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●〒910-0102 福井市川合鷲塚町６１字北稲田１０
●TEL：0776-55-0664
●FAX：0776-55-0665
●http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/

・「福井北」ICから自動車で約２５分
・「丸岡」ICから自動車で約２０分
・ＪＲ春江駅 徒歩２５分
・ＪＲ福井駅からバス約２５分 下車徒歩3分
 （京福バス２番のりば２８系統
 運転者教育センター線 つくしの団地下車）

福井県工業技術センター

電話もしくはWebフォームに
て利用可能かを確認の上、ご予
約してください。

希望される試験の内容につい
て、担当者までご連絡ください。
試験の対象となる試料を確認
の上で試験の可否、条件等を決
定いたします。

「試験分析（加工調整）依頼書」
に必要事項を記入してください。

「福井県工業技術センター使用
料および手数料徴収条例」によ
り定められた料金を納付してい
ただきます。試験実施期間は、
試験項目などによって異なりま
す。担当の職員にお問い合わせ
ください。

試験が完了しましたら、ご連絡し
ます。試験成績書を受け取りに
ご来所ください。試験成績書は
管理室受付でお渡しします。試
験結果についてご不明な点が
ある場合は、担当の職員におた
ずねください。

担当部署へお越しください。「施
設設備等使用願」に必要事項を
記入してください。

「福井県工業技術センター使用
料および手数料徴収条例」によ
り定められた料金を管理室受
付で納付してください。

はじめてご使用になる機器・設
備のご使用方法をお教えしま
す。設定が必要な機器・設備は、
職員と打ち合わせをしながら進
めていただきます。

※使用料表に掲載されている設備において、故障、調整中等により利用できない場合がございます。あらかじめ確認の上ご利用くださいますようお願いいたします。

打ち合わせ お申込み

予約当日に来所

技術相談

機　械

繊　維

表面処理

窯　業

金　属

眼　鏡

窯　業

繊　維

材　料

音

化　学

金属加工化　学

漆器・和紙

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

CFRP

デザイン

講演会 研究発表会 技術普及講習会 機器使用講習会 

研究会講習会・見学会

お支払い

お支払い

依 頼 試 験ご 利 用 の 手 順

機 器・設 備ご 利 用 の 流 れ

試験成績書の発行

利用日時ご予約 機器・設備のご利用

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

担当部署、担当者がわからない場合は「技術相談グループ」へお問い合わせください。ご相談は無料です。
初めてご利用される場合や、複雑な試験・加工の場合は、一度ご来所いただくことをおすすめします。

お問い合わせ TEL:0776-55-0664

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］
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主な機器・設備の紹介

注1：県外の利用者は上記料金の２倍になります。（一部機器を除く）　注２：上記料金は平成２９年１０月現在のものです。

金属光造形複合加工機
金属粉末をレーザで焼結・造形する「金属光造形」、
マシニングセンタによる「高速・高精度切削加工」を
１台のマシンに集約した装置です。中空形状、粗密
造形、深リブ加工、３次元自由形状を実現できます。

ICP発光分光分析装置
液体試料を霧化状で誘導結合プラズマ中に導
入して励起・発光させ、液体試料中に含まれる
ppm、ppb濃度の微量元素を定性・定量分析す
る装置です。

機器利用料金：1時間 2,260円

音響特性評価室（無響室、残響室）
無響室は、外部騒音を遮断し、内部吸音処理に
より反射音をなくした自由音場を作り出す装置
です。残響室は指向性のない拡散音場を作り
出す装置です。

利用料金　無響室：1時間 4,950円
　　　　　   残響室：1時間 2,870円

非接触パターン投影式３次元形状測定システム
測定対象物に縞模様を投影し、それを写真撮影・画
像処理して表面の三次元形状を非接触で測定する
装置です。

利用料金　計測機：1時間 2,770円
データ処理ソフトウェア：1時間 　330円

積極リジットレピアルーム
よこ糸をしっかり掴んで受け渡す、積極リジットレ
ピア方式により、糸の太さや種類が大きく異なるよ
こ糸でも、たて糸と接触することなく入れることが
できます。

電界放出型走査型電子顕微鏡
安定した大電流が得られるサーマルショット
キー電界放出型電子銃を用いています。対物
レンズにはセミインレンズを採用しており、試
料表面の高分解能観察が可能です。

機器利用料金：1時間 6,680円

FT-IRイメージングシステム
フィルム、繊維などの高分子複合材料の素材の分
布状態を測定することができます。数１００μm範囲

（ATRモード）の領域における分布状態の情報が
得られます。

機器利用料金：1時間 2,300円

大動変位振動試験機
試験機のテーブルに取り付けられた供試体（被試
験体）に水平、垂直方向に任意に設定した加振力、
振動数、加速度の強制振動を発生させて、その時
の疲労、強度、耐久性を試験する装置です。

機器利用料金：1時間 3,700円

大気圧プラズマ処理装置
大気圧環境でプラズマを発生させ、基材表面への
プラズマ処理による表面改質を行えます。プラズ
マ処理ガスには圧縮空気のほか、窒素や酸素、アル
ゴンなども利用できます。

機器利用料金：1時間 3,400円 機器利用料金：1時間 2,640円 機器利用料金：1時間 2,160円

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

福　井
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滋賀県工業技術総合センター

［栗東］
●〒520-3004  滋賀県栗東市上砥山232
●TEL：077-558-1500 ●FAX：077-558-1373
●http://www.shiga-irc.go.jp/

［信楽窯業技術試験場］
●〒529-1851  滋賀県甲賀市信楽町長野498番地
●TEL：0748-82-1155 ●FAX：0748-82-1156
●http://www.shiga-irc.go.jp

・名神高速道路「栗東」ICから自動車で約５分

・新名神高速道路「信楽」ICから自動車で約16分

・ＪＲ栗東駅（東口）⇒帝産バス「金勝（こんぜ）
　公民館」行き⇒北の山バス停下車すぐ
・ＪＲ草津駅（東口）⇒帝産バス「金勝（こんぜ）
　公民館」行き⇒東宝ランド下車⇒徒歩約２０分

・信楽高原鉄道「信楽駅」下車 徒歩25分

・JR琵琶湖線石山駅（南口）より帝産バス「信楽」
　行き（田上車庫で乗継）70分⇒「信楽栄町」
　下車⇒徒歩10分

来所、電話、web フォームなどでご連絡ください。相談内容によって機器・設備利用、依頼試験分析など、適切な担当者へおつなぎします。

お電話で機器をご予約ください。
担当職員と相談の上、利用いただ
く機器と日時をご予約ください。

（ホームページから、一部の機器
については予約状況がご確認い
ただけます。）

お電話で具体的な試験分析内容をご相談ください。内容に応じて担当の技術職員へおつなぎします。担当職員と相談の上、依頼いただく試験内容と
来所の日時をご予約ください。

センターの技術受付へお越しください。 
試験分析依頼書に必要事項を記入の 
上、技術受付へ提出してください。担当 
職員が試料品をお預かりします。

試験内容に応じて手数料を算出します。
依頼日に、事務受付にて手数料をお支払
いいただきます。

後日、試験の結果をお渡しします。試験成
績書は、技術受付窓口または郵送でお渡し
します（郵送をご希望の場合は、切手を貼
付済みの返信用封筒をご用意ください）。

ご利用日当日、センターの技術
受付へお越しください。試験研
究用設備使用申請書に必要事
項を記入の上、ご提出してくだ
さい。

担当職員が機器の取り扱い方法
を説明します。利用者ご自身で
操作してください。必要に応じ
て、技術職員が操作や結果の分
析などについてサポートします。

精算は機器利用当日に現金で
行ってください。利用は午後５
時までご利用いただけます。

※滋賀県外（関西広域連合広域産業振興局参画府県は除く）の申請者からの利用は、使用料が２倍になります。

※滋賀県外（関西広域連合広域産業振興局参画府県は除く）の申請者からの利用は、使用料が２倍になります。

ご依頼日当日 お支払い

来　　所

技術相談 一般公開 各技術研究会 研修生受入 技術普及講習会

機器の利用

試験成績書作成

機器の予約 精 算

お問い合わせ TEL:077-558-1500
TEL:0748-82-1155

栗　東

信　楽

依 頼 試 験ご 利 用 の 手 順

機　械

機　械

デザイン

窯　業

金　属

電気・電子

窯　業

繊　維

材　料

音

化　学

食　品無機材料

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

有機材料

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］

webフォーム http://shiga-irc.go.jp/infomation

●

琵琶湖CC

国際情報高

滋賀県工業
技術総合センターＮ

名神高速道路

小野東

北の山

県
道
12
号
線

栗東IC

機 器・設 備ご 利 用 の 流 れ
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注１：関西広域連合加盟府県以外の利用者は、上記料金の２倍になります。　注２：上記料金は平成２9年１０月現在のものです。

顕微ラマン分析装置
ラマンスペクトルを測定し、試料の化合物同定
や化学状態分析が行えます。ラマンイメージン
グ像と光学顕微鏡像との成分対比が可能です。

冷熱衝撃試験機
高温と低温の温度環境を交互に切替えること
により、急激な温度変化（ヒートショック）を試験
物に与える温度耐性評価試験を行います。

輪郭形状測定機
製品の表面形状を計測し、設計通りであるかを
確認するために用います。凹部のRやねじ山と
いった微少な凹凸の測定も輪郭形状測定機を
用います。

機器利用料金：1時間 1,030円

酸化還元雰囲気制御炉
セラミックスや金属などの1600℃以下の熱処
理が可能です。雰囲気は酸化（O2・大気）・不活性

（N2・Ar）・弱還元です。

機器利用料金：1時間 1,400円

ガス窯6.0立方メートル
陶磁器焼成用シャトル式LPガス窯です。内寸法
が奥行×幅×高さ：3200×1400×1350㎜あ
り、大型製品の焼成も可能です。

恒温恒湿室
温度（−30～＋80℃）と湿度（10～95%Rh.at
+10～＋80℃）を自由に設定できる部屋で、大
型機器や室内で人による温湿度環境試験が行
なえます。

機器利用料金：1時間 990円
770円／時間（増分）

機器利用料金：1時間 910円
700円／時間（増分）

万能材料試験機（50kN）
試験片を引張・圧縮方向に負荷することがで
き、高精度に材料や機械部品の強度試験を行う
ことができます。

機器利用料金：1時間 1,210円

薄膜用微小硬度計
試験力と押込み深さを計測することにより硬さ、
弾性率等を求められます。また平面圧子を用い
ることにより粉末等の圧縮試験が行えます。

機器利用料金：1時間 1,250円

熱分析装置
樹脂等の融解温度・熱量・ガラス転移温（DSC）、
昇温による重量変化（TG）、膨張率（TMA）等を
測定する装置です。数mg程度のサンプル量が
あれば測定可能で、研究開発から品質管理、トラ
ブル対応にご利用いただけます。

機器利用料金：1時間 2,600円 機器利用料金：1時間 1,640円 機器利用料金：1回 46,600円（燃料費含む）

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 滋　賀
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［長浜庁舎］
●〒526-0024
　滋賀県長浜市三ツ矢
　元町27-39
●TEL：0749-62-1492
●FAX：0749-62-1450
●http://www.hik.
　shiga-irc.go.jp/

［彦根庁舎］
●〒522-0037
　滋賀県彦根市岡町52
●TEL：0749-22-2325
●FAX：0749-26-1779
●http://www.hik.
　shiga-irc.go.jp/

・北陸自動車道「長浜」ICから
 自動車で約5分

・名神高速道路「彦根」ICから
 自動車で約10分

・ＪＲ琵琶湖線長浜駅下車
 徒歩約20分

・ＪＲ琵琶湖線彦根駅から
 近江鉄道乗り換え⇒
 彦根口下車 徒歩3分
・ＪＲ琵琶湖線南彦根駅
 下車 徒歩約15分

ホームページで機器・設備の予
約状況を確認し、電話で予約を
お願いします（メールでは受け
付けておりません）。
注）機器の所在地（長浜・彦根）
にご注意ください

試験の内容を打ち合わせいただき、お電話で予約をお願いします（メール
では受け付けておりません）。場合によっては来所いただき、打ち合わせが
必要な場合もあります。利用当日、受付で申請書を記入し、試料とともにご
提出してください。ホームページからダウンロードして事前に記入し持参
いただいても結構です。注）依頼先（長浜・彦根）により用紙が異なります
のでご注意ください。試験手数料をお支払いください。県外からのご利用
は２倍の料金をいただきます※。

規格等に基づき、当所が依頼試
験を行います。

試験終了後、和文または英文で
試験成績書を発行します。説明
が必要な場合は、お申し出くだ
さい。

利用当日、受付で申請書を記入
し、ご提出してください。ホーム
ページからダウンロードして事
前に記入し持参いただいても結
構です。

機器・設備は職員が説明しながら操作していただきます。難しい機器・設
備については、トレーニング後、使っていただく場合もあります。ご利用
後、使用料金をお支払いください。県外からのご利用は２倍の料金をい
ただきます※。
機器によってはエージング時間の追加料金をいただきます。

※滋賀県外（関西広域連合広域産業振興局参画府県は除く）の申請者からの利用は、一部の機器を除き使用料が２倍になります。

※滋賀県外（関西広域連合広域産業振興局参画府県は除く）の申請者からの利用は、一部の機器を除き使用料が２倍になります。

申請・精算 試　　験

来　　所

技術相談 一般公開 研修生受入

技術普及講習会

各技術研究会

機器・設備の利用・精算

試験成績書作成

機器・設備の予約

技術課題やトラブルについて技術相談（無料）を受け付けています。
（インターネットによるホームページからのお問い合わせにも応じています。）
当センターは長浜、彦根に分かれています。事前に電話などでご確認ください。相談内容に適した担当者が不在の場合もありますので、事
前に連絡いただくことをおすすめします。

お問い合わせ TEL:0749-62-1492 neirc@shiga-irc.go.jp

TEL:0749-22-2325
長浜庁舎 代表Eメール

彦根庁舎

依 頼 試 験ご 利 用 の 手 順

滋賀県東北部
工業技術センター

機　械

機　械

環　境

窯　業

金　属

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

デザイン

繊　維

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

プラスチック

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン 環　境

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

長浜庁舎 彦根庁舎

［当センターご利用の流れ］
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注1：関西広域連合加盟府県以外の利用者は、上記料金の2倍になります。（X線CTシステムを除く）　注2：上記料金は平成29年10月現在のものです。

ICP発光分析装置（彦根庁舎）
水溶液中の、主に金属元素を ppm、ppbオー
ダーの定量が可能です。また、多元素を随時分
析できます。前処理により溶解できる固体試料
は分析可能です。

ガスクロマトグラフ質量分析装置（長浜庁舎）
試料中に含まれる、さまざまな有機化合物を分
離。その化合物を定性することができます。ま
た、定量も行うことができます。

機器利用料金：1時間 1,770円

射出成形機（長浜庁舎）
製品金型に溶融樹脂を流し込んで成形します。
金型はダンベルおよび曲げ試験片（JIS）・スパ
イラスフロー・名刺ケースを設置しています（自
社の金型を持ち込んで試作可能）。

機器利用料金：1時間 1,330円

バルブ性能試験装置（彦根庁舎）
バルブや配管、その他流体機器の流量特性（容
量係数、損失係数、キャビテーション係数など）
を測定できます。

機器利用料金：1時間 4,530円

Ｘ線ＣＴシステム（彦根庁舎）
製品や部品の内部構造を非破壊で、三次元的
に可視評価できる装置です。
金属の内部欠陥、電子回路やプリント基板、二
次電池等の不良等を非破壊で調べることがで
き、幅広い分野で活用できます。

走査型電子顕微鏡（長浜・彦根庁舎）
数十倍～数万倍までを高分解能で観察可能。
低エネルギーの電子線でも観察でき、電子線に
より劣化しやすい物質の観察も可能です。元素
分析も出来ます。

機器利用料金 1時間 2,700円 + 分析 1,950円

メタルハライドウェザーメータ（長浜庁舎）
超促進型光源を備えた試験機。屋外暴露で１０
年分が約１ヶ月強で再現でき、材料開発に有効
です（素材によって差があります）。

機器利用料金：1時間 1,330円

自動サンプル織機（長浜庁舎）
綜絖枚数２６枚織幅５０㎝コンピューター制御のレピ
ア織機です。たて糸の送り出し、巻き取り、開口や、
よこ糸の挿入などを全てコンピューター制御で行
う試織機です。レピア式で、最大織幅は５０㎝、最大
綜絖枚数は２６枚、最大よこ糸給線本数は８本です。

放電プラズマ焼結機（彦根庁舎）
金属やセラミックスなどの粉体材料をパルス状
の電気エネルギーにより焼結・接合することが
できます。

機器利用料金：1時間 4,060円
（低濃度用：1時間 4,090円） 機器利用料金：1時間 1,810円 機器利用料金：1時間 4,180円

機器利用料金：1時間 620円
410円／時間（増分）

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 滋　賀
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京都府中小企業技術センター

●〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
●TEL：075-315-2811 ●FAX：075-315-1511
●https://www.kptc.jp/

［中丹技術支援室］
●〒623-0011 京都府綾部市青野町西馬場下38-1
●TEL：0773-43-4340 ●FAX：0773-43-4341
●https://www.kptc.jp/

・名神高速道路「京都南」ICから自動車で約２０分

・京都縦貫自動車道「京丹波わち」ICから
 自動車で20分
・舞鶴若狭自動車道「綾部」ICから自動車で6分

・ＪＲ丹波口駅下車⇒西に徒歩５分

・近鉄・ＪＲ京都駅⇒市バス（７３系統/７５系統）     
　京都リサーチパーク前下車⇒南へ徒歩３分

・ＪＲ綾部駅下車⇒北に徒歩4分

当センターのご利用にあたっては、まずは電話でお問い合わせください。機器貸付や依頼試験のほか、新製品開発、品質管
理、技術改善、研究開発など、中小企業が抱える技術に関する様々な悩みや課題に的確にアドバイスいたします。

機器の利用状況等を確認
し、利用日時・期間を決定
します。

試料（材料・部品・製品等）
と、図面などを準備して来
所してください。事前に当
センター試験担当者と、
試験内容の打ち合わせを
行います。

企業の研究・調査・試験分析をお引受けします。 企業と共同で研究を実施します。 企業の技術者を受け入れ、研究開発手法及び専
門技術の習得を支援します。

依頼書を作成ください。
依頼書はホームページよ
りダウンロードできます。

依頼書に所定の額の京都
府収入印紙を貼付して提
出してください。
※京都府収入証紙は、当
センターでも取扱ってい
ます。（３Ｆ 総務課）

試料をお預かりし、試験を
行います。

試 験 結 果 を 説 明 の 上、
データシート・試験後の試
料などを返却します。ま
た、必要に応じて成績書
の発行や技術アドバイス
を行います。

申込書をご提出ください。
申込書はホームページよ
りダウンロードできます。

利用申込みを受け付けた
後、当センターから機器利
用の承諾書を発行します。

※現金による支払いも可
能です（詳細はお問い合
わせください）。

事前打ち合わせ

受託研究 共同研究 研修生の受入

試験・分析 依頼書の作成

申込書の提出

技術相談

研究発表会

依頼試験

研修生受入 装置使用

各技術研究会 機器利用講習会 

機械設計・加工 材料・機能評価

表面・微細加工

企業連携技術開発支援事業

各技術セミナー・講習会

承諾書の交付

依頼書の提出（申込み) 試験・分析の実施 結果報告

事前打ち合わせ 使用料の支払い 機器の使用

依 頼 試 験ご 利 用 の 手 順

お問い合わせ TEL:075-315-8633基盤技術課 TEL:075-315-8634応用技術課

機　械

食品・バイオ

窯　業

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

電気・電子化学・環境

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

デザイン

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］
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注1：関西広域連合加盟府県以外の利用者は、上記料金の1.5倍になります。　注２：上記料金は平成29年１０月現在のものです。

X線光電子分光分析装置（XPS）
表面微小部（200μmφ範囲）の元素組成及び
化学結合状態が分析できます。また、Arイオン
銃の他にArガスクラスターイオン銃を搭載し
ています。

三次元スキャナ(3D Scanner) 
３次元形状データを非接触で素早く取得し、3D
プリンタや３次元CAD等で利用可能なデジタ
ルデータを作成することができます。

機器利用料金：1時間 1,700円～

超低温恒温器
超低温下での製品や部品の信頼性評価のため
の環境を提供できます。広温度範囲（−85℃～
180℃）での温度サイクル試験も可能です。

機器利用料金：1時間 400円 機器利用料金：1時間 5,100円～

分析型走査電子顕微鏡（SEM-EDS）
比較的大型の試料や磁性材料を高倍率で観察
し、微小部分の簡易な元素分析や元素の分布
を調べる（マッピング）ことが可能です。

機器利用料金：1時間 4,300円～

飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析装置
（LC-TOF/MS）
食品等の試料中に含まれる成分の精密質量を
測定し、その成分の組成式（元素組成）の推定と
同定を行うことができます。

光学特性評価システム
LEDデバイスや電球タイプ、直管タイプ照明器
具の全光束・配光測定により光源の性能を評価
できます。

レーザープローブ式非接触三次元測定装置
微細部品や金型、電子部品、傷つきやすい素材
など接触式での測定に適さない対象物の形状
観察・評価を行います。

機器利用料金：1時間 3,700円

マイクロフォーカスX線ＣＴ
Ｘ線を透過させて部品内部の断面画像を得るこ
とができます。さらに、三次元表示も可能で、部
品内部の状態を立体的に見ることができます。

機器利用料金：1時間 4,000円

レーザーラマン顕微鏡
材料の化学結合状態をラマンスペクトルとして
測定し、イメージ化によって視覚的に微小部の
二次元情報を取得することができます。

機器利用料金：1時間 10,000円～ 機器利用料金：1時間 2,000円 機器利用料金：1時間 4,800円

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 京　都
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京都市産業技術研究所

お問い合わせ TEL:075-326-6133

●〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91  　
　京都リサーチパーク9号館南棟
●TEL：075-326-6100
●FAX：075-326-6200
●http://tc-kyoto.or.jp/

・名神高速道路「京都南」ICから自動車で
 約２０分
・ＪＲ丹波口駅下車⇒西に徒歩８分

・近鉄・ＪＲ京都駅⇒市バス（７３系統/７５系統）
 京都リサーチパーク前下車⇒西へ徒歩６分

当研究所のご利用にあたっては、必ず１階東側の総合受付窓口にお越しください。まず受付カードを発行します。受付スタッ
フがご相談の内容をお伺いして、担当者につなぎます。研究員がより詳しいご相談内容をお聞きし、ご利用方法を選択してい
ただきます（ご相談は３０分未満無料）。２回目以降は、カードをご持参していただくと簡単に受付が完了し、担当研究員の部屋
にご案内できます。

利用可能な機器の中から、使い
たい機器を選択していただきま
す。

研究員がご要望をお聞きし、最
も適した試験・分析方法を選択
します。

対象物のサンプルをお預かりし、
担当研究員が試験・分析を行い
ます。

企業の技術課題について研究所が受託し、解決
します。

企業と共同で研究を実施します。機器は研究員
の指導のもと、ご利用いただけます。

研究員と共同で技術開発手法を学び、研究開発
能力の向上や製品開発のノウハウを修得します

（１２回、２４回、３６回のコースがあります）。

後日、試験・分析結果について、
成績書を発行します。必要な場
合は再試験を行います。

研究員が利用方法をご説明しま
す。

ご自身で機器をご利用ください
（利用時間／半日単位または１
日単位）。

試験・分析の
詳細打ち合わせ

対象物（サンプル）
 預かり 成績書発行

使い方の指導

受託研究の場合 共同研究の場合 ＯＲＴの場合
（ オンザリサーチトレーニング）

機器の利用

依 頼 試 験・分 析 の 場 合

機 器 利 用 の 場 合

ご利用機器の選択

担当部署、担当者がわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

受託研究や
共同研究、ＯＲＴへ
と 移行する場合も

あります。

技術相談 依頼試験 機器利用

各種研修会 各種セミナー 各種講習会

陶磁器、セラミックス

表面処理（めっき）

高分子（プラスチック）

伝統産業技術後継者育成研修

共同・受託研究

機　械

窯　業

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

漆工（うるし）染　織

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

デザイン金属関係 バイオ

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン めっき

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］
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イオンクロマトグラフシステム
高速液体クロマトグラフの一種で、水溶液中
の無機イオンの種類や量を測定します。イオン
の種類や濃度を求めることができます。（公財）
JKA補助物件

電子線マイクロアナライザー
固体試料表面の微小領域から広領域まで、元
素の定性、定量を電子顕微鏡観察や元素マッピ
ングを行います。新素材開発、加工工程の改善
等に活用できます。（公財）JKA補助物件

試験分析手数料：１件 10,280 円～試験分析手数料 ：１件 2,460 円～

振動試験装置
電気部品や電子機器等の振動耐久性の評価や
共振点の検出、家電製品等の輸送振動試験を
行います。近年主流となるランダム波振動試験
にも対応。（公財）JKA補助物件

ラピッドプロトタイピング造形装置（3Dプリンター）
3D-CADで作成された形状データを「輪切り状
の断面の積み重ね」に変換して、細い糸状に溶
かしたポリカーボネートを下から一層ずつ積み
重ねて立体化できます。

試験分析手数料：１件 2,570 円～

試験分析手数料：１件 4,620 円～

グロー放電発光分析装置（ＧＤＳ）
深さ方向の元素分析ができます。薄膜、めっき、
表面処理、コーティング分野等の研究開発や品
質管理に幅広く利用できます。（公財）JKA補助
物件

高速ＦＴ-ＩＲイメージングシステム
工業材料の固体（粉末）試料・液体試料の赤外
線スペクトルを測定することにより、試料中の
元素と結合状態が分かり、試料の同定や定量分
析が可能になります。（公財）JKA補助物件

試験分析手数料：１件 2,460 円～ 試験分析手数料：１件 2,460 円～

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

電磁式疲労試験機
油を使わないクリーンな電磁力を駆動源とす
る電磁サーボ式の材料疲労試験機です。最大
試験力容量１kNで、プラスチック、金属材料な
ど小型部品の動的強度評価が可能です。

レーザー顕微鏡
固体試料の表面に対して、大気中でレーザーを
走査することにより、非接触で試料の表面形状
を測定することができる装置です。

X線回折装置
試料にX線を入射させ、回折情報を読み取る装
置です。結晶構造による構成成分の同定や、試
料の結晶性、結晶の方位、結晶子サイズ、内在
する歪み等を調べることができます。

試験分析手数料：1件 4,620円～ 試験分析手数料：1件 5,000円～ 試験分析手数料：1件 4,930円～

主な機器・設備の紹介 京　都

注1：関西広域連合加盟府県以外の利用者は、上記料金の1.5倍になります。　注２：上記料金は平成29年１０月現在のものです。
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大阪産業技術研究所
本部・和泉センター

●〒594-1157  大阪府和泉市あゆみ野２丁目7-1
●TEL：0725-51-2525（総合受付）
　※受付時間　平日9:00〜17:30
●FAX：0725-51-2509
●http://tri-osaka.jp/

・阪和自動車道「岸和田和泉」ICすぐ

・泉北高速鉄道「和泉中央駅」から南海バス
 （５番のりば）に乗車「大阪技術研前」まで約１０分

ご利用にあたっては、まずお電話でご用件（相談、依頼試験、装置使用等）をお申し出ください。
ご来所される場合は、事前に研究員にご相談していただくとともに、来所日時の予約をお願いします。

ご相談の方は「利用者カード」を受付に提示してください。依頼試験または装置使用をご希望の方は身分証明書（運転免許証等）も併せてご提示くだ
さい。ご来所の目的（技術相談、依頼試験、装置使用）に応じてご案内します。
初めてご来所される方は、利用者登録（「利用者カード」の発行）をさせていただきますので、お名刺または社員証と身分証明書（運転免許証等）をご持
参ください。なお、登録申請書は当所のホームページ（http://www.tri-osaka.jp/c/menu/touroku.html）からダウンロードできます。

当研究所の職員には地方独立行政法
人法の規定により守秘義務が課され
ています。安心してご相談ください。

①担当研究員と試験内容について打ち合わせを
　行ってください。試料をお預かりし、依頼試験書
　類（申込書、受付書、処理書）をお渡しいたします。
②総合受付の会計受付へ上記書類を提出してくだ
　さい。受付書に捺印してお渡しいたしますので、
　お持ち帰りください。
③報告書と請求書をご依頼者宛に郵送いたします。

①担当研究員の指示※に従って装置をご使用くだ
　さい。使用終了後に装置使用書類（報告書、確認
　書）をお渡しいたします。
②総合受付の会計受付へ上記書類を提出してくだ
　さい。確認書に捺印してお渡しいたしますので、
　お持ち帰りください。
③請求書をご利用者宛に郵送いたします。
※指導を要した場合は指導料（３０分あたり２，５００円）をい
ただきます。また、機器の操作方法を習得していただくため
の機器利用技術講習会を随時開催しておりますので、当所
のホームページをご覧ください。

相談（無料） 依頼試験 装置使用

お問い合わせ TEL:0725-51-2525 インターネット技術相談（無料）も受け付けております。
http://tri-osaka.jp/tri24c.html

来 所 受 付とご 登 録（ １階  総 合 受 付 ）

技術相談

施設使用団体支援

共同・受託研究 簡易受託研究

開放研究室

実用化支援

装置使用 依頼試験

機械・加工 金　属

情　報

各技術セミナー・講習会

公募型共同開発事業

オーダーメード研修

機　械

応用化学

窯　業

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

電気・電子

繊維・高分子 皮・革

表面処理

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

セラミックス

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］

●

大阪産業技術研究所
本部・和泉センター

Ｎ

岸和田和泉
インター西

岸和田和泉IC

唐国南

唐国南1号

泉北
高速
鉄道
線

阪和
自動
車道和泉

中央
駅
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注１：上記料金は平成29年10月現在のものです。

５軸制御マシニングセンタ
工具の位置と傾きを制御できる装置で、従来の
３軸制御マシニングセンタでは不可能だった複
雑な形状加工や、生産工程の効率化・高精度化
が可能です。

ものづくり工房3Dプリンタ装置
UV硬化方式の３Dプリンタです。サポート材
は水溶性のため、比較的除去が容易です（※サ
ポート材を溶かした溶液は廃油処理が必要で
す）。

使用料：1時間 2,000円～

X線CTスキャナ
医療用X線CT装置の産業用版です。非接触・非
破壊で製品内部の二次元断面画像を得ること
ができます。さらに三次元表示が可能で、内部
欠陥の検出が行えます。

X線CT画像撮影：1件1案件 30,600円～

球面収差補正機能付走査透過電子顕微鏡
電子線をナノより小さな原子オーダーまで絞
り、試料上に走査・照射することで、材料をナノ
レベルで観察・分析します。微細構造や界面状
態、元素組成を知ることができます。

使用料：半日 193,000円～

大型貨物用振動試験機
大型重量物を加振でき、サイン波、ランダム波、
実波を発生できます。包装貨物や製品を対象に
した振動耐久性評価や、地震対策品の耐震性能
評価だけでなく、振動に絡むトラブルの原因究
明、対策検討、効果検証などにも活用できます。

微粉末積層造形装置
金属の粉末を、入力した設計データに基づいてレー
ザで溶融・焼結させて造形します。金型不要で試作の
迅速化、切削加工では得られない複雑形状の作製、
例えば、義歯、人工骨など一点ものの作製など、従来
の加工法と違った発想のものづくりを実現します。

使用料：1時間 13,300円～

高速シリコンディープエッチング装置
高速にシリコン基盤を垂直に深く加工すること
により、高い自由度を持つ形状を有するシリコ
ン立体構造体の作製が可能になる装置です。

使用料：1時間 10,400円～

ナノインデンター
ナノスケールレベルでの高度な表面計測、評価、
解析が可能であり、材料表面の機械的物性を総
合的に評価できる最新の高機能型装置です。

使用料：1日 59,600円～

ニオイ分析総合システム
ニオイの強さと質の変化を客観的に視覚化で
きる官能評価型分析装置と、においを持つ化学
物質を高感度で定性・定量できる成分分析から
構成されています。

使用料：1時間 5,000円 使用料：官能評価型分析装置 半日 31,900円～
　　　　　　　　 成分分析 半日 35,300円～ 機器利用料金：1時間 15,700円

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 大　阪
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大阪産業技術研究所
森之宮センター

●〒536-8553 大阪市城東区森之宮１丁目６番５０号
●TEL：06-6963-8011
●FAX：06-6963-8015
●http://www.omtri.or.jp/

・阪神高速１３号東大阪線「森之宮」ICから
 自動車で約５分
・JR大阪環状線、地下鉄中央線・長堀鶴見緑地
　線森ノ宮駅下車（４番出口）徒歩１０分
   中央大通沿いを東へ⇒ UR都市機構角（交
   差点）を北へ⇒森之宮小学校北隣

高度な分析・測定ができる先進装置をご利用いただける「ライセンス装置利用制度」を設けています。ご利用にあたっては、担当研究員の技術
指導を受けていただき、ライセンスを発行。利用技術を習得した上で、ご自身で操作していただきます。

技術指導料をお支払いいただ
きます。

装置使用ライセンスを発行しま
す（発行日から１年間有効）。

装置の使用をお申込みくださ
い。同じ装置を再びお使いにな
る際は、装置使用申込書提出の
みでご利用いただけます。

ご自身でライセンス装置をご
利用いただけます。

ご来所いただき、利用ご希望の
装置の担当研究員と面談をお
願いします。

まずは無料技術相談窓口までお問い合わせください。
担当研究員が装置の使い方な
どを技術指導します（有料）。指
導なしに利用できる方は免除
可能です。

※ライセンス装置以外の装置については、担当研究員と面談のうえ、装置使用申込書をご提出の上で、ご使用いただけます。但し、技術的に十分な経験を有する方に限ります。

電話相談

依頼試験・分析 試験・分析実施 報告書提出

受託研究 研究実施 報告書提出

装置・施設利用 装置・施設の利用

職員派遣 職員の派遣

ご来所の上
面談

申込書
提出

技術相談
（無料）

受付・
料金支払

そ の 他 依 頼 試 験 の 流 れ

ライセンス装置の
使用（有料）

ライセンス装置の
使用申込み

ライセンス
許可証を発行ライセンス申請

担当研究員と面談・
申込書提出 技術指導TEL:06-6963-8181

https://secure.omtri.or.jp/contact/

お問い合わせ
技術相談専用電話

技術指導申込書を提出

装置使用申込書を提出ライセンス申請書を提出

技術相談 受託研究 依頼試験 装置使用 人材育成

化　学 高分子

有機材料

オーダーメード研修 グリーンナノコンソーシアム

ナノテクノロジー

レディメード研修

技術セミナー・講習会 技術シーズ・成果発表会

機　械

窯　業

金　属

繊　維

材　料 音

化　学

電子材料 加工技術 環境技術

バイオ

光

紙

情　報木　材

電気・電子

食　品

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革 バイオ

デザイン 環　境

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［ライセンス装置利用制度ご利用の流れ］

●
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大阪産業技術研究所
森之宮センター
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京橋
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玉造

webフォーム
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注１：上記料金は平成29年11月現在のものです。

電池開発評価センター
コイン型・ラミネート型リチウムイオン電池の
試作・評価（充放電、インピーダンス測定）によ
り、電池材料の開発を行います。

樹脂混練・成形評価装置
少ない試料量で溶融混練と試験片の作製がで
きる小型混練機です。新規樹脂材料を開発す
るための有用なツールとして活用できます。

ライセンス取得により利用可能
１日 15,400円

分析型透過電子顕微鏡装置
薄膜状に成形した試料内部の超微細構造を観
察できます。特性X線を利用した元素の定性・
定量分析や分布状態の分析を非破壊で行えま
す。

ライセンス取得により利用可能
１日 68,900円

X線光電子分光分析装置
固体試料表面の元素分析や化学状態分析の 
他、元素の二次元方向や深さ方向の分布状態
も測定できます。

製品外観トラブル対策の強い味方

設計支援 ･ 解析用シミュレーションシステム
機械金属製品の構造解析、射出成形の樹脂流
動解析、電気電子部品の熱流体解析、材料開発
に利用できる各種物質の分子設計支援が行え
ます。

マトリクス支援レーザー離脱イオン化飛行
時間型質量分析装置（MALDI/TOFMS）
低分子有機化合物からバイオ、合成ポリマーま
で、様々な有機化合物の分子量を、極微量の試
料で、高感度かつ精密に測定できます。

ライセンス取得により利用可能
１日 19,900円

次世代光デバイス評価支援センター
半導体光源（有機、無機 LEDなど）やその照明
器具の全光束、配光、輝度分布、分光分布、色
度、色温度、演色性評価数等の測定・評価装置
を設置しています。

半導体光源の性能評価は本センターで

核磁気共鳴装置　600MHz NMR
有機・高分子・無機化合物の分子構造解析・物性
評価に利用できます。溶液・固体・ゲル状試料ま
で、幅広い試料が測定対象です。

溶液･固体･ゲル状試料も測定可能な
多機能NMR

スーパーキセノンウェザーメーター
キセノンアーク光源を用いた促進暴露試験を
行い、プラスチック、ゴム、塗料などの耐候性
を、短時間で再現性よく評価できます。

一貫した電池材料開発のハンズオン支援 強エネルギー型で時間と費用を軽減 IoTを活用したものづくりをお手伝いします

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 大　阪
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兵庫県立工業技術センター

●〒654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-12
●TEL：078-731-4033
●FAX：078-735-7845
●http://www.hyogo-kg.jp/

・阪神高速道路「若宮」ICから自動車で約２分
・JR鷹取駅下車⇒線路沿い西へ６分
・JR須磨海浜公園駅下車⇒線路沿い東へ７分

当センターのご利用にあたっては、まずはお電話でお問い合わせください。（ご相談は無料です。）

技術交流館１階総合相談窓口「ハ
ローテクノ」へお越しいただくか、
お電話で次の事項をご確認くだ
さい。
●利用したい機器 
●目的、対象物　●利用日時
●料金
●機器利用研修が必要かなど

ご来所のうえ、担当研究
員と試験内容や試験期
間等について打ち合わ
せしていただきます。

申込書に必要事項をご
記入のうえ、試料などと
ともに担当職員にご提
出ください。

納付書を郵送いたしま
す。金融機関でお振込
みください。

納付を確認後、
テクノトライアルを実施
します。

試作物や分析報告書を
提出します。

試験分析機器の操作方法や測定
方法を習得していただきます（有
料）。研修は概ね１日程度です。受
講された方は対象機器を必要な
時にご利用いただけます。
※操作が簡単な機器は研修を受
講しなくてもよい場合もあります。

使用当日までに機器申込み手続
きと使用料金を窓口でお支払い
ください。

ご利用に際しては、事故のないよ
うにご注意願います。

打ち合わせ お申込み

機器利用研修 お申込み

お支払い 実　施 試作物や
報告書の提出

打ち合わせ 機器の利用

当センターではアイデア段階での試作や、今後研究を進めるかどうかを見極めるための測定、分析や試作加工を行っています。 契約書は不要で簡
単な手続きでお申込みできます。また、当センターの職員が分析を行う依頼分析も実施しています。

テクノトライアル の 流 れ

radish@hyogo-kg.jpTEL:078-731-4033 （総合相談窓口）お問い合わせ

技術相談 セミナー

機器利用 各種研究会講習会

無機・有機材料 醸造・食品 計測・測定

テクノトライアル 

機械加工

技術入門研修

イベント・フェア

機　械

窯　業

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

デザイン・評価 繊　維 皮　革

鉄鋼材料

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

電気・電子

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］

●

須磨消防署

兵庫県立
工業技術センター

Ｎ

　鷹　
取

鷹取中

若宮小

阪神
高速
道路

阪神
高速
道路

若宮IC

［繊維工業技術支援センター］
●〒677-0054 兵庫県西脇市野村町1790-496
●TEL：0795-22-2041 ●FAX：0795-22-3671
●http://www.hyogo-kg.jp/seni/

［皮革工業技術支援センター］
●〒670-0811 兵庫県姫路市野里3
●TEL：079-282-2290 ●FAX：079-222-9043
●http://www.hyogo-kg.jp/hikaku/

Eメール

機 器・設 備ご 利 用 の 流 れ
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ガスクロマトグラフ質量分析装置
食品の香気成分、揮発成分など、気化しやすい
化合物の定性・定量に用いられる分析装置で
す。主に清酒中の香気成分の同定・定量分析
に用います。

集束イオンビーム加工装置
金属、セラミックス、高分子材料など固体材料
の断面加工、薄片化加工や、表面観察、元素分
析（定性、定量、線分析および面分析）が可能で
す。

機器利用料金：1時間 9,800円

X線光電子分光分析装置
最表面の組成分析、化学状態・化学結合状態の
分析に加えて、Arガスクラスターイオン銃の搭
載により深さ方向の分析も可能です。

樹脂積層型三次元造形装置（3Dプリンタ）
液体樹脂をインクジェット方式で噴射。紫外線
ランプで硬化・積層することにより、立体モデル
を造形する装置です。

電磁波ノイズ耐性評価装置
電子機器から発生する電磁雑音強度、または電
子機器の外来電磁雑音に対する耐性を評価す
る装置です。３ｍ法に対応しています。

X線マイクロアナライザー
金属セラミックスゴムなどの材料の元素分析

（定性および定量分析）や、線分析、面分析な
どのマッピングにより元素の分布状態を調べる
装置です。

機器利用料金：1時間 4,600円機器利用料金：1時間 6,600円

デザイン評価開発システム
工業製品のデザインを人間工学の側面から評
価するため、ヒトの視線計測および動作計測を
行う装置です。

機器利用料金：1時間 2,900円

マイクロX線CTスキャナー
X線透過画像やX線CT画像（断面画像）を得る
装置で製品内部構造観察や欠陥の非破壊検査
に使用します。

機器利用料金：1時間 5,500円 機器利用料金：1時間 4,900円

走査型プロープ顕微鏡
試料の表面形状を高分解能で測定する装置で
す物理的性質（摩擦力、磁気力、粘弾性など）の
分布状態も観察可能です。

機器利用料金：1時間 2,000円 機器利用料金：1時間 3,100円 機器利用料金：1時間 10,300円

注1：県内外に関わらず均一料金です。　注２：上記料金は平成２９年４月現在のものです。

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 兵　庫
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奈良県産業振興総合センター

●〒630-8031奈良市柏木町129-1
［生活・産業技術研究部］
●TEL：0742-33-0863
●FAX：0742-34-6705

［創業・経営支援部］
●TEL：0742-33-0817
●FAX：0742-34-6705
●http://www.pref.nara.jp/1751.htm

・第二阪奈有料道路「宝来」ランプから
 自動車で約１０分 
・近鉄橿原線 西ノ京下車⇒東へ徒歩２０分

・近鉄奈良駅１０番乗り場、JR奈良駅西口３番
 乗り場または新大宮駅から２８系統（恋の窪  
　町行）柏木町南下車⇒西へ徒歩５分

担当職員とご相談のうえ、
利用する機器と日程を決
めてください。

担当職員に試験内容をお
伝えいただき、来所日時を
決めてください。

備え付けの申請用紙「依
頼票」に必要な事項をご記
載いただき、担当職員に
試験を依頼してください。

料金は奈良県収入証紙で
納付してください。当セン
ター内 の（一社）奈良経済
産業協会で販売していま
す。（平日９時～１６時）

試験完了後、報告書を提
出します。報告書の受け取
り控えをご持参いただき、
受付窓口で報告書を受け
取ってください。説明が必
要な場合は遠慮なく、お申
し出ください。

機器利用の申請用紙「行政
財産使用申請書」をホーム
ページよりダウンロードし
ていただき、ご記入の上、
当日にご持参ください。

予約時間にご来所くださ
い。なお、初めて機器をご
利用いただく際には、必ず
操作方法の講習を受けて
いただいたうえで、ご利用
いただきます。

機器使用料を奈良県収入
証紙で納付してください。
当センター内の（一社）奈
良経済産業協会で販売し
ています。

（平日９時～１６時）

ご利用の機器で使用した
器具などを片づけてくだ
さい。なお、持ち込まれた
試験品はお持ち帰りくだ
さい。

ご相談 依頼申請

利用申請書の準備 操作方法のご説明・
機器の利用

料金の納付 試験実施 報告書の提出

ご相談 料金の納付 掃除・片づけ

まずは相談窓口までお問い合わせください。ご相談の内容をお伺いして担当職員をご紹介します。ご相談は無料です。

お問い合わせ TEL:0742-33-0863　FAX:0742-34-6705

依 頼 試 験 の 流 れ

創業相談

技術相談

創業サロン

伝統産業振興

機器利用 依頼試験 企業訪問 研究開発

ブランド開発支援 高付加価値獲得支援

靴下・編物

ビジネスプランコンテスト

国内海外販路拡大支援

マーケティングセミナー

機能性食材

地域商業活性化

研究者養成研修

知的財産権セミナー

受託研究・共同研究

機器講習会・技術セミナー 計量器の検査 適正計量の啓発

ものづくりオープンラボ

創業支援ネットワーク

人間工学デザイン

機　械

窯　業

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

発酵技術

金属加工

IoT活用

プラスチック成形技術・物性評価

炭素系・金属系コーティング

電気電子・電磁気測定評価

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

［支援メニュー（創業・経営支援部）］

［支援メニュー（生活・産業技術研究部）］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ（生活・産業技術研究部）］

●
Ｎ

柏木町

三条大路
2丁目

三条大路
南1丁目

薬師寺

唐招提寺

近
鉄
橿
原
線

国
道
24
号
線

至大阪（阪奈・第二阪奈）大宮通

奈良県警
第二庁舎

都跡
中学校

JA

柏木公園
奈良朱雀高校

関西
本線

西
ノ
京

奈良県産業振興
総合センター

機 器・設 備ご 利 用 の 流 れ



40

注1：県内外に関わらず均一料金です。　注２：上記料金は平成２９年１０月現在のものです。

微小部X線応力測定装置
鉄鋼、非鉄金属やセラミックスなどの多結晶材
料の表面に存在している残留応力を非破壊で
測定する装置です。製品の品質管理や応力状
態を把握するのに有効です。

偏光顕微鏡システム
光学顕微鏡の一つで、試料の偏光特性や複屈 
折特性といった人間の目に見えない特性を色
の変化として観察することができます。

機器利用料金：1時間 1,500円

FE-SEM（電界放出型電子顕微鏡）
ナノオーダーの表面形状や凹凸情報、組成情
報、結晶情報などを調べます。また、X線検出器
を用いて元素分析（分析範囲：B～Am）も可能
です。

味覚センサー
食品のおいしさを測定する装置です。人間の
味検出メカニズムをモデル化した人工の脂質
膜を用いて、味物質による膜電位の変化をとら
え、味を評価します。

電磁吸収特性評価ユニット
ＧＨｚ帯における電波吸収体の反射減衰量が測
定できます。自由空間における遠方界の評価向
けで、垂直、射入射の特性が測定可能です。

電磁式疲労試験機
一軸方向の引張・圧縮荷重だけでなく、ねじり
荷重も繰り返して負荷することができます。ま
た、従来の装置よりも幅広い製品や部材などの
評価にも活用できます。

機器利用料金：1時間 3,390円機器利用料金：1時間 6,370円

ガス透過率測定装置
フィルムやプラスチックの容器をはじめ、酸素
や炭酸ガスなど、様々なガスに対する透過率を
測定できます。

機器利用料金：1日 21,800円

LC/MS 高速アミノ酸分析システム
所定の試薬で誘導体化後、高速液体クロマトグ
ラフィーで分離したアミノ酸を、質量分析して
定量する装置です。38成分のアミノ酸を分析
できます。

機器利用料金：1時間 8,670円 機器利用料金：1時間 1,440円

X線透視装置
X線を試料に照射して内部の様子を非破壊で
検査する装置です。試料を回転させて三次元
の画像を得ることもできます。

機器利用料金：1時間 5,100円 機器利用料金：1時間 5,960円 機器利用料金：1時間 3,000円

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な機器・設備の紹介 奈　良
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和歌山県工業技術センター

設 備 機 器 の 貸 与 の 流 れ

受 託 試 験 の 流 れ

お問い合わせ TEL:073-477-1271 FAX:073-477-2880

●〒649-6261 和歌山市小倉60番地
●TEL：073-477-1271（代表）
●FAX：073-477-2880
●http://www.wakayama-kg.jp/

・阪和自動車道「和歌山」ICから約8Km
・阪和自動車道「和歌山北」ICから約8Km
 （和歌山北インターは大阪方面へのハーフインターです）
・京奈和自動車道「岩出根来」ICから約8Km
・JR阪和線 紀伊駅から約7Km
・JR和歌山線 紀伊小倉駅から 徒歩約15分

当センターのご利用にあたっては、まずはお電話かFAX、インターネットでご連絡ください。ご要望をお伺いしたうえで、最適
な方法を話し合って決めていきます。電話・FAX・インターネットでの相談は無料です。

ご来所のうえ、担当研究
員と受託試験の内容や
試験期間等について詳
細を打ち合わせしていた
だきます。

試験分析等申請書と試料
を提出のうえ手数料を納
入（和歌山県証紙購入・貼
付）していただきます。

試験・分析等が終了次第、
担当研究員から連絡い
たします。試験結果の説
明をご希望の際には来所
日時を事前に調整してく
ださい。成績書の郵送を
希望される場合は郵送料

（簡易書留）をご負担くだ
さい。

打ち合わせ 申請書の提出打ち合わせ
日時の調整 試験開始 結果の通知

設備機器貸付は随時、受け付け
ています。お電話などで貸付日
時や条件を確認してください。

設備機器貸付申請書をご提出い
ただき、窓口で利用料金を納入し
てください。※利用料金のお支
払いは現金でお願いいたします。

設備機器の貸付を承認します。 申請いただいた設備機器をご
利用ください。

来所日時の調整 書類の提出 設備機器貸付の承認 設備機器の使用

https://www.wakayama-kg.jp/contact/mailform （お問い合わせタイプで「技術的な問い合わせ」を選択ください。）

受託試験 受託研究設備機器貸付

有機合成 高分子

機器分析

講習会・セミナー

技術指導・相談

食　品

機　械

窯　業

金　属

繊　維

材　料

音

化　学

薬　事3Dデータ活用

繊　維

医　療

光

紙

情　報木　材

電気・電子

機　械

［支援メニュー］

［対応可能分野］

［得意技術］

食　品

皮・革

バイオ

デザイン その他

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

［当センターご利用の流れ］
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注1：関西広域連合加盟府県以外の利用者は上記料金の1.2倍になります。　注2：上記料金は平成29年4月現在のものです。

水蒸気透過率測定装置
MOCON法（等圧法）により、プラスチックフィ
ルム等のシート材を透過する水分量を測定す
るための装置。

大型環境試験機
独立して温湿度を制御できる２つの試験室を持
つ環境試験機。２室の境界に試験体を設置すれ
ば、試験体の両側を異なる環境下に置くことも
可能。

機器利用料金：1時間 1,760円～

分光老化試験機
波長ごとに分光された光を照射することで、材
料の光劣化に対する波長依存性を評価できる
装置。材料の耐光性向上や、光機能性材料の開
発などに有効。

機器利用料金：1時間 840円

非接触三次元変位変形計測システム
計測対象物が変形したときの変形量やひずみ
量の分布を、非接触かつ三次元で計測できる
装置。材料の強度評価や、CAE解析の妥当性評
価に用いられる。

機器利用料金：1時間 2,040円

液体クロマトグラフ - 四重極 - 飛行時間型
質量分析計（LC/MS/MS）
LCの検出器として、２種類の質量分析計が備
わった装置。成分の定性・定量に用いられる。

インクジェット3Dプリンター
３次元CADデータをもとに、インクジェット方式
で造形する３Dプリンター。金型などを製作す
る前に、形状や構造を確認することが可能。

機器利用料金：1時間 7,320円

X線回折装置（XRD）
化成品やプラスチック、無機物等の粉末やバル
ク材料の定性・定量、または結晶構造の評価を
行うための装置。

機器利用料金：1時間 2,580円

集束イオンビーム加工観察システム（FIB）
ナノメートルからマイクロメートルの領域で、
様々な材料の「観察」・「加工」・「蒸着」を行うこと
ができる装置。

受託試験での対応とさせて頂いています。

超伝導核磁気共鳴装置（NMR）
有機物の構造解析を行うための装置。化成品・
医薬品原料の定性・定量、またプラスチックや
食品中に含まれる成分の分析に用いられる。

機器利用料金：1時間 2,630円 機器利用料金：1時間 6,930円 受託試験での対応とさせて頂いています。

公設試等のご紹介 ／ 公設試のすすめ 2018

主な設備・機器の紹介 和歌山
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国立研究開発法人
産業技術総合研究所 関西センター

そうだ！「産総研」があった！

【産総研とは】
産業技術総合研究所（産総研）は日本の産業を支えるエネル
ギー・環境、生命工学、情報・人間工学、材料・化学、エレクトロニ
クス・製造、地質、計量標準という多様な分野の研究を行う我
が国最大級の公的研究機関です。関西センターのみならず、
技術分野に応じ全国の拠点がオール産総研で支援します。

●〒563-8577 大阪府池田市緑丘1-8-31
●TEL：072-751-9606
●http://www.aist.go.jp/kansai/

●創 立／１９１８年（大正７年）
●人 員（関西センター）／　 研究職１２７名
　　　　　　　　　　　    事務職  ２７名
　　　　　　　  　（2017年４月１日現在）

産総研 関西センターの４本柱

電池技術
環境と調和する豊かな社
会に向けて、培ってきた
材料開発の知見を活用
し、生活の省エネルギー
化を進めるグリーン技術
に取り組んでいます。

材料技術
豊かな社会を支える
先進的な材料技術の
開発に取り組んでい
ます。

医療技術
健康に暮らせる社会に向け
て、心身の健康維持を支援
する診断機器、創薬基盤技
術、健康・福祉機器の開発に
取り組んでいます。

情報技術
安全・安心な情報社会に向
けて、信頼して利用できる
機器の開発に貢献するソ
フトウェア検証技術に取り
組んでいます。

関西センターデータ

関西センターでは、主に 電池  医療  材料  情報 の４つの技
術分野における先進的な研究成果を社会へと「橋渡し」する
ことにより、産業の発展と未来の豊かな暮らしの実現に貢献
することを目指しています。

公設試のすすめ 2018 ／ 公設試等のご紹介

●

Ｎ

中央
公民館

中央
保育園

池田市役所

池田小
関西電力

池田
警察署

市立池田
病院 保健福祉

総合センター

産業技術総合研究所 
関西センター

池田
市役所前

池田郵便局

阪急宝塚線
至　蛍池駅

城南3

　池田駅

ステーションN

・阪急宝塚線 池田駅下車 徒歩10分

総合力で課題解決
研究の基礎から応用まで、様々なステージで
企業の皆様をサポートいたします。
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皆様が製品開発や改良などにおいて、技術的な課題に直面した時、産総研公式ホームページの技術相談
窓口から産総研にご相談いただけます。

●技術移転
産総研の知的財産をご利用いただけます。ライセン
スに関する技術相談や技術評価、ライセンス締結まで
をサポートします。

●技術コンサルティング
最先端の研究開発で培った技術力を活かしたコン
サルティングにより、新規事業の立ち上げや新製品・
サービスの創出をサポートします。

●標準化
標準化は、新しい技術や優れた製品をすみやかに普及
させるビジネス・ツールとして有効です。標準化のノウ
ハウを生かして、市場拡大や海外展開を応援します。

●共同研究
共通の研究テーマを設定し、一緒に研究開発を行い
ます。研究テーマに応じて、イノベーションコーディ
ネータ等が最適な研究実施体制を構築します。

●受託研究
皆様から受託した研究テーマについて、産総研が研
究開発を行います。

●技術研修
研究者・技術者の方、学生の方は、一定期間産総研で
技術を習得していただけます。

連携をサポート

技術相談のお問い合わせ

詳しくは右記のホームページをご覧ください。 http://www.aist.go.jp/kansai/ja/collabo/index.html

イノベーションコーディネータ
●

●

企業等のニーズと産総研の有する技
術シーズのマッチングを行います。
産総研と共同研究をしたいが、産総
研内の適切な研究者が分からない、
研究者を産総研に派遣して研究を行
いたいが適切な研究ユニットが分か
らない、といった時はイノベーション
コーディネータにご相談ください。

技術移転マネージャー
●産総研が保有する技術、ノウハウ等の
　知的財産を使っていただくためのお手
　伝いをします。
●科学、技術、ならびに知的財産に関す
　る法務や契約に精通しています。
●つくばセンター、関西センターで活動
　しています。

更に連携の
可能性が
ある場合

技術相談等
事前調整

イノベーションコーディネータ、 
産総研研究者等との打ち合わせ

技術
コンサル
ティング

共同研究 受託研究 技術移転 標準化 技術研修

[ 主な連携の流れ ]

[ 主な連携メニュー ]
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技 術 相 談 に つ い て
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