はじめに
我が国における少子高齢化の進展、アジア市場の拡大、大手企業の海外進出などにより、国内市場が縮小
傾向にある中、海外市場を視野に入れた事業展開は、中小企業にとって喫緊の課題です。
関東甲信越静地域の広域首都圏公設試験研究機関（以下、「公設試」という。）では、輸出時における
海外の製品規格についての専門相談や情報提供などの技術支援を実施する広域首都圏輸出製品技術支援セン
ター（MTEP）を平成24年10月に開始いたしました。MTEPでは多くの技術相談やMTEPセミナーを利用い
ただき今年10月に開設3周年となります。
また、経済産業省平成24年度補正予案「地域新産業創出基盤強化事業」（関東地域）の活用により、技術
の高度化や海外規格の認証等に必要な分析・評価を行う機械装置や測定機器を整備し、海外展開支援の基盤
強化にも取り組んでまいりました。
本事例集では、これらの公設試の海外展開支援事業を活用いただき利用企業が製品輸出を達成した事例を
集めました。本冊子が公設試利用企業のさらなる発展の一助となるとともに、新たに海外展開に取り組む中
小企業の皆さまに、その事業展開の参考として役立てていただければ幸いです。
最後に、日頃より本事業をご理解、ご支援いただいております経済産業省ならびに同省関東経済産業局に
お礼申し上げますとともに、本事例集の作成にあたりご協力いただきました各企業の皆さま、関係者の皆さ
ま方に心から感謝申し上げます。
平成27年6月
広域首都圏輸出製品技術支援センター会長
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

理事長

片岡

正俊
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）の事業案内
● MTEP（エムテップ）とは

広域首都圏輸出製品技術支援センター (MTEP：エムテップ ) は、
１都 10 県 1 市の公設試が連携して実施する中小企業のための海
外展開支援です。輸出時における海外の製品安全規格についての
相談や情報提供、海外の製品規格に適合するための評価試験など、
さまざまな技術支援を行っています。

広域首都圏で共同運営

●専門相談員による技術相談【無料（予約制）】

CE マーキング、EMC 指令や低電圧指令などの各指令、国別の
規格など、さまざまな技術分野に精通した専門相談員が、製品を
輸出する際に必要な規格への対応や適合性評価試験についてなど
の相談に応じています。
■専門相談員

横浜市

規格対応分野一覧

CE マーキング・EU 関連の規格や国別規格など、幅広い相談
に対応しています。
CE マーキング・EU 関連

海外規格（国別）
その他

全般的な相談

EMC 指令

低電圧指令

機械指令

RoHS 指令

REACH 規則

米国

中国

韓国

航空機、玩具指令、医療機器、知的財産、材料関係

電気安全

台湾
ほか

専門相談員による相談

●国際規格・海外規格対応セミナー【一部有料】

国際規格や海外の製品規格に関するさまざまなセミナーを随時
開催しています。
主なセミナー例
○CE マーキング超入門
○CE マーキング入門＋改正 RoHS 指令入門
○海外規格取得経営者向けセミナー
○北米規格（UL、FCC）
○中国規格＋中国 RoHS

等

国際規格・海外規格セミナー

●海外規格解説テキスト【無料】

海外規格に初めて取り組む担当者や実務担当者向けに海外規格
解説テキストを作成し、希望する中小企業向けに無料配布してい
ます。
① EU 指令（CE マーキング）入門
② 国際規格・海外規格入門
③ EU 指令（CE マーキング）応用

全7冊
全9冊
全3冊

「設計段階から海外規格に沿った仕様で設計を行う」
「開発初期段階での指示・指導に利用する」
など海外展開を目指す際にご活用ください。

MTEP ホームページ

www.iri-tokyo.jp/mtep/

海外規格解説テキスト

MTEP

検索

MTEP では、海外規格に準拠した評価試験を実施しています。以下の表に示した JNLA、JCSS、
VLAC のシンボル付きの登録分野は、国際 MRA 対応認定事業者であり、
その証として ILAC MRA マー
クの入った試験証明書、校正証明書を発行することができます。国際 MRA 対応の JNLA、JCSS、
VLAC の証明書は、国際試験所認定協力機構の相互承認協定により、海外でも通用するものです。
（認定される国や地域は、以下の「IA Japan」のホームページでご確認ください。
）
IA Japan (International Accreditation Japan, 独立行政法人製品評価技術基盤機構）
http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/

なお、各機関の対応試験状況は、実施機関により異なります。詳細は実施機関までお問い合わせく
ださい。

横浜市

試験コード JISC7801 ほか

◎JNLA
◎JCSS
◎VLAC

登録試験事業者：（地独）東京都立産業技術研究センター、埼玉県産業技術総合センター、神奈川県産業技術センター
登録校正事業者：（地独）東京都立産業技術研究センター、群馬県立産業技術センター
登録試験事業者：（地独）東京都立産業技術研究センター多摩テクノプラザ

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

東京都立産業技術研究センター

茨城県

クリープメーターの CE マーキング対応
製品の特徴

栃木県

●高性能・多機能型クリープメーター ( 食品用硬度計 )
●液体に近い半固体から固体までのかたさ測定からテク
スチャー ( 食感や触感 ) 測定、さらに粘弾性測定まで
対応の万能試験機

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

●専門相談員による技術相談で CE マーキング制度の仕
組みや作業の流れ、準備すべき技術文書、適合すべき
規格などを情報提供
●技術セミナーにより CE マーキングの最新情報などを
提供
●実地技術支援により、実機を見ながら規格適合への設
計変更箇所をアドバイス

クリープメータ RE2-3305C
千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

神奈川県

【販売開始時期】平成 26 年 4 月
【販 売 価 格】非公開

新潟県

【販 売 数 量】非公開

●企業名●

株式会社山電

● URL ●

http://www.ymdninc.co.jp/

●所在地●

東京都文京区西片 2-16-28

●事業内容●

精密機器の開発・製造・販売

山梨県

東京都立産業技術研究センター

長野県

EtherCAT モーションコントローラの規格適合支援
製品の特徴

静岡県

●ネットワーク上でパルス列制御
● EtherCAT 未対応製品も HES-C400 経由でダイレク
トに EtherCAT ネットワーク構成を組込むことが可能
公設試の支援内容

HES-C400 シリーズ

●専門相談員による技術相談で、CE マーキングの基本
的な流れやお客様にあった対応方法をアドバイス
●実地技術支援により実機を確認し、EMC 試験に向け
た準備や技術文書の作成支援
●依頼試験にて EMC 試験を実施し、EMC 性能を評価

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

【販売開始時期】平成 22 年

●企業名●

株式会社 ハイバーテック

● URL ●

http://www.hivertec.co.jp/

【販 売 価 格】125,000 円（税抜） ● 所 在 地 ●
【販 売 数 量】200 台／年

●事業内容●

東京都江東区新大橋 1-8-11

三井生命新大橋ビル 6 階

モーションコントロールシステム・計測制御システムを中心とする分
野のハードウェア、ソフトウェアなどの開発、製造、販売 ( 国内・海外 )
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

東京都立産業技術研究センター

茨城県

赤外線導入加熱装置の製品設計支援
製品の特徴
●超高真空装置内試料を、非接触でクリーン加熱昇温脱
離ガス等、分析装置の熱源として取付可能
●高真空中試料の ｢超高速昇温｣

栃木県

公設試の支援内容

群馬県

赤外線導入加熱装置

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

【販 売 価 格】非公開

●企業名●

株式会社サーモ理工

● URL ●

http://www.kagaku.com/thermo/

●所在地●

東京都三鷹市下連雀 8-7-3 三鷹ハイテクセンター

●事業内容●

研究用熱処理装置の開発・販売

神奈川県

【販 売 数 量】非公開

新潟県

【販売開始時期】平成 27 年 4 月

埼玉県

●助成金獲得へ向け、専門相談員による技術相談にて
CE マーキング取得へ向けて取るべき手順を確認
●本製品で適合すべき指令や適合規格、試験内容を確認
●実地技術支援にて実製品をもとに、電気安全性を確認
し、規格適合へ向けた設計変更箇所等をアドバイス

山梨県

東京都立産業技術研究センター

長野県

産業ネットワーク通信 LSI 評価キットの規格適合支援
製品の特徴

公設試の支援内容

TS-R-IN32M3-EC-E
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州、中国

【販売開始時期】平成 25 年 6 月
【販 売 価 格】47,500 円（税抜）
【販 売 数 量】180 枚

●専門相談員による技術相談で、前機種で実施した EMC
試験内容をもとに、本機種で必要な試験項目を確認し、
追加部分をアドバイス
●実地技術支援にて製品を確認後、適合すべき EMC 指
令、RoHS 指令への対応をアドバイス
● MTEP セミナーにより、欧州 CE マーキングや中国の
規格情報を提供
●依頼試験で規格適合に必要な EMC 性能評価試験を実
施

●企業名●

テセラ・テクノロジー株式会社

● URL ●

http://www.tessera.co.jp/

●所在地●

神奈川県横浜市西区北幸 2-15-5 オーク横浜ビル

●事業内容●

電子通信用機器・電子制御機器・電子制御装置及びその部品の設計開
発並びに製造、販売
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静岡県

●ルネサスエレクトロニクス製 LSI「R-IN32M3-EC」の
評価ボード

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

東京都立産業技術研究センター

茨城県

自動はんだ付け装置の規格適合性評価および開発体制支援
製品の特徴

栃木県

●高精度はんだ送り機構を搭載
●繰り返し性に優れ、高品質なはんだ付作業の持続が可
能

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

●専門相談員による技術相談により、欧州、韓国、中国
など各々の地域・国ごとに異なる規制対応の情報提供
●製品を構成する複数のサブシステムおよび、システム
全体について、環境試験／ EMC 試験／電気安全試験
などの適合性試験を実施
● CE マーキングについて、技術文書等の作成支援

卓上はんだ付ロボット 413S
千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州、韓国、中国など世界各国

神奈川県

【販売開始時期】平成 24 年 6 月
【販 売 価 格】非公開

新潟県

【販 売 数 量】非公開

●企業名●

株式会社ジャパンユニックス

● URL ●

https://www.japanunix.com/

●所在地●

東京都港区赤坂 2-21-25

●事業内容●

はんだ付け周辺機器の設計開発、製造、販売、輸出

山梨県

東京都立産業技術研究センター

長野県

ペルチェ霧箱の欧州向け製品設計支援
製品の特徴

静岡県

●理科実験教育用教材
線源もドライアイスも不要！ （自然放射線の観察が可
能）
●空冷型電子冷凍機を搭載
●スイッチ ON から 5 分足らずで放射線の飛跡の観察が
可能
公設試の支援内容
HES-C400 シリーズ
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州ほか

【販売開始時期】平成 27 年 2 月
【販 売 価 格】非公開
【販 売 数 量】非公開

●専門相談員による技術相談により、CE マーキングに
適合するための手順に関する相談支援
●実地技術支援により、CE マーキングへ向けた改造必
要箇所、技術文書や対応すべき実務について指導を実
施

●企業名●

株式会社ナリカ

● URL ●

http://www.rika.com/

●所在地●

東京都千代田区外神田 5-3-10

●事業内容●

理科実験に関する機械・器具・消耗品の販売
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

東京都立産業技術研究センター

茨城県

歪検査器の CE マーキング対応
製品の特徴

LSM-9000LE

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州
( ドイツ )

【販 売 価 格】250 万円 ( 税抜）

株式会社ルケオ

● URL ●

http://www.luceo.co.jp/

●所在地●

東京都板橋区大山金井町 30-9

●事業内容●

光学製品製造販売

神奈川県

【販 売 数 量】4 台

新潟県

【販売開始時期】
平成 26 年 2 月 ( 国内） ● 企 業 名 ●

埼玉県

ストレインアイ

●専門相談員による技術相談を実施、CE マーキング取
得に必要な取得手順の相談を実施
●実地技術支援で適合規格
低電圧指令 EN61010、
EMC 指令 EN61326 の不適合部分の指摘、設計変更
箇所の助言
● EMC 試験等の規格適合性試験の実施

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●試料を配置し、測定スイッチを入れるだけで簡単に操
作できる 2 次元測定型の歪検査機

山梨県

東京都立産業技術研究センター

長野県

CE マーキング用技術文書作成
製品の特徴

公設試の支援内容

完成した技術文書ひな形

●専門相談員による技術相談を実施、自社で開発製造し
た各種電線ケーブルを海外販売するにあたり CE マー
ク取得に必要な技術文書の作成方法を支援
●技術相談の繰り返し実施により、社内各種製品に具体
的に適用可能な RoHS 指令用の技術文書 ( ひな形 ) を
完成

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー
【販 売 数 量】ー

●企業名●

沖電線株式会社

群馬工場

● URL ●

http://www.okidensen.co.jp/

●所在地●

群馬県伊勢崎市境伊与久 3344-1

●事業内容●

非鉄金属製造業、電気機械器具製造業
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静岡県

●技術文書のひな形を完成させ、社内各種製品の技術文
書に展開

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

茨城県工業技術センター

茨城県

本質安全防爆構造電子はかりの EMC 性能評価
製品の特徴

栃木県

●防爆防塵防水タイプの高精度計量器
●防爆構造：Ex ia Ⅱ B T4 適合
● IP65 規格適合
● IR 通信ポート標準装備、計量データを
データロガーに送信可能

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

本質安全防爆構造
電子はかり FZ シリーズ

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

神奈川県

【販売開始時期】平成 26 年 10 月
【販 売 価 格】60 万円（税抜）

新潟県

【販 売 数 量】200 台／年

●設備使用で、CE 対応の EMC 性能評価試験を実施
―放射エミッション測定
30MHz ～ 1GHz
― 伝 導 エ ミ ッ シ ョ ン 測 定（ 電 源 ポ ー ト ）150kHz ～
30MHz
―放射イミュニティ試験
80MHz ～ 2GHz
― 伝 導 イ ミ ュ ニ テ ィ 試 験（ 電 源 ポ ー ト ）150kHz ～
80MHz
―雷サージ試験

●企業名●

新光電子株式会社

● URL ●

http://www.vibra.co.jp/

●所在地●

茨城県下妻市高道祖 4219-71

●事業内容●

電子はかり、電子天秤、はかり関連製品の開発・製造

山梨県

茨城県工業技術センター

長野県

薄膜熱物性測定装置の規格適合性事前評価支援
製品の特徴

静岡県

●厚さ数 10nm ～数 10um の金属薄膜や酸化物薄膜の
熱物性値を高精度に測定する世界初の薄膜熱物性測定
装置
●薄膜試料をパルスレーザーで瞬間的に加熱し、薄膜内
部への熱拡散による表面温度の低下速度あるいは裏面
温度の上昇速度を測定することにより、薄膜の膜厚方
向の熱拡散率を求めることが可能
公設試の支援内容
薄膜熱物性測定装置 NanoTR
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

【販売開始時期】未定
【販 売 価 格】未定
【販 売 数 量】未定

● MTEP 専門相談員において、CE マーキングに関する
手続きの進め方や対策等について相談対応
●依頼試験により、EMC 試験、電気安全試験などの適
合性事前評価試験を実施

●企業名●

株式会社ピコサーム

● URL ●

http://www.pico-therm.com

●所在地●

茨城県つくば市千現 2-1-6

●事業内容●

薄膜熱物性測定装置の開発・製造・販売，計測・分析サービス
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

栃木県産業技術センター

茨城県

LED 照明の EMC 評価
製品の特徴

栃木県
群馬県

● 30×40mm のコンパクトなボディでありながら、
1,500 ルーメン /m を超える光量の屋外用 LED 器具
● LED を高効率で定電流ドライブするために最適化され
た回路を搭載
●市販調光器の PWM 信号が使用可能
公設試の支援内容

欧州、北米
北米、欧州、アジアの各地域

【販 売 価 格】38,000 円～（本体・税抜 )

●企業名●

トキ・コーポレーション株式会社

● URL ●

http://www.toki.co.jp/

●所在地●

東京都大田区平和島 4-1-23

●事業内容●

装飾照明器具・間接照明器具・LED 照明器具の製造・販売

JS プログレ 2F

神奈川県

【販 売 数 量】200 台／月

新潟県

【販売開始時期】平成 27 年 1 月

千葉県

海外展開地域（予定も含）

●開放機器を利用し、企業が社内規格に基づき下記試験
を実施（小型電波暗室、高周波応用試験室、EMI 全自
動測定システムを使用）
－伝導エミッション測定（電源ポート）
150KHz ～ 30MHz
－放射エミッション測定
30MH ｚ～ 1GHz

埼玉県

Gradient Outdoor

山梨県

栃木県産業技術センター

長野県

三次元座標測定機による精密形状測定
製品の特徴

公設試の支援内容
●企業の開放機器利用や依頼試験で、海外向け計測器具、
部品の精度保証確認のため、精密形状を測定

歯車
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
全世界

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー

●問い合わせ●

栃木県産業技術センター
TEL：028-670-3391

【販 売 数 量】ー
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静岡県

●精度保証が必要な計測器具、部品

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

群馬県立産業技術センター

茨城県

楽器内蔵用マイクシステムの規格適合支援
製品の特徴

栃木県

●アコースティック楽器胴内部に新開発マイクを取り付
けることにより、楽器の音色を忠実に再現
●演奏時に問題になっていた不快なハウリングを抑制

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県
楽器内蔵用マイクシステム（ZMC-1）

●専門相談員による技術相談で、海外及び国内の電気安
全規格等への適合確認
● CE マーク取得に向けた試験項目の確認
●機器開放にて規格対応の確認。専門相談員立ち会いに
より、雑音端子電圧測定、放射妨害波測定、雑音電力
試験、放射電磁界イミュニティ試験を実施

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
北米等

神奈川県

【販売開始時期】平成２７年夏
【販 売 価 格】未定

新潟県

【販 売 数 量】未定

●企業名●

三ツ葉楽器株式会社

● URL ●

http://www.mituba-kk.com/

●所在地●

群馬県前橋市上大島町 97

●事業内容●

楽器製造（ウクレレ）、小物家具（木工）

山梨県

群馬県立産業技術センター

長野県

群馬県立産業技術センター専門相談員を活用した支援事例
公設試の支援内容

静岡県

● EU 加盟国への製品輸出を検討している企業に対し、
製品の EU 指令適用範囲の確認と、CE マーク取得に
向けて社内体制の整備等の助言を実施
－ CE マーク取得の流れを説明し、自社内でのエビデン
ス資料保管体制の構築方法を助言
－ RoHS 規制への対応策として、規制物質の含有量の考
え方を説明し、有鉛ハンダを使用しなければならない
国内製品と、輸出を予定している製品の製造ラインの
分割等の社内検討を助言

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
ー

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー

●問い合わせ●

群馬県立群馬産業技術センター
TEL：027-290-3030

【販 売 数 量】ー
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企画管理係

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

埼玉県産業技術総合センター

茨城県

LED 照明付きビデオカメラ用三脚の CE マーキング対応
製品の特徴

LED 照明付きビデオカメラ用三脚

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
世界中

【販 売 価 格】未定

平和精機工業株式会社

● URL ●

http://www.libec.co.jp/

●所在地●

埼玉県八潮市西袋 978-1

●事業内容●

１
２

カメラ用三脚の製造 ･ 販売
開発設計 ･ 製造､ 及び自社ブランド ｢リーベック｣ による国内外
でのマーケティング

神奈川県

【販 売 数 量】未定

●企業名●

新潟県

【販売開始時期】平成 28 年 1 月（予定）

埼玉県

●専門相談員による技術相談を実施し、適合すべき指令
を確認
● CE マーキング対応のための手順と技術文書の整備に
ついてアドバイス

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●独自の “ バランススタビライザー機構 ” によりブレを
抑制
●パン・ティルト時のスムーズな動きだしや止まり、意
図したとおりの完璧なカメラワークを実現

山梨県

埼玉県産業技術総合センター

長野県

励磁型スピーカーの CE マーキング対応
製品の特徴

公設試の支援内容
●専門相談員による技術相談および CE マーキングの概
要の解説や適合すべき指令、その概要の説明を実施
励磁型スピーカー
海外展開地域（予定も含）

ギリシア、ロシア、アメリカ、ブラジル等
欧州、北米
（商社を通して）
【販売開始時期】平成 27 年 4 月
【販 売 価 格】18 ～ 79 万円（税抜）
【販 売 数 量】各 25 ペア

●企業名●

株式会社ローヤル産業

● URL ●

http://www.royalsangyo.co.jp/

●所在地●

埼玉県さいたま市緑区中尾 945-2

●事業内容●

スピーカー関連部品の製造

〈 13 〉

静岡県

●振動板を動かすための磁気回路に、電磁石を使ったス
ピーカー
●リスナーが電圧を変えることで、音質に変化を与える
ことが可能

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

千葉県産業支援技術研究所

茨城県

スクリーン印刷機の欧州輸出に関する技術相談
製品の特徴

栃木県

●印刷性の大幅な改善
●大型基板への細線印刷への対応
●安定した継続性・再現性を誇る細線印刷を実現
●生産性を向上させる使い勝手

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

●専門相談員の技術相談や実地支援により、海外規格対
応を支援
－製品を確認しながら、リスクアセスメントに基づき課
題を抽出し、解決策を検討
－電気安全を確保する対応策の検討
－技術文書や自己宣言書の作成方法・構成についてアド
バイス

MTP-1100 シリーズ
千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

神奈川県

【販売開始時期】平成 24 年 1 月
【販 売 価 格】非公開

新潟県

【販 売 数 量】非公開

●企業名●

マイクロ・テック株式会社

● URL ●

http://www.e-microtec.co.jp/

●所在地●

千葉県浦安市入船 1-5-2

●事業内容●

スクリーン印刷機の製造・販売

NBF 新浦安タワー 13F

山梨県

千葉県産業支援技術研究所

長野県

送電線故障点標定装置の性能評価
製品の特徴

静岡県

● GPS 同期時計利用による高精度標定
●独自アルゴリズムによる高信頼度の標定が可能
●センサ一体型子局モジュールとの連係により線路の気
象、温度、ノイズなどの統合監視、事故予知警報が可
能
公設試の支援内容
事故波形取得転送装置（子局）

●振動試験機、恒温恒湿槽の機器設備利用を実施
－振動試験機により IEC 規格に沿った試験を実施
－恒温恒湿槽により IEC に沿った試験を実施

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
北米、中南米、アジア、欧州、北アフリカ

【販売開始時期】平成 24 年
【販 売 価 格】OEM 提供価格
【販 売 数 量】100 台 / 年以上

● 企 業 名 ● 株式会社オライオンコーポレーション
● U R L ● http://www.orion-corp.co.jp/
● 所 在 地 ● （本社）東京都練馬区春日町 5-31-2-1203
（Ｒ＆Ｄセンター）千葉県君津市東坂田 1-5-15 新昭和第５ビル２Ｆ
●事業内容● 電力インフラ診断・保守装置の開発 / 販売 / 保守、防衛・セキュリティー
関連事業、その他ハイテク材料事業等
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

神奈川県産業技術センター

茨城県

示温ラベルの海外展開に関する国際規格対応相談
製品の特徴

栃木県
群馬県

●飽和炭化水素 (WAX) の融点を利用
●飽和炭化水素は、食品添加物に認定されており、安全
性が高く、化学的に非常に安定
●屋外等での使用に適し、10 年相当の促進試験をクリア
●安価で、業界を選ばず、温度管理に利用可能
公設試の支援内容

欧州、北米
北米、中国、韓国、台湾

【販 売 価 格】30 ～ 2500 円 ( 税抜）

●企業名●

アセイ工業株式会社

● URL ●

http://www.asey.co.jp/

●所在地●

神奈川県厚木市上荻野 4280-1

●事業内容●

温度制御機器・表示器の開発・製造・販売

新潟県

【販 売 数 量】数十万枚／年

神奈川県

【販売開始時期】平成 12 年

千葉県

海外展開地域（予定も含）

埼玉県

示温ラベル・インク

●専門相談員による技術相談を実施し、以下を提供
－ REACH 規則や RoHS 指令対応データの表現方法、
毒性データの収集方法、分析依頼の方法、
REACH 指定材料の動向注視等のアドバイス
－欧州への展開方法の提案
－ REACH 規則や RoHS 指令に関する資料の提供

山梨県

神奈川県産業技術センター

長野県

ロータリエンコーダの海外展開に関する国際規格対応相談
製品の特徴

公設試の支援内容

ロータリエンコーダ

EV25 シリーズ

●専門相談員による技術相談を実施し、以下を提供
－ CE 適合宣言書や技術文書の作成にあたってのアドバ
イス
－関係機関の実務ガイドや手引きの紹介
－「海外規制」に関する講演テキストなどの提供

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
台湾、欧州

【販売開始時期】平成 26 年 12 月
【販 売 価 格】非公開
【販 売 数 量】非公開

●企業名●

エクストコム株式会社

● URL ●

http://www.extcom.co.jp/

●所在地●

神奈川県大和市大和東 1-6-12 セドナビル

●事業内容●

1. ロータリエンコーダ、変調波レゾルバ、各種センサ設計、製作、販売
2. フォトエッチング、エレクトロフォーミング製品の製作
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静岡県

●光学式インクリメンタルロータリエンコーダ
●製品寸法φ 25mm×24mm
●高分解能 100 ～ 5,000 パルス／回転

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

神奈川県産業技術センター

茨城県

コルゲート全自動包装機の海外展開に関する輸出管理相談
製品の特徴

栃木県

● 1 ｍｌアンプル～ 20 ｍｌアンプルまで対応可能
●最大 450 本 / 分 （1m ｌ /2m ｌアンプル）
●サーボモータ駆動によるメンテナンスの向上
●容易なサイズパーツ交換が可能

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

型式：ACP-A1 ロンドレーション成形および
ラベル印刷・貼付け装填を行う装置

●専門相談員による技術相談を実施し、以下を提供
－輸出申告書、関税告知書、梱包明細書の作成について
のアドバイス
－ ATA カルネによる通関手続きやその関係機関等につい
てのアドバイス

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
アジア地域

神奈川県

【販売開始時期】平成 23 年 10 月
【販 売 価 格】ご相談

新潟県

【販 売 数 量】非公開

●企業名●

葵精機株式会社

● URL ●

http://www.aoi-seiki.co.jp/

●所在地●

神奈川県川崎市高津区宇奈根 752-1

●事業内容●

１．精密加工部品、菓子・食品製造装置、医薬品製造装置の設計・製造
２．ケーブル・電子部品製造装置の設計・製造

山梨県

新潟県工業技術総合研究所

長野県

海外規格対応ゲレンデ整備車補強構造の開発
製品の特徴

静岡県

●欧州の転倒時保護構造規格 *（ROPS）に対応したゲレ
ンデ整備車キャビン
* BS EN15059：2009 Snow grooming equipment-Safety
requirements

公設試の支援内容

HES-C400 シリーズ
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
フランス、イタリア、スイス、ドイツなど

【販売開始時期】H28 年度シーズン（予定）
【販 売 価 格】未定（現行程度）
【販 売 数 量】輸出数未定

●共同研究において、ゲレンデ整備車キャビンの補強構
造をコンピューターシミュレーションにより開発
－コンピューターシミュレーション上で ROPS 試験を模
擬する解析システムを構築
－構築した解析システム上で軽量・高強度・安全性を兼
ね備えたキャビン補強構造を企業と共同で検討
－実機を試作し、ROPS 試験を行い強度を確認

●企業名●

株式会社

大原鉄工所

● URL ●

http://www.oharacorp.co.jp/

●所在地●

新潟県長岡市城岡 2-8-1

●事業内容●

リサイクルプラント機器、バイオガス発電設備、下水処理設備、各種
水門、ゲレンデ整備用・南極観測用雪上車
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

新潟県工業技術総合研究所

茨城県

ポジションバランサーの性能評価
製品の特徴

欧州、北米
フランス、イギリス、ドイツ、オランダ

新潟県

【販 売 数 量】200 台／年

遠藤工業株式会社
http://www.endo-kogyo.co.jp/
新潟県燕市秋葉町 3-14-7
１．荷役機器の開発・製造・販売 （スプリングバランサー，エアホイ
スト，エアバランサー）
２．給電機器の開発・製造・販売（リール，スリップリング）
３．環境機械の開発・製造・販売（破砕機）

神奈川県

●企業名●
● URL ●
●所在地●
（税抜） ●事業内容●
【販 売 価 格】50 万円（本体）

【販売開始時期】平成 27 年 9 月

千葉県

海外展開地域（予定も含）

埼玉県

PB シリーズ

●技術相談により欧州指令へ対応方法を指導
●依頼試験により整合規格を用いた EMC 指令への適合
確認試験を実施し Test report を発行
工業環境エミッション規格 EN61000-6-4
高調波電流規格 EN61000-3-2
フリッカ規格 EN61000-3-3
工業環境イミュニティ規格 EN61000-6-2

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●スプリングバランサーに以下の機能を付加荷役機器
●モータ動力による周辺装置と連動した自動昇降運転
●自動下降完了後のバランス状態の保持
（特許出願中）

山梨県

新潟県工業技術総合研究所

長野県

スリットランプの性能評価
製品の特徴

公設試の支援内容

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
アジア、欧州、ロシア、北米、中南米、オセアニア

【販売開始時期】平成 27 年 7 月（予定）
【販 売 価 格】未定
【販 売 数 量】240 台／年

●輸出製品の品質管理のため依頼試験により EMC・電
気安全試験を実施
－基礎安全および基本性能 IEC60601-1
－電磁妨害 IEC60601-1-2
－眼光学機器の基本要求事項 ISO15004-1

●企業名●

株式会社オーヒラ

●所在地●

新潟県南魚沼市新堀新田 629-961

●事業内容● ・医療機器製品の設計・開発製造サービス
・歯科用医療用器具器械の受託製造
・金属加工サービス（光学機器部品、医療用器具部品、精密機械部品）
・多種少量精密機器の開発・試作、製造・組立
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静岡県

●眼科用の細隙灯顕微鏡検査装置
●観察範囲が広くて、明るく見やすい
●自然な色合いの白色 LED 光源採用と高解像な観察系
＊目に優しい UV カットフィルターを常時採用
●手元シャッター機能で、観察像をデジタル画像に記録
可能
●操作性に優れ、堅牢で耐久性を実現

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

山梨県工業技術センター

茨城県

磁気バレル研磨機の騒音および磁力の測定
製品の特徴

栃木県

●電磁式の磁気バレル研磨機で、金属部品の微小バリ取
りおよび研磨等に使用
●ワークとメディアを容器に入れ、電気的につくられた
交番磁界により転動させることで、短時間で良好な表
面を得ることが可能
●装置外形：幅 650mm、奥行 740mm、高さ 920mm
●容器容量：内径φ 175mm、高さ 398mm

群馬県
埼玉県

公設試の支援内容
電磁バレル研磨機

EM-190SC

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
中国、タイ、ベトナム、欧州

神奈川県

【販売開始時期】平成 27 年 4 月
【販 売 価 格】360 万円（税抜）

新潟県

【販 売 数 量】20 台／年

●稼働時の騒音および磁力の軽減対策として、騒音計お
よび磁力計による測定支援
●中国との取引から、現在ではタイ、ベトナムとの取引
が拡大
●今後は欧米諸国への海外展開も視野に入れ、販路拡大
予定

●企業名●

株式会社イマハシ製作所

● URL ●

http://www.imahashi.net/

●所在地●

山梨県甲府市朝気 3-10-5 （甲府工場）
東京都日野市日野 533
（本社）

●事業内容●

事業内容：磁気バレル研磨機、ダイヤモンド研磨機等の製造販売

山梨県

山梨県富士工業技術センター

長野県

くさび構造を利用した切削加工用バイスの設計開発
製品の特徴

静岡県

●切削加工時などにおける生産性向上や省力化を目的と
して「ナマツメバイス」を開発
●くさび型で強力なクランプ力が発生するとともに、ワー
クの浮き上がりを防ぐ構造を採用
公設試の支援内容
ナマツメバイス（手動式）

●受託研究制度により、ナマツメバイスのクランプ力、
応力、形状等に関する評価、および摩耗などの耐久性
に関する評価を行い、設計開発のためのデータを提供
●現在、国内・海外の展示会へ出展するなど販路開拓を
実施中 ※本製品は中国での意匠登録済み

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
中国を中心としたアジア地域

【販売開始時期】平成 26 年 7 月
【販 売 価 格】5 ～ 10 万円（税抜）
【販 売 数 量】非公開

●企業名●

ITR 井上技研株式会社

● URL ●

http://www.inouegiken.jp/

●所在地●

山梨県都留市下谷 2-3-7

●事業内容●

機械加工、各種専用機製作
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広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

長野県工業技術総合センター

茨城県

サーボモータ制御回路の EMC、安全規格対応相談
製品の特徴

埼玉県

● EMC 評価結果が安全規格をクリアできなかった製品
について、専門相談員による現場での技術相談により、
その原因究明と設計変更による改善点をアドバイス

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●最大出力 750W
● USB で PC と接続し、PC 上で全ての設定が可能
●オートチューニング機能を搭載
●電流応答・速度応答とも業界最速クラスを実現

AC サーボドライバ TAD8811
千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
中国、欧州、北米

【販 売 価 格】65,000 円（税抜）

多摩川精機株式会社

● URL ●

http://www.tamagawa-seiki.co.jp/jpn/

●所在地●

長野県飯田市大休 1879

●事業内容●

サーボコンポーネント ( エンコーダ、レゾルバ等 )、モータドライバ、
ロボット他の製造販売並びに受託サービス

新潟県

【販 売 数 量】20,000 台／年

●企業名●

神奈川県

【販売開始時期】平成 26 年 10 月

山梨県

長野県工業技術総合センター

長野県

黒色低温クロムめっき（レイデント処理）材の六価クロム溶出試験評価
製品の特徴

公設試の支援内容
●六価クロム溶出試験規格準拠の依頼試験を実施
●微量溶出結果の情報提供
●国内、海外工場の工程管理支援
モノキャリア
（写真提供 / 日本精工株式会社）
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
中国

【販売開始時期】平成 26 年 4 月
【販 売 価 格】400 円／ Kg ～（税抜）
【販 売 数 量】900 万円／月

●企業名●

豊実精工株式会社

● URL ●

http://hojitsu.co.jp/index.html

● 所 在 地 ● （駒ヶ根工場）長野県駒ヶ根市下平 292-30
●事業内容●

各種産業機械の精密部品製作、産業機器の機械設計・精密組立特殊表
面処理技術で製品に合わせた表面処理をご提案
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静岡県

●低温でめっき皮膜形成が可能
●めっき後の歪が少ない
●要求寸法公差に対応可能

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）による海外展開支援事例
東京都

静岡県工業技術研究所

茨城県

マイクロ波装置の北米規格対応相談および EMI 試験
製品の特徴

栃木県

●安定した電界分布を形成する共振空胴に電力一定に制
御したマイクロ波を照射
●高圧で送液しながら迅速かつ高効率な加熱で化学反応
を促進
●研究室実験から少量生産まで対応する化学合成装置

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

マイクロ波装置

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
北米

神奈川県

【販売開始時期】平成 27 年 5 月国内、 ● 企 業 名 ●

●東京都、茨城県、静岡県で連携して支援
－依頼試験で FCC Part18（測定方法 MP-5）に基づ
いた放射及び伝導エミッション測定を実施【東京都】
－テレビ会議システムによる相談対応【茨城県、静岡県】
－ EMC 性能評価試験の予備試験を実施【静岡県】
－北米（UL）の申請や FCC Part18（測定方法 MP-5）
に求められる試験内容についてのアドバイス【茨城県、
東京都】
株式会社サイダ・FDS

新潟県

平成 27 年 7 月米国（予定）

● URL ●

http://saidagroup.jp/

【販 売 価 格】660 万円（税抜）

●所在地●

本社：静岡県焼津市栄町 3-6-6、事業所：静岡県焼津市一色 143-10

【販 売 数 量】8 台／年（国内海外合計） ●事業内容●

環境評価試験装置、化学用マイクロ波照射装置の設計・開発及び販売

山梨県

静岡県工業技術研究所

長野県

直径 50cm 積分球真球度の性能評価
製品の特徴

静岡県

●均一で高い反射率による白色反射面
●バインダーを使用せず、硫酸バリウム 100％で反射面
のコーティングが可能
●検査、選別装置に合わせて積分球サイズ、形状を自由
に設計可能
公設試の支援内容
●三次元デジタイザにより、積分球の真球度の測定を実
施、製造にフィードバック
直径 50cm 積分球
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
中国、台湾、韓国

【販売開始時期】平成 27 年 4 月
【販 売 価 格】70 万円～（税抜）
【販 売 数 量】20 台／年

●企業名●

株式会社オプトコム

● URL ●

http://www.optcom.co.jp/

●所在地●

静岡県磐田市富丘 141-1

●事業内容●

光学測定器の設計・製造・販売
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経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）
とは
広域首都圏の技術支援を展開
広域首都圏 1 都 10 県（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県）
の 12 公設試験研究機関（公設試）は、経済産業省平成 24 年度
補正予算「地域新産業創出基盤強化事業」の活用により、中小
企業の海外展開支援に対応する製品開発機器や試験評価設備を
導入しました。
公設試に導入した機器をご利用いただくことにより、広域首
都圏の産業の活性化、イノベーションの創出など、成長産業分
野の新たな事業展開が推進されることを目的としています。

導入機器の紹介
導入した 28 機種の技術試験分野は、以下の 5 分野です。

1）金属材料試験、2）照明試験、3）電気安全・EMC指令、RoHS指令、
4）長さ試験、5）情報通信試験

1

金属材料試験分野

3

（15 機種）

ISO 規格等に準拠した自動

電気安全・EMC 指令、
RoHS 指令分野（6 機種）

EU 規制に対応した

車、航空機、医療関連機器

EMC や RoHS 関 連

の機能性材料開発や、信頼

試験に対応します。

性、安全性の評価に活用で
きる機器です。

アンプ

疲労試験機

2

照明試験分野（3 機種）
電子部品や光学材料の
特性評価ができます。

光学素子用エリプソメータ

アンテナ

放射イミュニティシステム

4

長さ試験分野（3 機種）

5

情報通信試験分野（1 機種）
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医療や航空宇宙分野における製品や部品の
寸法・精度測定に活用できます。

IEEE 等の規格に準じた高速デジタル信号
解析装置です。

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例

導入機器の紹介
東京都立産業技術研究センター

東京都立産業技術研究センター

可視・赤外顕微分光測定器

光学素子用エリプソメータ

可視から近赤外において、微小部分の分光透
過率・反射率を測定します。レンズのような
曲面や透明薄板の表面反射も測定できます。

光学デバイスの開発に不可欠な材料の光学定
数（n, k）や、基板上に形成されたナノメー
トルオーダーの薄膜の膜厚を計測できます。
主な仕様

主な仕様

測定波長域：380 〜 1000 nm
測定法：0°反射、45°反射、透過
最小ビーム径：16μm（0°反射時）

測定波長域：370 〜 1000 nm
入射角：45°
〜 90°
（透過配置）
測定法：回転補償子型
メーカー：J. A. Woollam Co.
型
式：多入射角高速分光エリプソメータ
（M-2000V-Te）

メーカー：株式会社ラムダビジョン
型
式：33C1363

茨城県工業技術センター

BRDF（拡散反射率（透過率）分布）測定器

冷熱衝撃試験機

拡散反射材、拡散透過材を使用する照明シミュ
レーションにおいて必須の、
BRDF、
BTDF（反
射率の 3 次元分布）を測定することができま
す。

主に、電子機器の急激な温度変化に対する信
頼性を短時間で評価する試験装置です。

主な仕様

入射光の入射角：0 〜 80°（5°ピッチ間隔で
指定可能）
測定可能範囲
水平角：0 〜 360° 鉛直角：0 〜 85°
BRDF の角度分解能：0.5°
BRDF 測定精度：± 5％以内

主な仕様

東京都立産業技術研究センター

温度範囲：高温さらし温度 60 〜 200℃
低温さらし温度 − 65 〜 0℃
テストエリア寸法：W650 × H500 × D400 mm
メーカー：楠本化成株式会社
型
式：NT1231W

メーカー：Radient Zemax, LLC
型
式：IS-SA

茨城県工業技術センター

茨城県工業技術センター

金属顕微鏡

疲労試験機

金属組織の撮影や解析が可能な顕微鏡です。
ISO や EN などの国際規格に合わせた結晶粒
径測定、鋳鉄解析、非金属介在物測定を行う
ことができます。

材料や製品の疲労特性を評価する機器です。
一般的な軸方向荷重の他に、回転方向への負
荷も可能で、実用に近い状態で試験を行うこ
とができます。
メーカー：カールツァイス マイクロスコピー株式会社
型
式：Axio Imager. Z2m

主な仕様

主な仕様

倍率：x12.5 〜 x1000
ステージ：150 × 85 mm 電動ステージ
機能：非金属介在物測定、膜厚測定、
結晶粒径測定、鋳鉄解析等

本体：軸方向± 10 kN、回転 100 Nm
治具：丸 棒および平板用空気式グリップ、三
点曲げおよび四点曲げ試験治具、歯科イ
ンプラント試験治具、（温調水槽付き）、
伸び計（測定範囲± 2.5 mm）、恒温槽
（− 60 〜 350℃）

栃木県産業技術センター

プラズマ発光分析装置

放射イミュニティシステム

ICP（誘導結合プラズマ）を光源とし、溶液
試料中に含まれる元素を定性、定量分析する
装置です。
周期表のほとんどの元素を高感度、高精度に
分析できます。

国際規格（IEC61000 4-3）に基づき、製品
に電磁波を照射して誤動作がないかを試験し
ます。

主な仕様

分光器：ツインシーケンシャル形
波長範囲：134 〜 850 nm
測定元素：72 元素（塩素、臭素含む）
測定時間：3 分（72 元素 定性分析）

主な仕様

栃木県産業技術センター

メーカー：株式会社島津製作所
型
式：ICPS-8100CL

アンプ

アンテナ

メーカー：日本オートマティックコントロール株式会社
型
式：アンプ
500W1000,50S1G6M3
アンテナ
ATR80M6G,STLP9149

栃木県産業技術センター

超低温恒温恒湿装置
温湿度を制御した槽内で、製品の性能を評価
する装置です。
試料に温度センサーを取り付け、温度を制御
することにより、試料に正確な温度ストレス
をかけることも可能です。
主な仕様

温度制御範囲：－ 70 〜＋ 150℃
湿度制御範囲：20 〜 98％ RH
温湿度変動：温度± 0.3℃、湿度± 2.5％ RH
槽内床面耐荷重：300 kg
槽内寸法：W1000 × H1000 × D800 mm

放射アンテナ法
周波数範囲：80 MHz 〜 6 GHz
電界強度：10 V/m

メーカー：インストロン ジャパン Co. Ltd.
型
式：ElectroPuls E10000、
Linear-Torsion

メーカー：エスペック株式会社
型
式：PSL-4J
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経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例

導入機器の紹介
群馬県立産業技術センター

群馬県立産業技術センター

高速デジタル信号解析システム

超高感度熱分析システム

高速デジタル信号解析システムは、ギガヘル
ツ（GHz）帯域の高速な電気信号を観測する
ことができる装置です。電子回路の解析や高
速デジタル通信などの評価、電気信号に変換
したさまざまな物理現象を捉えることが可能
です。
また、高いアナログ周波数帯域を持った任意
の信号を発生させることができるため、ギガ
ヘルツを超える高速なデジタル信号も精密に
再現することができます。

超高感度熱分析システムは、物質の温度を変
えながら物質の熱に関する性質を温度の関数
として測定する装置です。
温度と mg オーダーの質量の関係や、温度と
熱量の関係を測定し、物質（金属材料および
プラスチック材料など）の同定や熱的性質を
詳細に調べることができます。

メーカー：Tektronix
型
式：MSO73304DX

埼玉県産業技術総合センター

埼玉県産業技術総合センター

X線CT三次元測定機

非接触形状測定機
（3Dデジタイザ）

従来、計測が困難だった微細なパーツや複雑
な幾何学形状を持つワーク内部を含む全体の
寸法を、非破壊・非分解かつ 4.0+L/100（μ
m）の寸法精度（VDI/VDE 準拠）で計測す
ることが可能です。

プロジェクターから投影されたフリンジパ
ターンを CCD カメラで画像処理して、最高
精度 5 μ m の点群データを瞬時に取得でき
る装置です。
主な仕様

主な仕様

最大管電圧：130 kV
最大出力：39W
デテクタ：245×195mm、1920×1536ピクセル
ロータリーテーブル：面振れ0.1μm、軸ぶれ0.2μm
測定精度：4.0+L/100（μm）〈VDI/VDE準拠〉

メーカー：カールツァイス株式会社
型
式：METROTOM800

測定範囲：75×50×50〜900×600×370 mm
点間平均距離：0.018〜0.225 mm
測定精度：5〜40μm

神奈川県産業技術センター

走査型電子顕微鏡システム

微小部X線光電子分光分析装置

●低真空機能付き走査型電子顕微鏡：試料の高分解能観察評価
ができます。水分や油分を含んだ試料の観察が可能です。
●エネルギー分散形 X 線分析装置：電子顕微鏡で観察す
る際に発生する元素固有の特性 X 線を検出分析します。
●イオンスパッタ装置：導電性のない試料を観察する際、
試料表面の帯電による像障害を防止します。
●イオンミリング装置：試料前処理装置で、Ar イオンビー
ムにより試料の表面層の除去や断面試料の最終仕上げ
に最適です。

試料に X 線を照射し、試料表面から放出され
る光電子のエネルギーを測定することにより
表面の組成並びに化学結合状態に関する情報
を得る装置です。

主な仕様

主な仕様

千葉県産業支援技術研究所

二次電子分解能：1.2 nm（高真空モード）、
3.0 nm（低真空モード）
反射電子分解能： 3.0 nm（高真空モード）
試料室到達真空度：高真空：7×10 − 4 Pa、
低真空：10〜300 Pa

メーカー：株式会社日立ハイテクノロジーズ
型
式：SU6600

最小ビーム径：10 μ m 以下
最高エネルギー分解能：0.5eV 以下
（Ag3d 5/2）
最大感度：1000000 cps（Ag3d 5/2 の半値幅
1.0 eV のとき）
到達圧力：6.7 × 10 − 8 Pa 以下
オプション：加熱冷却ステージ

新潟県工業技術総合研究所

蛍光X線分析装置

レーザー顕微鏡

試料に X 線を照射し発生する特性 X 線を分析
することで、元素組成分析と半定量分析を行
うことができます。また、めっき膜等の膜厚
測定も可能です。周期表のほとんどの元素を
高感度、高精度に分析できます。

通常の光学顕微鏡では不可能な焦点深度の深
い表面観察や微細形状測定を非接触で迅速に
行うための装置です。
凹凸面でも視野全体に焦点の合った観察や
3D 観察、断面の輪郭線作成、寸法や表面粗
さ評価等ができます。
また、微分干渉観察が併用できます。

メーカー：株式会社日立ハイテクサイエンス
型
式：SEA6000VX

新潟県工業技術総合研究所

主な仕様

主な仕様

新潟県工業技術総合研究所

測定元素：11（Na）〜 92（U）
試料形態：固体・粉体・液体
X 線管球：空冷式、W
検出器：液体窒素不要半導体式
薄膜検量線法の膜厚測定可能

観察光源：405 nm クラス 2 半導体レーザー
白色 LED（カラー観察用）
表示倍率：108 〜 17280 倍（モニター上）
視野範囲：2560 〜 16 μ m
粗さ指標：ISO25178 等に対応

メーカー：スタインベクラー社
型
式：COMET5-11M

メーカー：アルバックファイ株式会社
型
式：VersaProbe Ⅱ

メーカー：オリンパス株式会社
型
式： OLS4100-SAT

新潟県工業技術総合研究所

デジタルマイクロスコープ

薄膜硬度計

金属組織観察と同時に二次元での寸法測定が
できる装置です。明視野、暗視野微分干渉画
像の撮影が可能で、多少の凹凸でも全体の焦
点の合った画像を取り込むことができ（3D
フォーカス機能）
、3D プロファイルの各種解
析が可能です。

圧子に連続的に荷重を増加・減少させ、荷重
と押し込み深さを同時に計測する試験（ナノ
インデンテーション試験）ができる装置です。
材料、皮膜等の表面硬さ試験や物性解析に利
用できます。
主な仕様

主な仕様

観察倍率：150 〜 7500 倍（モニター倍率）
電動 XY ステージ：100 × 100 mm
試料最大重量：3 kg
3D プロファイル解析：段差、面積、体積測定

メーカー：PerkinElmer
型
式：STA8000 ほか

メーカー：オリンパス株式会社
型
式：DSX500
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押し込み力範囲：0.005 〜 500 mN
最大押し込み深さ：〜 150 µm
HM（マルテンス硬さ値）
、EIT（押し込みヤ
ング率）
、HV（ビッカース硬さ値）等

メーカー：株式会社フィッシャー・インス
トルメンツ
型
式：HM500

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例

導入機器の紹介
山梨県工業技術センター

山梨県工業技術センター

フーリエ変換赤外分光光度計
物質が特定波長の赤外線を吸収することを利用
して、主に 高 分 子 材 料（ プ ラス チック・ゴ ム な
ど）や有機物（油、繊維など）の成分分析が可
能です。ゴムの同定法として規定された国際規格
ISO4650:2012（JIS K6230）の対応機器とし
て、生ゴムや加硫ゴムの熱分解物などの測定にも
利用できます。また、顕微鏡を用いた微小異物の
分析も可能です。

定格出力3kW X線管球（Cu、Co、Cr）
薄膜標準Xクレードルステージ
試料高温装置
高速1次元検出器
2次元検出器

主な仕様

主な仕様

X線回折装置
X 線の回折現象を利用して、構成している化
合物、内部に存在する歪や残留応力などに関
する情報を非破壊で得ることができます。
また、国際的に規制が検討されつつあるナノ
マテリアルの粒径分布測定が可能です。

メーカー：株式会社リガク
型
式：SmartLab（3kW）－ with
PILATUS

本 体 部 測定波数範囲：7800〜350 cm − 1
最高分解能：0.5 cm − 1
顕微鏡部 測定波数範囲（MCT-N）：7800〜750 cm − 1
測定波数範囲（MCT-W）：7800〜450 cm − 1
最小試料サイズ：約10×10μm

長野県工業技術総合センター

紫外・可視・近赤外分光光度計

粉体物性解析システム

半導体・薄膜・ガラス材料・吸収材などの固
体試料に光を入射したときの透過率、反射率
測定を行う装置です。紫外から近赤外までの
幅広い波長域に対応し、積分球（φ 60 mm
／φ 150 mm）
、自動可変角測定機能、超大
型試料室等を備えています。

気体中粒子表面状態評価部
粉 末や固体 材 料の比 表 面
積、細孔径分布、各種ガス・
蒸気に対する吸着特性が評
価できます。マイクロ孔か
らメソ・マクロ孔まで各種
多孔質材料に対応します。

主な仕様

山梨県富士工業技術センター

測定波長範囲
積分球使用時：240〜2600 nm
直接受光ユニット使用時：190〜3300 nm
自動可変角測定機能使用時：300〜2600 nm

メーカー：日本ベル株式会社
比表面積・細孔径分布測定装置
型
式：BELSORP-max-N-VP-CM

メーカー：株式会社島津製作所
型
式：SolidSpec-3700

液体中粒子表面状態評価部
液中の粒子の分散性評価において、重
要な指標となるゼータ電位を測定でき
ます。またナノ粒子の粒度分布測定が
可能です。

メーカー：大塚電子株式会社
ゼータ電位・粒径測定装置
型
式：ELSZ-1000ZS

長野県工業技術総合センター

長野県工業技術総合センター

紫外・可視・近赤外分光光度計

促進耐候性試験機

紫外領域から近赤外領域までの連続測定が可
能です。
測定波長範囲は 190 〜 2700 nm です。
積分球ユニットを付属し、色彩管理はもとよ
りヘーズ値計測、紫外線防止効果の評価等に
利用できます。

太陽光・温湿度・降雨・結露などの屋外ある
いは屋内の劣化因子を人工的に再現し、加速、
促進する耐候性試験機です。光源には 6 kW
水平式メタリングランプを使用しており、放
射照度は 650 〜 2000 W/㎡です。
メーカー：日本分光株式会社
型
式：V-670

主な仕様

主な仕様

波長範囲：190〜2700 nm
光
源：重水素ランプ・ハロゲンランプ
波長走査速度：10〜4000 nm/min

長野県工業技術総合センター

光
源：水平式メタリングランプ 6 kW
放射照度：650 〜 2000 W/㎡（300–400 nm）
有効照射面：440 × 180 mm

三次元非接触測定機

透過光および反射光の分布を三次元で計測す
ることで、透過度や光沢にプラスして質感の
評価測定が可能です。
専用試料台を使用して毛髪のつや感の測定も
可能です。

形状測定から CAD モデル生成や形状評価に至る一連の
作業をワンストップで実現します。製品の形状を高精度
に計測、データ化することで、国際規格や海外製品規格
に沿った製品開発等に活用できます。
◆ CAT ソフトウェア群の代表的な機能
◆ CAT ソフトウェア群
・測定データからの CAD モデル生成
Armonicos 社
・既存 CAD モデルへの測定データ反映
spScan / spGauge / spGate
・CAD モデルに基づく測定データ評価
・CAD モデルのフォーマット相互変換
・JAMA 規格準拠の CAD モデル修正機能

メーカー：株式会社村上色彩研究所
型
式：GP-200

主な仕様

主な仕様

12 V 50 W

メーカー：スガ試験機株式会社
型
式：M6T

静岡県工業技術研究所

三次元変角光度計

光
源：ハロゲンランプ
受光素子：光電子増倍管
検出角度：0.1°step
試料台あおり：± 20°

メーカー：日本分光株式会社
型
式：本 体 FT/IR-6100
顕微鏡 IRT-5000

測定エリアサイズ変更可能
（80/150/350/600/1000 mm）
ロータリーテーブルによる自動測定
（Φ 800 mm、重量 150 kg まで対応）

静岡県工業技術研究所

車載機器用
伝導EMC試験システム
自動車等に搭載される電子機器が電源線等を
伝わってくる伝導ノイズに曝されたときに、
その機器が誤動作しないかを評価する試験シ
ステムです。
主な仕様

メーカー：株式会社東陽テクニカ

型
式：TESEQ NSG5500-2 他
過渡電圧・電源変動試験対応
電源 DC12V/24V
対応規格
国際規格 ISO7637-2 パルス 1、2a、2b、3a、3b、4、5a、5b 波形
国内規格 JASO D001-94 A1 種、A2 種、B1 種、B2 種試験
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メーカー：Steinbichler 社
型
式：COMET5-11M

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例

「地域新産業創出基盤強化事業」（関東地域）試験利用料金一覧表
機関名
（所在地）
（地独）東京都立産業技術
研究センター（江東区）

機器名

中小企業料金

6,475

一般料金

12,899

中小企業料金

7,280

一般料金

14,453

BRDF( 拡散反射率
( 透過率 ) 分布 ) 測定器

中小企業料金

6,844

一般料金

14,723

4,540

追加 1 時間毎

金属顕微鏡

プラズマ発光分析装置

埼玉県産業技術総合センター
( 川口市）
千葉県産業支援技術研究所
（千葉市）

冷熱衝撃試験
金属顕微鏡によるもの
金属顕微鏡による解析
恒温槽の利用なし
恒温槽の利用あり
金属定量分析
定量機器分析

高速デジタル信号解析システム

高周波特性測定試験
（複雑なもの）

１件につき

超高感度熱分析システム

熱分析（高感度）

25℃以上 500℃以下
500℃超を含むもの
25℃未満を含むもの

山梨県工業技術センター
( 甲府市）
山梨県富士工業技術センター
( 富士吉田市）

2,860

3,420

追加 1 時間毎

660

450

5,140
8,070
11,210
16,350
6,500

追加 1 時間毎

5,220

2,680

最初の 1 時間

4,390

追加 1 時間毎

3,120

570

走査型電子顕微鏡システム

写真
定性分析

1 試料 1 枚まで
1 試料 1 測定まで

8,120
10,630

追加 1 枚毎
追加 1 測定毎

2,280
3,610

表面試験

面又は線分析

1 試料 3 元素まで

11,870

追加 1 元素毎

3,290

試料調製

試料ミリング

1 試料 1 時間まで

2,080

追加 1 時間毎

780

微小部 X 線光電子分光分析装置
深さ方向分析

蛍光 X 線分析装置
レーザー顕微鏡
デジタルマイクロスコープ

定性分析
膜厚測定

1 試料 1 ヶ所につき
1 条件増すごとに
1 試料 1 ヶ所につき
( ６元素まで )
１元素増すごとに
1 条件増すごとに
1 試料 1 ヶ所につき
( ６元素まで )
１元素増すごとに
1 条件増すごとに
1 試料 1 ヶ所につき
( ５元素まで )
１元素増すごとに
1 条件増すごとに
1 試料につき
1 箇所 1 成分につき

1 試料 3 視野まで
マイクロスコープ
観察
金属顕微鏡観察

Ｘ線回折装置

定性分析
応力測定

ゼータ電位
紫外・可視・近赤外分光光度計

反射率又は透過率

三次元変角光度計

反射率又は透過率

促進耐候性試験機
静岡県工業技術研究所
（静岡市）

三次元非接触測定機

静岡県工業技術研究所
浜松工業技術支援センター（浜松市 )

車載機器用伝導
ＥＭＣ試験システム

20,530
3,960
4,950
6,560
4,190
3,800

1,560

2,470

1,350
1,620

7,770

3,220

動的光散乱法による
もの
窒素ガスによる場合
窒素ガス以外による
場合
窒素ガスによる場合
窒素ガス以外による
場合

1,460 追加 1 スペクトル毎

1,350

360

740

7,500
7,600
9,600
10,000
16,000
20,000

測定対象が液体であ
るもの
測定対象が固体であ
るもの
分光光度計以外の機
器によるもの
分光光度計以外の機
器によるもの

7,500
3,500
8,300
1,400

1,400

1,400

1,400

1 時間につき

1,100

データ測定システム

3,560

データ処理・解析システム

3,020
3,590
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1,930

5,720
7,800

ガス化学吸着測定
ゼータ電位

6,220
4,950

1 試料 1 測定につき
1 試料 1 測定につき

最初の 1 スペクトル

細孔径分布

31,120

6,130

紫外・可視・近赤外分光光度計

細孔径分布

3,960
4,950

1 断面 3 視野まで

1 成分につき

粉体物性解析システム

19,680

2,460

フーリエ変換赤外分光光度計

比表面積

13,280
4,950

1 断面 3 視野まで

薄膜硬度計

比表面積

長野県工業技術総合センター
環境・情報技術部門
（松本市）

650
760

最初の 1 時間

粒度分布

長野県工業技術総合センター
材料技術部門
〔長野市）

追加 1 時間毎
追加 1 時間毎

X 線 CT 三次元測定機

面分析、線分析

新潟県工業技術総合研究所
下越技術支援センター
( 新潟市）

1,510

非接触形状測定機（3D デジタイザ）

ナロースキャン測定

新潟県工業技術総合研究所
県央技術支援センター ( 三条市）

1,940

1,940
1,400
7,450
9,400
2,740
4,850

1,831

2,720
最初の 1 時間

ワイドスキャンのみ

神奈川県産業技術センター
( 海老名市）

1 件・1 時間
1 試験・1 箇所
（写真 1 枚付）
1 解析
1 試料・1 時間
1 試料・1 時間
1 成分につき
1 成分につき

放射イミュニティシステム
超低温恒温恒湿装置

群馬産業技術センター
( 前橋市）

料金 / 時間

可視・赤外顕微分光測定器

疲労試験機

栃木県産業技術センター
( 宇都宮市）

機器利用

料金 / 件

光学素子用エリプソメータ

冷熱衝撃試験機
茨城県工業技術センター
（東茨城郡茨城町）

依頼試験

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

東京都立産業技術研究センター

活用機器

可視・赤外顕微分光測定器
光学素子用エリプソメータ

茨城県

樹脂（プラスチック）系中性子遮蔽材の性能評価
製品の特徴

栃木県

●ガラスの様な透明性と高い機械的強度及び耐熱性を併
せ持つ樹脂 ( プラスチック ) 系の中性子遮蔽材
●小型のレンズから大型の遮蔽扉まで形状に制約なく成
形が可能
●常温での硬化により、歪みのない成形が可能
●製品はご要望の形状に応じて特注にて対応

群馬県
埼玉県

公設試の支援内容

千葉県

●樹脂系中性子遮蔽材の光学特性評価
●分光透過率・反射率測定
●屈折率の波長分散測定
●中性子、ガンマ線遮蔽試験も併せて実施し、遮蔽性能
と透明性を複合的に特性評価

RadBuster® NST-1
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州、北米

神奈川県

【販売開始時期】平成 26 年 12 月
【販 売 価 格】非公開

● 企 業 名 ● （製造）三光医理化株式会社、（販売）株式会社オーアンドケー
● U R L ● （販売）http://www.oandk.co.jp/
● 所 在 地 ● （製造）東京都豊島区要町 2-6-10

新潟県

●事業内容● （製造）放射線（ガンマ線・中性子線）遮蔽材・遮蔽機器の設計と製造、
理化学機器製造・販売

【販 売 数 量】非公開

山梨県

東京都立産業技術研究センター

活用機器

光学素子用エリプソメータ

長野県

銀薄膜上の硫化銀層による加飾技術
製品の特徴

静岡県

●銀薄膜上の硫化銀層の制御による発色技術
●ネイルアート、スマホ筐体などの加飾技術に応用
詳細文献：”Sulfide Solutions as Inkjet Inks for Colorchangeble Ag Films”,Y.Ito et al., Journal of the Imaging
Society of Japan,Vol.52,No.6:P488(2013). 等

硫化銀層によって発色したネイルチップ

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
未定

【販売開始時期】未定
【販 売 価 格】未定
【販 売 数 量】未定

●企業名●
● URL ●

公設試の支援内容
●硫化銀薄膜の膜厚および光学定数解析
●支援いただいた成果をもとにした論文、学会発表など
を通して海外に紹介した頃から、中国、韓国、タイな
どのアジア諸国からの問い合わせが増えました。特に、
本年は本技術を学びにタイから留学生が来ることに
なっています。

学校法人東海大学

工学部

光・画像工学科

http://www.eh.u-tokai.ac.jp/

●所在地●

神奈川県平塚市北金目 4-1-1

●事業内容●

イメージマテリアル、電子ペーパーなど
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前田研究室

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

BRDF( 拡散反射率 ( 透過率 ) 分布 ) 測定器

茨城県

裏面照射型 LED インジケータの開発

東京都

東京都立産業技術研究センター

製品の特徴

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
中国

【販 売 価 格】非公開

●企業名●

東京コスモス電機株式会社

● URL ●

http://www.tocos-j.co.jp/

●所在地●

神奈川県座間市相武台 2-268-1

●事業内容●

可変抵抗器、車載用電子部品、非接触角度センサー、
無線モジュール等の開発、製造、販売

活用機器

冷熱衝撃試験機

製品の特徴

公設試の支援内容
●受託研究で、冷熱衝撃試験機を使用した接合部の耐温
度変化試験を実施
－接合強度が低下しないことを確認
サンプル接合部の耐温度変化評価
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州、北米、東南アジア等

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー

●問い合わせ●

茨城県工業技術センター
TEL：029-293-8575

【販 売 数 量】ー
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技術基盤部門

静岡県

● Li-ion 電池用部品加工技術の開発
●部材接合の新たな工法検討を行い、高機能化・軽量化
により、競争力のある製品を開発中
（欧米・ 東南アジア等への展開検討）

長野県

Li-ion 電池用部品加工技術の開発

山梨県

茨城県工業技術センター

新潟県

【販 売 数 量】非公開

神奈川県

【販売開始時期】非公開

埼玉県

農機・建機用制御パネル

● BRDF, BTDF 測定をすることで、実測ベースの光学
シミュレーションが可能となり、シミュレーション精
度の向上に貢献
●海外展開もしている農機・建機用のパネルとして拡販
展開予定

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●最小限の LED チップ数で幅広い領域を均一に照射
●拡散材を利用することで眩しさを低減
●高精度位置検出、ＩＰ６６の防水性を実現

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

茨城県工業技術センター

活用機器

金属顕微鏡

茨城県

航空宇宙部品の試作品評価
製品の特徴

栃木県

●航空宇宙部品の試作品
●厳しい宇宙環境でも耐える素材の開発を JAXA や
NICT とともに実施中

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

金属顕微鏡による劣化観察
(50 倍で撮影した写真を約２000 枚合成）

千葉県

海外展開地域（予定も含）

●技術相談・設備使用により金属顕微鏡を使用し、航空
宇宙部品（試作品）の劣化観察を実施
－本機器導入により詳細な劣化観察が可能になるととも
に、従来は撮影した写真を手動で貼り合わせしていた
ものが自動化されることによって、評価時間の短縮に
貢献

欧州、北米
欧州、北米

神奈川県

【販売開始時期】未定
【販 売 価 格】未定

新潟県

【販 売 数 量】未定

●企業名●

株式会社

● URL ●

http://www.aes.co.jp/index.html

●所在地●

茨城県つくば市竹園 1-6-1

●事業内容●

小型人工衛星の設計・製造及び運用、機器部品の研究開発支援等

山梨県

茨城県工業技術センター

エイ・イー・エス

活用機器

つくば三井ビル 7 階

疲労試験機

長野県

歯科治療用部品の開発
製品の特徴

静岡県

●低コスト歯科治療用部品 ( スケーラーチップ )
●工程改善を行い、納期短縮と製造コスト削減により、
競争力のある製品を開発中
公設試の支援内容

スケーラーチップ（試作品）

●受託研究により、疲労試験機を使用した試作品のネジ
緩み試験を実施
－脱落やネジ緩みが発生しないことなど耐疲労性を確認

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
東南アジア

【販売開始時期】未定
【販 売 価 格】未定

●問い合わせ●

茨城県工業技術センター
TEL：029-293-7492

【販 売 数 量】未定
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先端材料部門

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

プラズマ発光分析装置

茨城県

プラズマ発光分析装置による RoHS 指令対象物質の定量分析

東京都

栃木県産業技術センター

製品の特徴
栃木県
群馬県

● RoHS 指令（電気電子機器に含まれる特定有害物質の
使用制限に関する欧州議会及び理事会指令）の対象で
ある大型・小型家庭用電気製品、IT 及び遠隔通信機器、
民生用機器、照明用器具などの輸出製品に使用される
部品等
公設試の支援内容

鉛フリーはんだ

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

神奈川県

【販売開始時期】ー
●問い合わせ●

【販 売 価 格】ー

埼玉県

●企業の開放機器利用や依頼試験で、RoHS 指令により
使用制限されている特定有害物質の含有精度を分析
定量分析 カドミウム、鉛、水銀、クロム

栃木県産業技術センター
TEL：028-670-3391

新潟県

【販 売 数 量】ー

活用機器

放射イミュニティシステム

製品の特徴

公設試の支援内容
●開放機器を利用し、企業が IEC61000-4-3 運用に基づ
き、下記試験を実施（小型電波暗室、高周波応用試験室、
放射イミュニティシステムを使用）
－放射イミュニティ試験
80MHz ～ 1GHz

高輝度 LED 制御基板
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
非公開

【販売開始時期】平成 27 年 1 月
【販 売 価 格】非公開
【販 売 数 量】1,600 台／年

●企業名●

株式会社テクノリンク

● URL ●

http://www.techno-link.co.jp/

●所在地●

新潟県新潟市秋葉区荻島 2-30-15

●事業内容●

１
２
３

理学療法機器の開発・設計・製造・販売
医療応用機器の開発・設計・製造・販売
電子応用機器の開発・設計・製造・販売
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静岡県

●高輝度 LED を複数搭載し、照射面の温度を監視・測定
しながら適切な輝度を自動で制御する事を可能にした
基板

長野県

電子応用機器の電磁環境適合性評価

山梨県

栃木県産業技術センター

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

栃木県産業技術センター

活用機器

超低温恒温恒湿装置

茨城県

オゾン水生成器の耐温湿度環境評価
製品の特徴

栃木県

●除菌・脱臭・消臭・ぬめりとりなどの衛生管理に！
●高濃度
最大 4ppm のオゾン水が細菌の細胞膜を酸化破壊
●流量
最大毎分 5 Ｌのオゾン水を生成
●簡単接続
マルチコックを取付け、ワンタッチ操作でオゾン水
と水道水を切替え

群馬県
埼玉県
千葉県

QuickO3 pico（クイックオゾン ピコ）

公設試の支援内容

海外展開地域（予定も含）

●依頼試験で、自社品質管理基準に基づき、輸出先 環境
下を想定した製品の温湿度環境試験を実施

欧州、北米
非公開

神奈川県

●企業名●
● URL ●
●所在地●
【販 売 価 格】298,000 円 ( 税抜） ●事業内容●

【販売開始時期】平成 18 年 10 月

新潟県

【販 売 数 量】1000 台

株式会社アイ電子工業
http://www.ailove.co.jp/index.html
栃木県大田原市美原 3-3323-12
オゾン水生成器、レーザー墨出器、熱交換ファン等自社製品の設計、
製造、販売 各種電子機器の OEM、ODM 事業
生産設備、加工機、検査設備等受託品の設計、製造
画像検査装置、滅菌器等大型産業機器から小型産業機器までの受託製
造 携帯端末、通信機器等大ロット品の受託製造

山梨県

群馬県立産業技術センター

活用機器

高速デジタル信号解析システム

長野県

高速デジタル信号解析システムを活用した輸出製品支援事例
製品の特徴

静岡県

●新方式の採用により長距離伝送が可能な USB3.0 ケー
ブル
●ノイズ耐性に優れ、産業機器や医療用検査装置など、
さまざまな分野に適用可能
●輸出製品の対象先：全世界
公設試の支援内容

USB3.0 コンプライアンス試験時の構成
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
ー

●依頼試験で、USB-IF の規格に基づき、USB3.0 コン
プライアンス試験を実施
ートランスミッタ・テスト（Tx）
TD.1.1: LFPS、TD.1.3: アイ・ダイアグラム、ジッタ
測定、TD.1.4:SSC プロファイル測定
ーレシーバ・テスト (Rx)
TD.1.2: LFPS、TD.1.5: ジッタ耐性テスト

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー

●問い合わせ●

群馬県立群馬産業技術センター
TEL： 027-290-3030

【販 売 数 量】ー
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計測係

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

超高感度熱分析システム

茨城県

超高感度熱分析システムを活用した輸出製品支援事例

東京都

群馬県立産業技術センター

製品の特徴

欧州、北米
ー

●問い合わせ●

【販 売 価 格】ー

群馬県立群馬産業技術センター
TEL：027-290-3030

材料技術係

新潟県

【販 売 数 量】ー

活用機器

Ｘ線 CT 三次元測定機

製品の特徴

24MT

48MT

MT フェルール

公設試の支援内容
●依頼試験で、X 線 CT 三次元測定機を用いて寸法評価
を実施

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
未定

【販売開始時期】平成 27 年 3 月

【販 売 数 量】未定

●企業名●

株式会社日新化成

● URL ●

http://nissinkasei.co.jp/

●所在地●

埼玉県さいたま市西区宮前町 821

●事業内容●

各種樹脂成形・光通信部品・機器製造組立販売
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静岡県

●多心光ファイバーを一括接続するためのコネクタ
● MM、SM、LL の各モード、２〜 48 心までの幅広い
バリエーション
●特殊仕様品などもご相談に応じることが可能
●高密度実装が可能

長野県

光通信用多心コネクタの寸法評価

山梨県

埼玉県産業技術総合センター

【販 売 価 格】適宜

神奈川県

【販売開始時期】ー

千葉県

海外展開地域（予定も含）

埼玉県

成形材料

●依頼試験で、基礎データ収集の一環として超高感度熱
分析システムを用いて熱重量 ･ 示差熱分析 (TG-DTA)
を実施
－射出成形用に混ぜる樹脂の分子量分布測定の結果とも
併せて、基礎データの収集を実施
－これまで実際の製品で行っていた焼成条件の検討に先
立って、TG-DTA によるスクリーニング工程を行った
ことで、試料量の削減および検討時間を短縮化

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●セラミックス製品を製造するにあたり、成形して焼成
をする必要があるが、この焼成前の成形を射出成形で
行うことで、他の方法に比して寸法や密度などの点で
高品質な製品に仕上げることが可能

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

埼玉県産業技術総合センター

活用機器

非接触形状測定機（3D デジタイザ）

茨城県

LED 光源を活用した雛人形用システムの開発
製品の特徴

栃木県

●透明な樹脂モデルに下から光を入れて LED の演色性で
青、赤、緑に反射させる商品

群馬県

公設試の支援内容

埼玉県

●三次元非接触測定機による測定
ー人形の形状を当装置により測定し三次元データ化
●その他、技術アドバイザー制度の活用などによる総合
的な支援の実施
試作開発した樹脂人形のライティングシステム

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
未定

神奈川県

【販売開始時期】平成 26 年 6 月
【販 売 価 格】7 万円（税抜）

新潟県

【販 売 数 量】50 セット限定製作

●企業名●

株式会社東玉

● URL ●

http://www.tougyoku.com/

●所在地●

埼玉県さいたま市岩槻区本町 3-2-32

●事業内容●

ひな人形、五月人形、日本人形、羽子板、破魔弓の企画・製作及び販売

山梨県

千葉県産業支援技術研究所

活用機器

走査型電子顕微鏡システム

長野県

アジア諸国の富裕層向けプラチナ合金製アクセサリーの品質・特性改善
製品の特徴

静岡県

●プラチナ特有の美観を保ちつつ、加工性に優れ、かつ
十分な強度有し耐久性に優れたアクセサリー
公設試の支援内容

プラチナ合金製アクセサリー

●アクセサリーの強度（硬さ）評価
●強度に影響を与える原因の調査
（鋳造方法、組成、金属組織 等）
●アクセサリーの金属組織を現出する方法の調査
（交流電解エッチング、FE-SEM+EBSD による結晶粒分析）

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
アジア

【販売開始時期】販売中
【販 売 価 格】非公開
【販 売 数 量】非公開

●企業名●

株式会社Ｆ・Ｉ・Ｃ

●所在地●

千葉県山武郡横芝光町鳥喰下１０９０－２

●事業内容●

アクセサリーの製造・販売（国内外）
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経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

微小部 X 線光電子分光分析装置

防錆処理有無サンプルの比較

公設試の支援内容
●水溶性防錆剤を塗布した金めっきの表面を X 線光電子
分光分析装置を用いて分析し、極表面の元素の同定と
深さ方向分析を実施

埼玉県

防錆処理

●防錆処理によって耐食性が向上
●接触抵抗、はんだ付け性に影響が少
●使用時の希釈に有機溶剤を不使用
●防爆設備が不要

群馬県

未処理

製品の特徴

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
非公開
●企業名●

有限会社 ケミカル電子

● URL ●

http://www.chemicaldenshi.jp/

●所在地●

【販 売 数 量】別途問合せ

●事業内容●

電子部品（主にスイッチ・コネクタ・FPC・FFC）等に使用する水溶
性防錆剤及び潤滑剤の開発・製造および販売

活用機器

蛍光 X 線分析装置

長野県

蛍光Ｘ線分析装置によるステンレス表面皮膜（イットリア膜）の膜厚測定評価

山梨県

新潟県工業技術総合研究所

252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-1-72
（協同組合 Sia 神奈川）

新潟県

【販 売 価 格】別途問合せ

神奈川県

【販売開始時期】既製品

栃木県

3 種混合ガス試験 48 時間後外観写真
（SO2 1ppm、H2S 0.5ppm、NO2 1ppm ）

茨城県

薄膜金めっき用水溶性防錆剤の表面解析

東京都

神奈川県産業技術センター

製品の特徴

公設試の支援内容

イットリアコートチューブ
（1/4 インチ SUS316L）

●機器利用で、薄膜検量線法による膜厚測定および作業
管理を実施
ステンレス鋼上のイットリア膜用薄膜検量線を作成
分析条件 管電圧：50kV、管電流 500µA、
コリメーター：0.5x0.5mm、
膜厚測定：0.1 ～ 5µm

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
非公開

【販売開始時期】平成 25 年 2 月
【販 売 価 格】2 万円～（税抜）
【販 売 数 量】500 個／年

●企業名●
● URL ●
●所在地●
●事業内容●

時田 CVD システムズ株式会社
http://www.cvd.co.jp/
本社 新潟県燕市吉田日之出町 30-26
R&D 新潟県長岡市深沢町 2085-16 NBIC ルーム 5
1. 大気開放型ＣＶＤ装置の販売及び技術指導
2. イットリア膜付ガラス、光触媒関連商品の販売
3. 各種酸化物膜のコーティング及び委託研究
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静岡県

●被膜処理により、フッ素、塩素、臭素などから保護
●有機物の吸着を抑制
●耐熱性の向上

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

新潟県工業技術総合研究所

活用機器

レーザー顕微鏡

茨城県

レーザー顕微鏡による粗さ評価
製品の特徴

栃木県

●表面粗さや形状の非接触測定を実施
●接触すると変形、あるいはキズのつくようなやわらか
い材料の形状評価が可能
●三次元評価が可能なのでプレゼンテーション用の 3D
画像等が簡単に取得可能

群馬県

レーザー顕微鏡

埼玉県
表面形状評価例

公設試の支援内容
● ISO25178（新しい三次元表面粗さ評価に関する国際
規格）に対応した試験器としてウエハーのバンプなど
の形状測定が可能

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
EU、東南アジアなど

神奈川県

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー

●問い合わせ●

新潟県

【販 売 数 量】ー

山梨県

新潟県工業技術総合研究所

新潟県工業技術総合研究所
新潟県三条市須頃 1-17
TEL： 0256-32-5271

活用機器

県央技術支援センター

デジタルマイクロスコープ

長野県

デジタルマイクロスコープによる医療用ボールねじの開発と品質評価
製品の特徴

静岡県

●従来品と比べ 1/3 以下の低トルク
●厳密な品質管理による高い位置決め精度
●低い摩擦抵抗による高寿命化
●最先端医療機器に適応した特殊設計の採用
公設試の支援内容

つば付き転造ボールねじ

●焼き入れ状況、バリや形状の観察など開発製品の総合
評価に使用
●ねじり疲労試験後の組織観察などを実施
● FDA 認証の為の信頼性評価

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧米を中心とした世界各国

【販売開始時期】平成 25 年

●企業名●

ケーエスエス株式会社 小千谷工場

【販 売 価 格】非公開

● URL ●

http://www.kss-superdrive.co.jp/index.htm

【販 売 数 量】
（平成 25 年）1,200 セット／年
（平成 26 年）1,300 セット／年

●所在地●

新潟県小千谷市大字山谷字新保 4-14

●事業内容●

ボールねじ、精密送りねじ及びユニット類の設計・ 開発及び製造
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経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

薄膜硬度計

茨城県

薄膜硬度計によるステンレス表面皮膜（イットリア膜）の硬さ評価

東京都

新潟県工業技術総合研究所

製品の特徴

●依頼試験による皮膜硬さの測定および皮膜の品質評価

埼玉県

イットリアコート石英窓

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
非公開

【販 売 価 格】2 万円～（税抜）

●事業内容●

活用機器

X 線回折装置

長野県

X 線回折装置を活用した輸出製品支援

山梨県

山梨県工業技術センター

時田 CVD システムズ株式会社
http://www.cvd.co.jp/
本社 新潟県燕市吉田日之出町 30-26
R&D 新潟県長岡市深沢町 2085-16 NBIC ルーム 5
1. 大気開放型ＣＶＤ装置の販売及び技術指導
2. イットリア膜付ガラス、光触媒関連商品の販売
3. 各種酸化物膜のコーティング及び委託研究

新潟県

【販 売 数 量】500 個／年

●企業名●
● URL ●
●所在地●

神奈川県

【販売開始時期】平成 25 年 2 月

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●有機物の吸着を抑制
●耐熱性の向上

製品の特徴

公設試の支援内容
プラスチック用金型部品
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
東南アジア

●表面処理部品の結晶状態の特定、化合物状態の分析、
残留応力の測定
●金属材料の異物分析
●結晶性材料の結晶化度の測定

【販売開始時期】ー
【販 売 価 格】ー

●問い合わせ●

山梨県工業技術センター
TEL： 055-243-6111

【販 売 数 量】ー
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静岡県

●金型部品や摺動部品の性能向上のために、表面処理は
有効な手段として適用
●特に窒化処理は金型寿命を向上する方法として、有効
●窒化処理を施した金型部品を対象に、その付加価値を
高め、品質の安定化を図るために、X 線回折装置を用い、
表面の化合物層および拡散層状態や残留応力の付与状
況等を把握

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

山梨県工業技術センター

活用機器

フーリエ変換赤外分光光度計

茨城県

マイクロレンズユニットの清浄度測定
製品の特徴

栃木県

●最先端の光学技術を活かした高性能・高品質レンズ
● 1/4 インチ C-MOS センサー対応と超小径ながら、画
素数 8 メガ対応
●レンズ薄肉および超低背を実現したなかで、高解像力
を維持

群馬県

公設試の支援内容
埼玉県
千葉県

●形状加工後の洗浄されたレンズは、レンズ清浄度向上
のために、FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）を
用い、特にちり、ほこり、皮脂等の分析支援を実施
●不純物形状は 15/1000mm 以上で不合格
●本製品は全世界へと販売を拡大

携帯電話機用マイクロレンズユニット
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
全世界

神奈川県
新潟県

【販売開始時期】平成 24 年 9 月～

●企業名●

コニカミノルタオプトプロダクト株式会社

【販 売 価 格】＠ 70 円

● URL ●

http://www.konicaminolta.jp/about/corporate/group/oop/index.html

【販 売 数 量】累計 2890 万個
（2015 年 4 月末現在）

●所在地●

山梨県笛吹市御坂町二之宮 920

●事業内容●

光学機器具の製造

山梨県

山梨県富士工業技術センター

活用機器

紫外・可視・近赤外分光光度計

長野県

テキスタイルの紫外線透過率の測定
製品の特徴

静岡県

●紫外線遮蔽効果の高い洋傘
●織る前に糸を染めることで、艶やか かつ上品な仕上
がりとなる先染織物産地ならではの技術を活かし、更
に大きな織柄の表現を可能にした “ マキタオリジナル
ジャカード ” により、柄のデザイン領域を大幅に広げ
た、高機能かつ高品位な製品
公設試の支援内容
商品名：1866 -kawazu- （洋傘商品の一例）
生地：ポリエステル 100％
内生地：ポリエステル 95% ナイロン 5%
海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
欧州

【販売開始時期】平成 25 年 2 月
【販 売 価 格】2 ～ 5 万円（税抜）
【販 売 数 量】未定

●紫外可視近赤外分光光度計を利用して、高い紫外線遮
蔽効果を有する洋傘の開発を支援
平成 27 年は、イタリア・ミラノで開催される、世界
有数のテキスタイル展示会「ミラノウニカ」に出展す
る等、ヨーロッパを中心に販路拡大を計画

●企業名●

株式会社槙田商店

● URL ●

http://www.makita-1866.jp/

●所在地●

山梨県南都留郡西桂町小沼 1717

●事業内容●

織物製造卸（傘生地・傘・服地）
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経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

粉体物性解析システム

茨城県

3D プリンター用金属粉末材料の物性評価

東京都

長野県工業技術総合センター

製品の特徴

【販 売 価 格】お問合わせ

ヒカリ素材工業株式会社

● URL ●

http://www.hikari.biz-web.jp/

●所在地●

長野県東御市加沢 1313-1

●事業内容●

非鉄金属粉末製造・試作・販売

活用機器

紫外・可視・近赤外分光光度計

製品の特徴

公設試の支援内容
サージカルボディサポート：DA-100

●樹脂部品の紫外線劣化評価試験の実施
他
－放射照度 1,240W/m2

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
未定

【販売開始時期】平成 27 年 3 月
【販 売 価 格】120 万円（税抜）
【販 売 数 量】非公開

●企業名●

タカノ株式会社

● URL ●

http://www.takano-net.co.jp/

●所在地●

長野県上伊那郡宮田村 137

●事業内容●

事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、
エレクトロニクス関連製品、医療・健康福祉機器の製造ならびに販売
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静岡県

●顕微鏡手術等の長時間の立位手術時における体幹およ
び上肢の安定化と、下肢にかかる負担を軽減
●適度な硬さと腕を置きやすい形状の手台
●左右位置調整可能な腰部サポートおよび手台は、フッ
トスイッチで術者の身長に合わせて高さ調整が可能
●信州大学医学部脳神経外科との共同研究成果

長野県

立位手術 術者体位保持機器の品質評価

山梨県

長野県工業技術総合センター

新潟県

【販 売 数 量】30t ／月

●企業名●

神奈川県

【販売開始時期】販売中

●依頼試験にて金属粉末の比表面積測定、含有酸素量分
析を実施測定

千葉県

アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、
欧州、北米
トルコ、オーストラリア、台湾、韓国

埼玉県

公設試の支援内容

群馬県

海外展開地域（予定も含）

栃木県

Al-99.7%(-150µm)

●３Ｄプリンター、溶射、ターゲット等の用途に合わせ
カスタマイズした金属粉末材料
●真球に近い球状粉末
●優れた流動性（3D プリンター向け表面処理加工可）
●低酸素量、低不純物
●緻密な金属組織
●量産から試作用まで高品質な材料を提供
Al 系合金他非鉄合金（融点 1100℃以下）製造可
（金属種、組成によって不可あり。ご相談下さい）
粒径 -45µm,-63µm,-90µm,-150µm （調整可）

経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
東京都

長野県工業技術総合センター

活用機器

三次元変角光度計

茨城県

植物促進栽培用機能性農業用フィルムの開発
製品の特徴

栃木県

●特殊構造による光合成促進
●特定の植物種の促進栽培が可能
●優れた保温性と高強度

群馬県

公設試の支援内容
●透過光強度分布の計測・評価
●紫外線劣化評価試験の実施

他

埼玉県

透過光強度分布測定表示例

千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
未定

神奈川県

【販売開始時期】ー

●問い合わせ●

【販 売 価 格】ー

長野県工業技術総合センター
環境・情報技術部門 人間生活科学部
TEL：0263-25-0981

新潟県

【販 売 数 量】ー

山梨県

長野県工業技術総合センター

活用機器

促進耐候性試験機

長野県

日本製高品質ウォーキングステッキの性能評価
製品の特徴

静岡県

●医療・介護用、旅行用、高級デザイン、小型折畳など、
多様なカテゴリへの対応と様々なコーディネートが可
能な商品バリエーション
●滑りにくい安全先ゴム等、用途に応じた先ゴム採用
●衛生的で握りやすく痛みの無いグリップ
●商品企画から設計、デザイン、製造、品質管理までを、
自社工場にて一貫製造

カイノス ウォーキングステッキ、もっと安心２本
杖・あんしん２本杖

公設試の支援内容
●ステッキ先端に取り付ける先ゴムの耐候性試験を実施
他
－放射照度 1,240W/m2

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
アジア、中東

【販売開始時期】平成 11 年 3 月

●企業名●

株式会社シナノ

● URL ●

http://sinano.co.jp/

【販 売 価 格】6,800 円
～ 40,000 円（税抜） ● 所 在 地 ●
【販 売 数 量】非公開

●事業内容●

長野県佐久市岩村田 1104-1
杖・ステッキ、スキーポール、トレッキングポール、ウォーキングポール
の製造・販売 その他
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経済産業省平成 24 年度補正予算

「地域新産業創出基盤強化事業」
（関東地域）による海外展開支援事例
活用機器

三次元非接触測定機

茨城県

プラモデル（縮尺模型）金型作成３D データ用スキャニング

東京都

静岡県工業技術研究所

製品の特徴

● 3D スキャン非接触三次元測定装置での評価実施

群馬県

公設試の支援内容

栃木県

●実物のパンを 1/24（24 分の 1）に縮尺したミニチュ
ア模型

埼玉県

作成したミニチュア模型
千葉県

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
北米、欧州

【販 売 価 格】未定

有限会社アスカモデル

● URL ●

http://asukamodel.com/

●所在地●

静岡県静岡市駿河区豊田 3-5-30

●事業内容●

プラモデルの企画、制作から販売

活用機器

車載機器用伝導ＥＭＣ試験システム

製品の特徴

公設試の支援内容
パワーショベル用スイッチ
パネルモジュール

●車載機器用伝導ＥＭＣ試験システムでの評価を実施
●静電気シミュレータでの評価を実施

海外展開地域（予定も含）
欧州、北米
北米・欧州・南米

【販売開始時期】平成 26 年 10 月
【販 売 価 格】非公開
【販 売 数 量】18,000 台／年

●企業名●

株式会社特殊電気

● URL ●

http://www.tokushudenki.co.jp/

●所在地●

静岡県磐田市匂坂中 1600-10

●事業内容●

建設機械用、自動車用各種電子コントローラの開発及び製造
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静岡県

●建設機械の
- 稼動部位のスピード
- ライト
- ワイパー
などをコントロール

長野県

パワーショベル用スイッチパネルモジュールの性能評価

山梨県

静岡県工業技術研究所

新潟県

【販 売 数 量】ー

神奈川県

【販売開始時期】平成 27 年秋 ( 予定） ● 企 業 名 ●

東京都立産業技術研究センターによる海外拠点での技術支援事業

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
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東京都立産業技術研究センターによる海外拠点での技術支援事業

バンコク支所の事業紹介
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広域首都圏公設試験研究機関
（１都 10 県１市 13 機関）
事業所一覧
東

京

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 本部
〒 135-0064

東京都江東区青海 2-4-10

TEL. 03-5530-2111（代表） FAX. 03-5530-2765
http://www.iri-tokyo.jp/

茨

城

茨城県工業技術センター
〒 311-3195

茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1

TEL. 029-293-7213

FAX. 029-293-8029

http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/

栃

木

栃木県産業技術センター
〒 321-3226

栃木県宇都宮市ゆいの杜 1-5-20

とちぎ産業創造プラザ内
TEL. 028-670-3391

FAX. 028-667-9430

http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/

群

馬

群馬県立産業技術センター
〒 379-2147

群馬県前橋市亀里町 884-1

TEL. 027-290-3030（代表） FAX. 027-290-3040
http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/

埼

玉

埼玉県産業技術総合センター
〒 333-0844

埼玉県川口市上青木 3-12-18

TEL. 048-265-1311（代表） FAX. 048-265-1314
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/

千

葉

千葉県産業支援技術研究所
〒 264-0017

千葉県千葉市若葉区加曽利町 889

TEL. 043-231-4325

FAX. 043-233-4861

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/
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神奈川

神奈川県産業技術センター
〒 243-0435

神奈川県海老名市下今泉 705-1

TEL. 046-236-1500（代表） FAX. 046-236-1526
http://www.kanagawa-iri.jp/

新

潟

新潟県工業技術総合研究所
〒 950-0915

新潟県新潟市中央区鐙西 1-11-1

TEL. 025-247-1301

FAX. 025-244-9171

http://www.iri.pref.niigata.jp/

長

野

長野県工業技術総合センター
〒 380-0928

長野県長野市若里 1-18-1

TEL. 026-268-0602

FAX. 026-291-6243

http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/

山

梨

山梨県工業技術センター
〒 400-0055

山梨県甲府市大津町 2094

TEL. 055-243-6111

FAX. 055-243-6110

http://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-gjt/

山梨県富士工業技術センター
〒 403-0004

山梨県富士吉田市下吉田 6-16-2

TEL. 0555-22-2100

FAX. 0555-23-6671

http://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-fj/

静

岡

静岡県工業技術研究所
〒 421-1298

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷 2078

TEL. 054-278-3002

FAX. 054-278-3066

http://www.iri.pref.shizuoka.jp/

横

浜

横浜市工業技術支援センター
〒 236-0004 横浜市金沢区福浦 1-1-1
TEL. 045-788-9000

FAX. 045-788-9555

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/sien-c/
〈 43 〉

経済産業省平成 25 年度補正予算事業

地域オープンイノベーション促進事業（関東地域）

広域首都圏の公設試験研究機関が保有する

試験研究機器の検索システムの運用を開始
広域首都圏（関東甲信越静1都10県）の公設試験研究機関（以下、公設試）は、経済産業省関東経済産業局から
の委託を受け実施している「地域オープンイノベーション促進事業」を活用して、12の公設試が保有する試験研
究機器を検索できるシステムを構築しました。
中小企業が目的に応じ、効率的に必要な機器を検索できるとともに、横断的かつ広域的に機器の利活用ができます。

器を
試験研究機
テムを構築！
ス
シ
る
き
で
検索

広域的に
横断的かつ
用できる！
機器を利活

目的に応じ、
中小企業が
機器を検索！
な
要
必
に
効率的
▲検索画面の例

https://tkm.iri-tokyo.jp/index.html
▲上記URLの
【設備検索】
から試験研究機器を検索できます。

◆運用開始日

平成26年11月19日

《本事業の背景》
新潟県
栃木県
群馬県
長野県

埼玉県

山梨県

東京都
神奈川県

千葉県

静岡県

本検索システムは、関東甲信越静の知事、政令市市長などで構成された関東
地方産業競争力協議会が策定した「関東地方産業競争力強化戦略─関東地方全
体の「連携」で産業競争力を強化する─」のなかで、試験研究機能の強化策の
一つとして提案がなされたものです。
また、1都3県（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）1市（横浜市）で運営
しているTKF（首都圏テクノナレッジ・フリーウェイ）のサイトを1都10県に
拡張することで、検索システムの構築を行いました。

【参画機関】
●地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

●茨城県工業技術センター

●栃木県産業技術センター

●群馬県立産業技術センター

●埼玉県産業技術総合センター

●千葉県産業支援技術研究所

●神奈川県産業技術センター

●新潟県工業技術総合研究所

●山梨県工業技術センター

●山梨県富士工業技術センター

●長野県工業技術総合センター

●静岡県工業技術研究所

●横浜市工業技術支援センター

