
2021/6/21
金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様
部屋名称 アプリラボ室 サーバー室 ゼミ室 地震工学研究室 材料評価室 生体機能応用研究室
プロジェクト開発室番号 304 305 401 402 403 405

床面積 33㎡ 14㎡ 30㎡ 39㎡ 48㎡ 59㎡

天井高 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm
ＯＡフロア ＯＡフロア ＯＡフロア ＯＡフロア
・高さmm(Ｈ＝１００） ・高さmm(Ｈ＝１００） ・高さmm(Ｈ＝１００） ・高さmm(Ｈ＝１００） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０）
・耐荷重kgf/㎡（３００） ・耐荷重kgf/㎡（３００） ・耐荷重kgf/㎡（３００） ・耐荷重kgf/㎡（３００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００）
床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ

・タイルカーペット張り ・帯電防止床タイル張り ・タイルカーペット張り ・タイルカーペット張り
・ビニル床シート張り
→耐薬ビニル床に張替予

・ビニル床シート張り
→耐薬ビニル床に張替予

コンセント コンセント コンセント コンセント コンセント コンセント

・OAﾀｯﾌﾟ(15A×4)/組×4組 ・OAﾀｯﾌﾟ(15A×4)/組×７組 ・OAﾀｯﾌﾟ(15A×4)/組×4組 ・OAﾀｯﾌﾟ(15A×4)/組×6組 ・壁埋込15Ａ×2/組×５ ・壁埋込15Ａ×2/組×１１

・天井コンセント20A×１ ・天井コンセント15A×１ ・天井コンセント15A×１０
手元開閉器
・3φ×200Ｖ×20A×５
・3φ×200Ｖ×30A×３
・3φ×200Ｖ×75A×２

電話1回線(6873) 電話1回線(3176) 電話1回線(3177) 電話1回線(6884) 電話1回線(6883) 電話2回線(6881,6882)

ＬＡＮ６回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ８回線
（学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用）
無線ＬＡＮ
（学外ネットワーク）
空調 空調 空調 空調 空調 空調
・マルチ方式（ACM-5） ・個別方式 ・マルチ方式（ACM-8-2） ・マルチ方式（ACM-6） ・マルチ方式（ACM-6） ・マルチ方式（ACM-6）
（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×1
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×1
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×１
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×４
台）

換気 換気 換気 換気 換気 換気
・全熱交換器×1台 ・天吊型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ×1台 ・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台

・天井換気扇×１台 ・天井換気扇×１台 ・天井換気扇×１台
・天吊型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ×1台

市水 市水 市水 市水 市水 市水
無し 無し 無し ・20A×1接続可 無し ・20A×1接続可
井水 井水 井水 井水 井水 井水
無し 無し 無し 無し 無し 無し
生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水
無し 無し 無し 無し 無し 無し
実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水
無し 無し 無し ・50A×1接続可 無し ・50A×1接続可
都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A
無し 無し 無し ・20A×1接続可 無し ・20A×1接続可

床仕様

電気設備

通信設備

空調・換気設備

給排水・ガス設備
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知能ロボット研究室 生体計測制御研究室 研究開発室 ゼミ室 生体熱物性計測室 前室 機械室
406 407 408 501 502 503 504

35㎡ 46㎡ 37㎡ 30㎡ 18㎡(基本使用料面積＝0㎡) 4㎡ 5㎡

2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm
ＯＡフロア

・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm(Ｈ＝１００） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０）
・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（３００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４０
床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ
・ビニル床シート張り
→耐薬ビニル床に張替予

・耐薬品性ビニル床シート
張り

・耐薬品性ビニル床シート
張り

・タイルカーペット張り ・ビニル床シート張り ・ビニル床シート張り ・ビニル床シート張り

コンセント コンセント コンセント コンセント コンセント

・壁埋込15Ａ×2/組×５ ・壁埋込15Ａ×2/組×７ ・壁埋込15Ａ×2/組×７ ・OAﾀｯﾌﾟ(15A×4)/組×４組 ・壁埋込15Ａ×2/組×４

・壁埋込 リーラーコンセント リーラーコンセント 手元開閉器
１φ×200V×30A×２ ・天吊15A×２/組×６ ・天吊15A×２/組×６ ・3φ×200V×75A×２

・3φ×200V×100A×１

電話1回線(6880) 電話1回線(6879) 電話1回線(6878) 電話1回線(4591) 電話1回線(6889)

ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線
（学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用）

空調 空調 空調 空調 空調 空調 空調
・マルチ方式（ACM-6） ・マルチ方式（ACM-6） ・マルチ方式（ACM-6） ・マルチ方式（ACM-8-2） ・マルチ方式（ACM-７） 無し 無し
（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×１
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

換気 換気 換気 換気 換気 換気 換気
・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台 ・全熱交換器×1台 無し 無し

・天吊型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ×1台 ・天吊型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ×1台

市水 市水 市水 市水 市水 市水 市水
無し ・20A×1接続可 ・20A×1接続可 無し ・25A×1接続可 無し 無し
井水 井水 井水 井水 井水 井水 井水
無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水
無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水
無し ・40A×1接続可 ・40A×1接続可 無し ・50A×３接続可 無し 無し
都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A
無し 無し 無し 無し ・20A×1接続可 無し 無し
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クリーンルーム 環境バイオ実験室 分子生物実験室 低温実験室 暗室 院生研究室
505 506 507 508 509 510

12㎡ 78㎡
71㎡

(基本使用料面積＝64㎡)
11㎡ 9㎡ 83㎡

2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm
ＯＡフロア

・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm（±０） ・高さmm(Ｈ＝１００）
・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（４００） ・耐荷重kgf/㎡（３００）
床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ 床仕上げ

・塩ビシート
・耐薬品性ビニル床シート
張り

・耐薬品性ビニル床シート
張り

・塩ビシート
・耐薬品性ビニル床シート
張り

・タイルカーペット張り

コンセント コンセント コンセント コンセント コンセント コンセント

・壁埋込15Ａ×2/組×３ ・壁埋込15Ａ×2/組×９ ・壁埋込15Ａ×2/組×７
・壁埋込15Ａ×2/組×
３

・壁埋込15Ａ×2/組×３
・OAﾀｯﾌﾟ(15A×4)/組×9
組

・壁埋込20Ａ×1/組×１ ・天井コンセント15A×７ ・天井コンセント15A×１７
手元開閉器 手元開閉器 手元開閉器
・3φ×200V×100A×１ ・3φ×200V×75A×１ ・3φ×200V×30A×２

電話1回線(番号無し) 電話1回線(6887,6888) 電話2回線(6885,6886)
電話3回線(4592，4595）
（264-6089）

ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ２回線 ＬＡＮ8回線
（学内教職員用） （学内教職員用） （学内教職員用）

ＴＶ×１

空調 空調 空調 空調 空調 空調
・個別方式 ・マルチ方式（ACM-７） ・マルチ方式（ACM-７） ・個別方式 無し ・マルチ方式（ACM-８-
（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×２
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×４
台）

（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×４
台）

（空冷式冷凍機×１台）
（空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ×
２台）

換気 換気 換気 換気 換気 換気
・外気処理ユニット×１台 ・全熱交換器×２台 ・全熱交換器×２台 無し ・天井換気扇×１台 ・全熱交換器×２台

・天吊型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ×２台 ・天吊型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ×２台

市水 市水 市水 市水 市水 市水
・20A×1接続可 ・20A×２接続可 ・20A×２接続可 無し ・20A×1接続可 ・20A×2接続可
井水 井水 井水 井水 井水 井水
無し 無し 無し 無し 無し 無し
生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水 生活排水
無し 無し 無し 無し 無し 無し
実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水 実験排水
・50A×1接続可 ・50A×5接続可 ・50A×4接続可 無し ・50A×２接続可 ・無し
都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス13A 都市ガス14A
無し ・20A×２接続可 ・20A×２接続可 無し 無し 無し


