
共用機器管理システム

SimpRent

⼤学院医学系研究科教育研究⽀援センター
共同利用機器部門

機器予約
Reservation



職員(学籍)番号か
登録したメールアドレス
を⼊⼒

パスワード（8⽂字以上）

●ログイン●
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部⾨のHP等の外部ページにアクセスできます



ログアウトはここをクリック

●ログアウト●
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①「予約」→「機器の⼀覧から予約」を
クリック

機器の故障などのお知らせ

●機器の予約●
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② ⼀覧から機器を探し、「機器ID」
をクリック
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上段︓⽇本語
下段︓英語
スクロールして表⽰

【固有の特⻑】
機器のスペック等

【運⽤ルール】
学内ルール

③ 基本情報の確認

機器をお気に⼊りに登録する場合
「お気に⼊りに追加」をクリック

【コメント】
注意事項・機器
個別のお知らせ
等
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【機器ニュース】
機器固有のお知らせ
(故障、注意点など)



④ 「予約」をクリック
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⑤ 空き状況を確認し
予約を⼊れたい時間帯をダブルクリック
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⑥ 予約開始時間/終了時間を⼊⼒

⑪ 「保存」をクリック

⑧ 「個数単位で課⾦」の場合
ラン数等を⼊⼒

⑨予約条件を確認

⑩予約者情報を確認

サブ所属先への請求を希望する
場合はここを変更

⑦課⾦のある機器はここに必
ずチェックが⼊っていること
を確認

予約開始前にメール通知を受け取れる
ようにできる(最⼩単位︓1時間) 8

プルダウンで登録されている研
究室予算を選択
（可能なら予約時に⽀払予算を
選択する）



⾃分の予約は
⾚で表⽰される
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予約条件

●機器情報の確認●
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料⾦設定

【時間単位で課⾦】
利⽤実績の利⽤時間に応じて課⾦

例）￥800/30分

【個数単位で課⾦】
ラン数に応じて課⾦

例）￥250/個数 (個数＝ラン数)

【回数単位で課⾦】
1回使⽤毎に課⾦

例）￥2000/1利⽤

※「回数単位で課⾦」と「時間単位で課⾦」等
課⾦⽅式を組み合わせる機器もあるので注意
例）￥850/1利⽤ + ￥200/30分
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マニュアルをダウンロードする場合
「ダウンロード」をクリック

関連資料
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予約時間内はトップページの「現在利⽤中の予約」の欄に「利⽤終了」ボタンが
表⽰される。機器の利⽤が終わったら「利⽤終了」をクリック
＊終了時間が現在時刻で更新される
＊予約時間内に限る

●利⽤終了●



トップページの他に、予約ページ下部にも「機器の利
⽤を終了する」ボタンが表⽰されるので、機器の利⽤
が終わったら「機器の利⽤を終了する」をクリック
＊終了時間が現在時刻で更新される
＊予約時間内に限る

14



Enter employee/student ID 
or e-mail address.

Enter password.

l Log in

15

You can access the website of Laboratory 
for Analytical Instrument through this link. 



Click this icon to log out.

l Log out
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l Reservation

① Click “Reservation”, and then 
click “Reserve from Equipment 
List”.

Announcement from 
Laboratory for Analytical 
Instruments.
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② Find equipment from the list 
and click ” Equipment ID”. 
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③ Read “Basic information”. Click “Add to Favourites” to add 
this equipment to your favorite 
equipment list.

English is followed Japanese.

【Specific features】
Specification of equipment.

【Use Rules】
Local rules of 
the equipment.

【Comments】
Notes and equipment 
specific information.
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【Equipment News】
Equipment specific 
notifications (e.g., problem, 
warning).



④ Click “Reservation”.
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⑤ Double click around the time you 
want to reserve.
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⑨ Read the 
reservation condition.

⑩ Check if the user 
information is correct.

⑥ Enter reservation 
start and end time.

⑧ Enter the number of runs 
when the billing method 
is ”billed per quantity”.

⑪ Click “Save”.

⑦ Make sure this box is checked 
in case of the equipment with 
the usage fee.

Change the laboratory from 
drop-down menu if you would 
like to charge the usage fee to 
your sub-affiliation.

Activate this button to receive email notifications 
before your reservation time starts (minimum 
unit: 1 hour).
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Select the budget from the pull-down 
menu. (It is recommended to choose 
the budget when you reserve the 
equipment.)



The reservation you 
made is displayed in pink.
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Details of reservation 
condition.

l Other information
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Details of usage fee.

【Billed per time】
The usage fee is calculated according to the time.
e.g.,￥800/30 min

【Billed per quantity】
The usage fee is calculated according to the number of runs you 
entered.
e.g.,￥250/quantity

【Billed per usage】
The usage fee is calculated according to each use.
e.g., ￥2000/usage

ü Note that the pricing in some equipment is the combination of 
multiple billing methods.
e.g., ￥850/usage + ￥200/30 min
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Click “download” to download 
the manual.

Manuals
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Click “Finish using” when you finish using the 
equipment.
• The end time is updated with the current time.
• This button appears only within reservation 

time.

l End of use



Click “End equipment use” when you finish using 
the equipment.
• The end time is updated with the current time.
• This button appears only within reservation 

time.
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