯米） ７～９ ¥58,000 10g以上 

◆未知品種判別検査* 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 25粒検査（検体：精米・玄米） 7 ¥25,000 10g以上 サンプルからご指定の粒数を無作為に採取して
一粒毎に対象品種かどうかを判定し、対象品種
の粒数と対象品種以外の粒数を報告 
（報告例） 対象品種：コシヒカリ 
 対象品種    ○粒 
 対象品種以外  ○粒 

 50粒検査（検体：精米・玄米） 7 ¥40,000 10g以上 

 10粒検査（検体：炊飯米） 7 ¥40,000 10g以上 

 対象品種追加料(検体:精米・玄米) ー ¥3,000 ー ブレンド米検査時の追加費用（１品種当たり） 

◆定量検査 

** コシヒカリ新潟BLは産年によって品種構成や混合比率が異なるため、検査をご依頼の際は予め米の産年をご連絡ください。 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 25粒検査（検体：精米・玄米） ７～9 ¥38,000 10g以上 サンプルからご指定の粒数を無作為に採取し
て一粒毎に品種鑑別を実施。コシヒカリ新潟
BL米の品種構成やその粒数、また従来コシヒ
カリやその他品種の粒数を報告  50粒検査（検体：精米・玄米） ７～9 ¥60,000 10g以上 

◆コシヒカリ/コシヒカリ新潟BL米 品種判別検査** 

米品種識別DNA検査 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 品種特定検査 
（検体：精米・玄米） 2～4 ¥3,000／１粒 ー 

定量検査で対象品種以外と判定された米粒に
ついて、弊社で識別可能なすべての米品種を
対象に粒毎に品種を特定し、各品種の名称と
粒数を報告（注2） 

（報告例） 対象品種以外の品種特定  
 あきたこまち  ○粒 
 ひとめぼれ   ○粒 

◆品種特定検査（追加検査) 

* 炊飯米やブレンド米での検査をご希望の際は、予め弊社にご相談ください。 
    品種鑑別の結果、弊社で識別可能な米品種に該当しない品種である場合は、「その他品種（識別不能）」とご報告させていただきます。 

※識別可能な米品種一覧は随時更新を行っております。 

食品DNA検査 
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検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量
(目安) 備考 

 混合法（検体：穀粒・餡等の加工品） 5 ¥25,000 200g以上 主要な小豆品種を報告 

 10粒検査 （検体：穀粒） 7～10 ¥30,000 10g以上 サンプルからご指定の粒数を無作為に採取して
一粒毎に品種鑑別を実施し、反応タイプの分類
とその粒数を報告  20粒検査 （検体：穀粒） 7～10 ¥50,000 10g以上 

◆小豆品種識別検査 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量
(目安) 備考 

 混合法（検体：穀粒・餡等の加工品） 5 ¥25,000 200g以上 主要な白インゲン豆品種を報告 

 10粒検査 （検体：穀粒） 7～10 ¥30,000 10g以上 
サンプルから10粒を無作為に採取して一粒毎に
品種鑑別を実施し、反応タイプの分類とその粒
数を報告 

◆白インゲン豆（手亡）品種識別検査 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量
(目安) 備考 

 10粒検査 （検体：穀粒） 7 ¥45,000 10g以上 
サンプルから10粒を無作為に採取して一粒毎
に品種鑑別を実施し、各品種の名称とその粒数
を報告 

◆金時豆品種識別検査 

判別対象品種（穀粒の場合）：きたのおとめ、しゅまり、エリモショウズ 
 ※追加で識別可能な品種(検査料金や所要日数が通常の検査とは異なりますので、対象品種の拡張をご希望の際は事前にご相談ください) 
  ホッカイシロショウズ、アカネダイナゴン、サホロショウズ、とよみ大納言、ほくと大納言、きたほたる、きたろまん、ときあかり、 
  ベニダイナゴン 
判別対象品種（餡などの加工品の場合）：きたのおとめ、しゅまり、エリモショウズ 

判別対象品種：雪手亡、姫手亡、銀手亡、グレートノーザン、ピービーン、小白芸豆、絹手亡 

判別対象品種：大正金時/新金時/大正白金時、北海金時/昭和金時、福勝、福良金時、丹頂金時、北原紅長、福白金時 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量
(目安) 備考 

 大豆同一品種判定検査 ５ ¥25,000 
（2検体で） 200g以上 2検体の大豆が同品種か別品種かを検定（外国

産大豆も検査可能）追加1検体あたり￥12,500 

 10粒検査 （検体：穀粒） ７ ¥45,000 10g以上 
サンプルから10粒を無作為に採取して一粒毎に
品種鑑別を実施し、各品種の名称とその粒数を
報告 

 混合法（検体：穀粒･豆腐等の加工品） ７ ¥30,000 200g以上 主要な大豆品種を報告 

◆大豆品種識別検査 

判別対象品種：フクユタカ、エンレイ、タチナガハ、リュウホウ、スズユタカ等の国産大豆62品種 

農産物品種識別検査 

食品DNA検査 
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検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 備考 

 黒豚識別検査 7～9 ¥25,000 10g以上 

豚肉がバークシャー種（黒豚）かどうかを
識別（遺伝子多型解析） 
対応種：バークシャー、大ヨークシャー、
ランドレース、メイシャン、デュロック、
ハンプシャー 

 豚雌雄識別検査 ５ ¥30,000 10g以上 性遺伝子の検定により豚の雌雄を判定 

 牛個体識別検査 ５ ¥25,000 
（2検体） 10g以上 ２検体の牛肉が同一個体のものかどうかを

検定（トレーサビリティの検証） 

 名古屋コーチン識別検査 ５ ¥35,000 10g以上 
愛知県畜産総合センターの種鶏に由来する
DNAパターンと一致するかどうかを検定
（生肉限定） 

◆畜産物識別検査 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 備考 

 日本種ウナギ識別検査 ５ ¥25,000 10g以上 ウナギが日本種（Anguilla japonica種）
か外国種かを識別 

 外国種ウナギ特定検査 7 ¥50,000 10g以上 日本種に限らず、ウナギの種を特定 

 外国種ウナギ追加特定検査 ７ ¥40,000 10g以上 
上記検査の追加検査として、外国種ウナギ
の種を特定 対応種：ヨーロッパウナギ、
オオウナギ等20種 

 アジ魚種識別検査 ５ ¥25,000 10g以上 
アジの魚種を判別 
対応種：マアジ、ニシマアジ（ヨーロッパ
からの輸入品） 

 サバ魚種識別検査 ５ ¥25,000 10g以上 
サバの魚種を判別 
対応種：マサバ、ゴマサバ、タイセイヨウ
サバ（ヨーロッパからの輸入品） 

 タラ魚種識別検査 ５ ¥25,000 10g以上 タラの魚種を判別 
対応種：マダラ、スケトウダラ、コマイ 

 サケ・マス魚種識別検査 ５ ¥25,000 10g以上 
対応種：シロサケ、カラフトマス、ヒメマ
ス、キングサーモン（マスノスケ）、ギン
ザケ、サクラマス、ニジマス 

 魚介類DNA識別検査 8～10 

1検体目 
¥47,000 

2検体目～ 
¥31,000 

10g以上 
DNA系統解析による魚介類の判別・同定 
対応種：国内及び海外で流通している魚介
類231種 

◆魚介類識別検査 

畜産物・魚介類識別検査 

食品DNA検査 

検査項目 所要日数
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 備考 

 動物種DNA識別検査 10 ￥68,000 10g以上 DNA系統解析による動物の種の同定 

 植物種DNA識別検査 10 ￥68,000 10g以上 DNA系統解析による植物の種の同定 

◆その他 
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検査項目 所要日数 
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 

追加検査料金 
(1動物種当たり) 

ほ乳動物由来DNA検査 5～8* ¥30,000 200g以上 ¥5,000円 

反すう動物由来DNA検査 5～8* ¥30,000 200g以上 ¥5,000円 

牛由来DNA検査 5～8* ¥30,000 200g以上 ¥5,000円 

豚由来DNA検査 5 ¥30,000 200g以上 ¥5,000円 

家きん由来DNA検査 5 ¥30,000 200g以上 ¥5,000円 

魚類由来DNA検査 5 ¥30,000 200g以上 ¥5,000円 

◆動物由来DNA検査 

検査項目 所要日数 
(営業日) 

検査料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 備考 

 牛由来タンパクELISA検査(基本料) ５ ¥22,000 200g以上 

 鶏由来タンパクELISA検査(基本料) ５ ¥20,000 200g以上 

 豚由来タンパクELISA検査 ―    ―   200g以上 ご依頼の際は事前にお問合せください 

◆動物由来タンパクELISA検査 

動物由来物質含有検査・肉種判別検査 

*陽性が出た場合 

食品DNA検査 
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検査項目 所要日数 
（営業日） 

検査料金 
 (税別) 

必要量 
（目安） 備考 

 栄養成分分析６項目 6 ¥12,000  200g以上 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー 
 栄養表示基本セット 
（栄養成分分析８項目） 6 ¥14,000  200g以上 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、 

ナトリウム、食塩相当量 
 栄養表示セット 
（栄養成分分析10項目） 11 ¥30,000  300g以上 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、 

エネルギー、ナトリウム、食塩相当量、食物繊維、 
 水分 5～7 ¥2,500  100g以上   
 たんぱく質 5～7 ¥5,000  100g以上   
 脂質 5～7 ¥5,000  100g以上   
 灰分 5～7 ¥2,500  100g以上   
 ナトリウム 5～7 ¥5,000  100g以上   
 食塩相当量（Na換算） 5～7 ¥5,000  100g以上   
 食物繊維（総量） 12～16 ¥25,000  150g以上   
 トランス脂肪酸 10～14 ¥25,000  100g以上   
 コレステロール 10～14 ¥12,000  100g以上   
 飽和脂肪酸 10～14 ¥24,000  100g以上   
 ﾄﾗﾝｽ脂肪酸･ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ･飽和脂肪酸ｾｯﾄ 10～14 ¥48,000  200g以上   
 脂肪酸組成 6～8 ¥17,000  100g以上 
 遊離脂肪酸（ｵﾚｲﾝ酸換算） ５ ¥6,000  100g以上 
 共役リノール酸（CLA) 6～8 ¥30,000  100g以上 trans-9, trans-11共役ﾘﾉｰﾙ酸・trans-10, cis-12共役ﾘﾉｰﾙ酸 
 カリウム 10～12 ¥5,000  100g以上   
 カルシウム 10～12 ¥5,000  100g以上   
 マグネシウム 10～12 ¥5,000  100g以上   
 リン 10～12 ¥5,000  100g以上   
 マンガン 10～12 ¥5,000  100g以上 
 鉄 10～12 ¥5,000  100g以上   
 亜鉛 10～12 ¥5,000  100g以上   
 銅 10～12 ¥5,000  100g以上   
 ヨウ素 10～12 ¥12,000  100g以上   
 セレン 10～12 ¥7,000  100g以上   
 ビタミンA 10～12 ¥17,000  100g以上 レチノール当量 
 ビタミンB1 10～12 ¥10,000  100g以上   
 ビタミンB2 10～12 ¥10,000  100g以上   
 ビタミンB6 14～16 ¥15,000  100g以上 
 ビタミンB5（ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸） 14～16 ¥15,000  100g以上 
 ビタミンB12 14～16 ¥20,000  100g以上 
 ビタミンC 10～12 ¥9,000  100g以上   
 ビタミンD 10～12 ¥28,000  100g以上   
 ビタミンE 10～12 ¥12,000  100g以上 α-トコフェロール 
 ナイアシン（ニコチン酸相当量） 15～17 ¥15,000  100g以上   
 葉酸 15～17 ¥15,000  100g以上   
 遊離アミノ酸18種一斉分析 10～12 ¥40,000 100g以上 （味の評価を目的とする場合） 
 遊離アミノ酸等24種一斉分析 10 ¥40,000  100g以上 
 全アミノ酸18種一斉分析 12～14 ¥50,000 100g以上 たんぱく加水分解アミノ酸（栄養表示目的の場合） 
 アミノ酸スコア 12～14 ¥50,000 100g以上 
 ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾘﾝ（ｺﾗｰｹﾞﾝ構成ｱﾐﾉ酸） 10～12 ¥20,000  100g以上   
 γ-アミノ酪酸（GABA) 10 ¥15,000  100g以上   
 テアニン 10～12 ¥12,000  100g以上 
 核酸 6～8 ¥15,000  100g以上 イノシン酸、アデニル酸、グアニル酸（3項目ｾｯﾄ） 
 有機酸 10～12 各¥15,000 100g以上 酢酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、乳酸 等 
 K値 6～8 ¥15,000  100g以上 

 糖類 11 ¥12,000  100g以上 ブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖 等 
  1項目¥12,000 追加1項目ごと￥3,000 

 酸価（AV） 5 ¥5,000  100g以上 抽出油で10ml以上 
 過酸化物価（POV） 5～8 ¥6,000  抽出油で10ml以上 

 融点 5 ¥8,000  抽出油で5ml以上 上昇融点法 
 カプサイシン 6～8 ¥17,000  100g以上   
 カフェイン 10～12 ¥10,000  100g以上   

成分分析 (栄養成分、ミネラル類、ビタミン類、機能性成分等) 
食品理化学検査 
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検査項目 所要日数 
（営業日） 

検査料金 
 (税別) 

必要量 
（目安） 備考 

 スーパーオキシド消去活性(SOD) 10～12 ¥20,000  生鮮品500g以上 
加工品100g以上   

 ORAC総量 10～12 ¥50,000  生鮮品500g以上 
加工品100g以上 ORAC親水性・ORAC親油性の合計 

 DPPHラジカル消去活性 10～12 ¥24,000  生鮮品500g以上 
加工品100g以上 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 ソルビン酸 10～12 ¥6,000  50g以上   
 安息香酸 10～12 ¥8,000  50g以上 HPLC 法 
 サッカリン 10～12 ¥10,000  50g以上   
 二酸化硫黄 10～12 ¥6,000  50g以上   
 プロピレングリコール 15～17 ¥10,000  50g以上   
 リン酸 15～17 ¥5,000  50g以上 イオンクロマトグラフ法 
 亜硝酸根 10～12 ¥6,000  50g以上   
 BHA・BHT同時 10～12 ¥12,000  50g以上   
 エタノール 10～12 ¥10,000  50g以上   
 サイクラミン酸（チクロ） 10～12 ¥10,000  50g以上   
 アルギン酸（Na) 15～17 ¥12,000  50g以上   
 ブロメライン 15～17 ¥10,000  50g以上   
 プロピレングリコール 15～17 ¥10,000  50g以上 
 TBHQ 10～12 ¥10,000  50g以上 
 食用タール色素（定性検査） 5～8 ¥7,000 粉末50g以上 

液体100g以上 

食品添加物 

成分分析 (栄養成分、ミネラル類、ビタミン類、機能性成分等) 

食品理化学検査 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 
 カドミウム 8～11 ¥5,000  100g以上   
 鉛 8～11 ¥5,000  100g以上   
 ヒ素 8～11 ¥7,000  100g以上   
 総水銀 8～11 ¥8,000  100g以上   
 スズ 8～11 ¥5,000  100g以上 
 重金属（Pbとして） 8～11 ¥5,000  100g以上   
 メチル水銀 8～11 ¥25,000  100g以上   
 PCB（ポリ塩化ビフェニル） 8～11 ¥25,000  100g以上 
 残留農薬149項目一斉分析 8～11 ¥30,000  

生鮮品500g以上 
加工品200g以上 

LC/MS/MS法 
 残留農薬260項目一斉分析 8～11 ¥40,000  GC/MS法（またはGC/MS/MS法） 
 残留農薬266項目一斉分析(茶限定) 8～11 ¥55,000 GC/MS法（またはGC/MS/MS法） 
 残留農薬329項目一斉分析 8～11 ¥55,000  GC/MS法（またはGC/MS/MS法） 
 残留農薬443項目一斉分析 8～11 ¥75,000  GC/MS法・LC/MS/MS法 
 ネオニコチノイド系農薬9項目一斉分析 8～11 ¥30,000  LC/MS/MS法 
 動物用医薬品67項目一斉分析 8～11 ¥42,000  200g以上 LC/MS/MS法 
 動物用医薬品102項目一斉分析 8～11 ¥60,000  200g以上 LC/MS/MS法 

重金属・有害物質、残留農薬、残留動物用医薬品 
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◆スクリーニング検査（ELISA法） 

検出対象 所要日数 
(営業日) 

検査料金(税別) 
1キット 

検査料金(税別) 
2キット 

必要量 
(目安) 備考 

 卵 ５～６ ¥15,000 ¥28,000 

1包装以上 
(50g以上) 

「日本ハム製FASTKITエライザ」 
もしくは 
「森永生科学製モリナガFASPEK」 
使用 

 

 牛乳 ５～６ ¥15,000 ¥28,000 

 小麦 ５～６ ¥15,000 ¥28,000 
 そば ５～６ ¥15,000 ¥28,000 

 落花生 ５～６ ¥15,000 ¥28,000 

 甲殻類(えび･かに) ５～６ ¥18,000 ¥30,000 「日水製薬製FTテストEIA」 
もしくは 
「マルハニチロ製甲殻類キット」使用 

 追加最終濃度特定検査 7～10 ¥50,000 

食物アレルギー含有検査(表示義務7品目) 

◆確認検査（ウェスタンブロット法/PCR法） 

検出対象 所要日数 
(営業日) 

基本料金 
(税別) 

追加料金* 
(税別)  

必要量 
(目安) 備考 

 卵 8～10 ¥45,000 － 

1包装以上 
(50g以上) 

ウェスタンブロット法 
 牛乳 8～10 ¥45,000 － 

 小麦 5 ¥30,000 ¥10,000 PCR法 
消費者庁次長通知「アレルギー物質を含む
食品の検査方法について」平成22年9月10
日 消食表第286号に準拠した検査方法(通
知法)のため、DNAの再抽出による再検に
より、納期を追加で3～5営業日延長する場
合があります。 
 追加検査の料金例 
小麦+そば  
＝ ¥30,000 + ¥10,000 ＝¥40,000 
小麦+えび  
＝ ¥30,000 + ¥15,000 ＝¥45,000 

 そば 5 ¥30,000 ¥10,000 

 落花生 5 ¥30,000 ¥10,000 

 かに 5 ¥30,000 ¥10,000 

 えび 7 ¥35,000     ¥15,000 

食品理化学検査 
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◆その他品目 

食物アレルギー含有検査（表示推奨品目） 

検出対象 所要日数 
(営業日) 

基本料金 
(税別) 

追加料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 備考 

 大豆 ５～６ ¥18,000 － 

1包装以上 
(50g以上) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

日本ハム製FASTKITエライザ使用 

5 ¥25,000 ¥10,000 PCR法 
アレルゲンチェッカー使用(もも以外) 
もも：もも検出プライマー使用 
 
追加料金について 
２項目以上の遺伝子検査を同時に 
ご依頼の場合、2項目目以降は１項目 
追加毎に￥10,000の追加料金(税別)と 
なります。 
追加検査の料金例 
  大豆+さば ＝  
  ¥25,000 + ¥10,000 ＝¥35,000 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 さば 5 ¥25,000 ¥10,000 
 くるみ 5 ¥25,000 ¥10,000 
 ごま 5 ¥25,000 ¥10,000 
 牛 5 ¥25,000 ¥10,000 
 豚 5 ¥25,000 ¥10,000 
 鶏 5 ¥25,000 ¥10,000 
 りんご 5 ¥25,000 ¥10,000 
 やまいも 5 ¥25,000 ¥10,000 
 バナナ 5 ¥25,000 ¥10,000 
 キウイフルーツ 5 ¥25,000 ¥10,000 
 もも 5 ¥25,000 ¥10,000 
 あわび 5 ¥25,000 ¥10,000 
 いか 5 ¥25,000 ¥10,000 
 さけ 5 ¥25,000 ¥10,000 
 カシューナッツ 5 ¥44,000 ー 
 オレンジ 5 ¥44,000 ー 

食品理化学検査 

検出対象 所要日数 
(営業日) 

基本料金 
(税別) 

追加料金 
(税別) 

必要量 
(目安) 備考 

 米 5 ¥20,000 ¥10,000 

1包装以上 
(50g以上)  

  
  

PCR法 
追加料金について 
２項目以上の遺伝子検査を同時にご依頼の場合、 
2項目目以降は１項目追加毎に￥10,000の追加 
料金(税別)となります。 
 追加検査の料金例 
   米+ジャガイモ 
    ＝ ¥20,000 + ¥10,000 ＝¥30,000 

 ジャガイモ 5 ¥20,000 ¥10,000 

 アーモンド 5 ¥20,000 ¥10,000 

 ヘーゼルナッツ 5 ¥20,000 ¥10,000 

 コーン 5 ¥20,000 ¥10,000 
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食味構成要素分析 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安)(注3) 備考 

 食肉 食味構成要素ﾊﾟｯｹｰｼﾞ分析 10 ¥85,000 

1kg以上 

以下6項目のセット分析 

   遊離アミノ酸等24種一斉分析 10 ¥40,000 

   ペプチド構成アミノ酸総量 10 ¥15,000 

   脂肪酸組成 10 ¥17,000 

   脂肪融点 5 ¥8,000 上昇融点法 

   食感(やわらかさ･噛み応え等) ５ ¥15,000 破断応力(硬さ)･ 柔軟性･噛み応え･もろさ 

   ジューシーさ ５ ¥15,000 水分, 加圧保水力, 伸展率, 加熱損失, 圧搾肉汁率 

 食肉食感総合分析 ５ ¥25,000 500g以上 「食感」と「ジューシーさ」のセット分析 

分析結果対比評価報告書作成 - ¥5,000～ 弊社保有データベースとの対比評価や検体間の
対比評価 

◆食肉 食味構成要素分析 

• 通常、牛肉はサーロイン部位、豚肉はロース部位、鶏肉はムネもしくはモモの部位を検査します。 
• 検体が冷凍品の場合、解凍方法をご指示ください。特にご指示のない場合は、こちらで判断させていただきます。 
• 必要量は測定部位、肉の厚み、赤身や脂身の比率等によって変動する場合があります。 
• 上記分析以外にも、味覚センサーによる味分析や、パネラーによる官能評価サービスも受託しております。 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

遊離アミノ酸等24種一斉分析 10 ¥40,000 

2kg以上 

精米表層部を測定 

糖類分析 11 ¥12,000 精米表層部を測定  
ブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖 等 
 1項目¥12,000 追加1項目ごと￥3,000 

食感 (硬さ･こし･付着･粘り) ５ ¥15,000 炊飯米を測定 

◆米 食味構成要素分析 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 遊離アミノ酸等24種一斉分析 10 ¥40,000 50g以上 

 糖類分析 11 ¥12,000 100g以上 ブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖 等 
  1項目¥12,000 追加1項目ごと￥3,000 

 核酸分析 10 ¥15,000 50g以上 イノシン酸・アデニル酸・グアニル酸 

 K値 6～10 ¥15,000 50g以上 

 核酸・K値セット分析 10 ¥20,000 50g以上 核酸は、イノシン酸・アデニル酸・グアニル酸 

 脂肪酸組成 10 ¥17,000 100g以上 

 食感 ５ ¥15,000 ご相談ください 硬さ/もろさ/粘り/サクサク感/プリプリ感  等 

 色調（L*a*b*表色系） ５ ¥4,000 ご相談ください 

◆その他食品 食味構成要素分析 

食品おいしさ分析 
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検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 鉱物性異物（砂、硝子、金属等） 5～7 ¥25,000 ー SEM-EDS（走査電子顕微鏡-ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型
X線分光装置）による元素分析 

 樹脂性異物（プラスチック等） 5～7 ¥25,000 ー FT-IR（ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計） 
 微生物（細菌、真菌） 5～7 ¥20,000 ー 生化学的性状試験 
 微生物同定（追加検査） 5～15 ¥30,000 ー １菌種あたり 
 毛、虫、骨、寄生虫等 5～7 ¥20,000 ー 顕微鏡観察 
 毛、虫、骨、寄生虫等 10 ¥68,000 ー DNA解析 

異物検査 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 臭気スクリーニング検査 
（2検体比較） ５ ¥25,000 30g以上 FF-2Aによる簡易分析 1検体追加¥10,000 

 臭気成分同定検査（2検体比較） 9～11 ¥75,000 30g以上 GC/MS法による詳細分析 1検体追加¥25,000 

臭気・異臭分析 

食品衛生検査 
微生物検査 

検査項目 所要日数(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 一般生菌数（細菌数） 3 ¥2,500 50g以上   

 大腸菌群 2～7 ¥3,000 50g以上   

 大腸菌（E.coli） 2～7 ¥3,000 50g以上   

 黄色ブドウ球菌 3～4 ¥3,000 50g以上   

 腸炎ビブリオ 3～6 ¥3,000 50g以上   

 サルモネラ 4～8 ¥4,000 50g以上   

 カンピロバクター 5～8 ¥6,000 50g以上   

 セレウス菌 3～6 ¥3,000 50g以上   

 嫌気性菌 4 ¥4,000 50g以上   

 好気性芽胞菌（耐熱性菌数） 3 ¥3,000 50g以上   

 嫌気性芽胞菌（クロストリジウム） 3 ¥6,000 50g以上 

 ウェルシュ菌 3～8 ¥6,000 50g以上 

 無菌試験 17 ¥6,000 １包装 対象：容器包装詰加圧加熱殺菌食品 

 腸管出血性大腸菌（ベロ毒素産生菌） 3～8 ¥6,000  50g以上 

 腸管出血性大腸菌O-157 3～8 ¥4,000  50g以上 

 真菌数（カビ・酵母） 8 ¥3,000 50g以上 

 カビ数 8 ¥3,000 50g以上 

 酵母数 8 ¥3,000 50g以上 

 乳酸菌数 4 ¥3,000 50g以上 

 低温細菌数 4または11 ¥3,000 50g以上 

 リステリア菌 3～8 ¥6,000 50g以上 

 細菌同定（同定キット） 4～ ¥5,000 ー 

 細菌同定（PCR法） 8～ ¥30,000 ー 

 カビ同定（PCR法） 8～ ¥30,000 ー 
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検査項目 所要日数 
（営業日） 

検査料金 
（税別） 

必要量 
(目安) 検出限界 追加料金* 

ゲルマニウム半導体検出器による 
放射能精密測定 

測定対象：I-131, Cs-134, Cs137 

1～2 ¥6,000  
2L(2kg)以上 

検体量が2L(2kg)に満たない 
場合、追加料金*を頂戴します。 

10Bq/kg ¥3,000 

1～3 ¥9,000  1.0Bq/kg ¥6,000 

1～3 ¥12,000  0.5Bq/kg ¥9,000 

放射能測定 

食品衛生検査 
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検査項目 所要日数 
(営業日) 検査料金(税別) 必要量 

(目安) 備考（収集データ 等） 

 牛肉 ５～８ ¥30,000 30g以上 国産、米国産、豪州産 

 米 ５～８ ¥30,000~ 30g以上 国産、米国産、豪州産 

 うなぎ（活鰻／白焼き／蒲焼き） ５～８ ¥30,000 30g以上 国産、輸入（中国産・台湾産） 

 わかめ（乾燥／塩蔵） ５ ¥18,000 30g以上 国産（鳴門産・三陸産）、中国産、韓国産 

 椎茸（原木／菌床） ５～８ ¥30,000 30g以上 国産、中国産 

 蜂蜜（アカシア） ５～８ ¥30,000 30g以上 国産、中国産、カナダ産、東欧産、南米産等 

 りんご（果汁） ５～８ ¥30,000 30g以上 国産、中国産、豪州産、南アフリカ産 

 大豆 ５～８ ¥30,000 30g以上 国産、中国産、米国産、カナダ産 

 毛髪（異物混入） ５～８ ¥18,000~ ― 日本、中国等(ご依頼の際はお問合せください) 

 産地判別評価（トライアル試験） ５～８ ¥12,000/個体 30g以上 産地判別の可能性を検討する試験 
原産地や生産時期等の情報が明確な試料を３個体
以上(１産地当たり)ご用意が可能な場合に適用し
ます。 

◆産地判別（推定検査） 

検査項目 所要日数 
(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 蜂蜜の異性化糖添加判別 5～8 ¥10,000 30g以上 AOAC法に基づく蜂蜜の異性化糖(C4植物由来)添加
判別 

 果汁の異性化糖添加判別 ５ ¥10,000 30mL以上 果汁への異性化糖（C4植物由来）添加判別 

 ストレート・濃縮還元果汁判別 ５ ¥25,000 30mL以上 ストレート/濃縮還元果汁の判別、 
水による希釈の有無確認（対象：柑橘類） 

 アルコール原料由来判別 ５ ¥30,000 30mL以上 合成/発酵ｱﾙｺｰﾙの判別、原料のC3/C4植物由来判別 

 化成品原料判別 ５ ¥15,000 30g以上 トウモロコシやサトウキビ（C4植物由来)を原料と
する化成品の判別 

◆糖添加判別・原料由来判別 

検査項目 所要日数 
(営業日) 検査料金(税別) 必要量(目安) 備考 

 炭素安定同位体比（δ13C） ５ ¥11,000 

30g以上 
(粉末1g以上) 

 窒素安定同位体比（δ15N） ５ ¥11,000 

 酸素安定同位体比（δ18O） ５ ¥14,500 

 水素安定同位体比（δD） ５ ¥14,500 

 脱脂・凍結乾燥・粉砕処理 ー ¥6,000 ― 

 凍結乾燥・粉砕処理 ー ¥2,000 ― 

◆安定同位体比測定・前処理費用 

◆産地判別データベースの作成 

安定同位体比分析 

安定同位体分析 

測定データの解析・評価サービスもご提供しています。 
上記に示しました品目以外でお困りの問題がございましたら、是非ともご相談ください。データベースの作成
をお手伝いします。その他、調査、判別をご希望される場合や不明点などがございましたら、お気軽にご相談
ください。 
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消費者に安心と信頼を確立するための食品関連サービス 
食品業界における「食品安全」については、様々な事故などに対して、業界独自の取り組みにより消費
者の信頼回復に努めているものの、より一層の本質的な安全品質の確認、担保が仕組みとして望まれて
います。ビューローベリタスは、生産から消費者に至るあらゆるチャネル段階で、「試験・分析」「検
査」「認証」サービスを提供しています。  

食品分析サービス 
食品遺伝子分析検査機関として国内最大手の一つとして知られるビューローベリタス(旧：日本認証サー
ビス)は、科学的分析に基づくおいしさの評価や安定同位体比測定による産地判別分析など、ユニークな
付加価値のある検査も開発・提供しています。また農林水産省の米品種DNA検査受託機関として米品種
鑑別検査を実施するなど、食品の安全・安心に貢献しています。2013年にはISO/IEC17025試験所認定
を取得しました。 

 

ビューローベリタスの食品関連サービス 
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