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生活産業部　繊維染色担当

分光測色計

ロープ引張試験

分光光度計の積分球

耐光試験中のキセノン灯

CCD顕微鏡

綿繊維の拡大像
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繊維製品の研究開発、製造工程の改善・トラブル、消費流通におけるクレームなどご相談ください。

受託内容

引張、引裂、破裂などの各種強度試験

洗濯、摩擦、光、汗などによる製品の変
色や退色の評価、他の物への汚染性の
評価

鑑別色素による着色、繊維形態の拡大
観察

遊離ホルムアルデヒド試験

可視光分光スペクトル測定、測色値の
算出

ＵＶカット性、吸水性、吸湿性、はっ水
性、保温性、難燃性、帯電防止性、形態
安定性など

受託項目

引張／糸・布、
物性試験／破裂、引裂 など

染色堅ろう度／その他、
染色堅ろう度／耐光試験（キセノン）
                                                        など

繊維鑑別、一般拡大観測、
赤外分光分析 など

加工布性能試験

測色、その他分光分析

加工布性能試験

相談内容

糸、布、ロープなど強度
に関すること

染色製品の変色、退色
に関すること

製品に使用されている
繊維の材質に関すること

繊維製品からのホルマ
リン遊離に関すること

色の管理に関すること

繊維製品の機能性評価
に関すること



生活産業部　食品工学担当

相談内容 受託項目 受託内容

クレームの対応に
関すること

拡大観測、分光分析、電子顕微鏡試験 異物観測、異物成分分析など

食品の保存性に
関すること 

微生物試験
その他食品試験
食品保存試験

一般生菌数、真菌数、大腸菌群など
水分活性など
賞味期限（消費期限）設定のための
基礎データ作成

品質管理に関すること
食品物性試験
化学物性試験
おり下げ試験

引っ張り強度、破断強度、粘度など
ｐH、比重、Brix など
清酒、果実酒のおり下げ試験

品質表示に関すること

食品栄養成分試験
食品成分試験
分光分析
クロマト分析
酸度、塩度、糖度試験

エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物
アルコール、酢酸、ビタミンＣなど
ミネラル
有機酸、アミノ酸
総酸、塩分、直接還元糖など

その他 変異原性試験 エイムス試験、ウムテスト

ご依頼にあたり、食品試料は日持ちしないという特性があり、試験の内容によっては保管の出来ない
こともありますので、事前にご相談いただいて試験に取りかかる日時や分析内容を確定した後から分
析試料（食品試料）を搬入していただけるようお願いします。

成分表示に必要な
項目を測定します。
賞味試験の設定に必要な
保存試験を行います。



材料技術部　高分子材料担当



材料技術部　金属無機材料担当

金属万能材料試験機
㈱東京衡機製造所製 RUEⅢ－50G

蛍光Ｘ線分析装置
リガク電機㈱製　ZSX100e

相談内容 受託項目 受託内容

環境試験に
　関すること

特定分野試験に
　関すること

特殊加工に
　関すること

物性に関すること

腐食試験

機械金属

熱処理

粉粒体物性測定

塩水噴霧・キャス

粒度分布・比表面積・密度測定

動釣合試験

焼き入れ・焼きならしなど

金属の材料試験に
　関すること

金属の機器分析に
　関すること

強度試験
硬度試験
金属組織試験

元素分析・Ｘ線分析

引張強度・伸び・衝撃・圧縮・曲げ
などの強度試験
ブリネル・ビッカース・ロックウェル
・超微小硬度試験
マクロ試験その他金属組織試験

蛍光Ｘ線分析の定量・定性分析
鉄鋼炭素硫黄分析

精密測定に
　関すること

形状測定
特殊測定

長さ・角度などの三次元測定
真円度・円筒度・直角度の測定
表面粗さ・輪郭形状測定など
特殊測定の三次元・メッキ厚測定など



化学技術部　精密化学担当
受託項目 受託内容相談内容



化学技術部　分析化学担当

ガスクロマトグラフィー
質量分析装置

原子吸光分析装置

使用機器の一例

試験の内容によっては、試料の経時変化や採取保存方法により正確な分析測定ができないことも
ありますので、ご依頼の際に事前にご相談いただき、試験に取りかかる日時や分析内容を確定し
た後、分析試料を搬入していただけるようお願いします。

受託内容相談内容 受託項目

金属元素の含有量に関
すること 

一般化学分析
分光分析、Ｘ線分析

ＪＩＳによる分析
ＩＣＰ発光や原子吸光による微量元素分析
蛍光Ｘ線による半定量分析

有機物の含有量に関す
ること

クロマト分析、質量分析
分光分析

ガスクロマトグラフィー質量分析、
液体クロマトグラフィー質量分析
などによる有機物質の定量分析

有機物の構造解析に関
すること 

分光分析、核磁気共鳴分析
Ｘ線分析

フーリエ変換型赤外分光分析、
核磁気共鳴分析による有機構造解析
Ｘ線回折分析による結晶構造定性分析

熱特性に関すること 熱分析
熱重量、示差熱、熱走査分析などによる
融点、ガラス転移点測定など

表面分析に関すること Ｘ線光電子分光分析
Ｘ線光電子分光分析による
表面元素定性分析

その他
一般化学分析
化学物性測定
粉粒体物性測定

工業用水の分析、ｐＨ、水分率、
粒度分布測定、比表面積測定など



化学技術部　環境技術担当

全有機炭素計 有機酸分析装置 

使用機器の一例

試験の内容によっては、試料の経時変化や採取保存方法により正確な分析測定ができないことも
ありますので、ご依頼の際に事前にご相談いただき、試験に取りかかる日時や分析内容を確定し
た後、分析試料を搬入していただけるようお願いします。

受託内容相談内容 受託項目

排水規制に関すること 一般化学分析
COD、TN（全窒素 ）、TP（全りん）、
n- ヘキサン抽出物、pH、SS、など

その他排水分析に関す
ること

一般化学分析
アンモニア、亜硝酸、硝酸、
着色度、塩素イオンなど

汚濁負荷に
かかわること 

一般化学分析
有機酸分析

TOC（有機体炭素）、IC（無機体炭素）、
有機酸など

排水処理運転管理
にかかわること 

一般化学分析
一般顕微鏡観察

MLSS、MLVSS、DO、糸状菌など

汚泥処理に
かかわること 

一般化学分析 水分、強熱残留物



システム技術部　機械システム担当

受託内容相談内容 受託項目

拡大観察に関すること

非破壊検査に関すること

光造形に関すること

金属加工に関すること

拡大観測、分光分析
電子顕微鏡試験　

非破壊試験

光造形

機械加工

異物観測、異物成分分析など

Ｘ線透過撮影
Ｘ線ＣＴ撮影

３次元モデル作製

旋盤、フライス盤、ワイヤーカット放電

光造形装置による試作開発や機械加工また拡大観察や計測などでお困りの場合はご相談ください。。

東芝FAシステムエンジニアリング㈱製
（ＴＯＳＣＡＮＥＲ－２４２００ＡＶ型）

走査型電子顕微鏡
日本電子（株）製（ＪＥＤ－２３００)

・金属部品折損面の観察
・金属部品折損面の介存物の分析
・電子プリント基板のハンダ溶け込み状態の観察
・微量付着物混入物の元素分析
・その他一般拡大観察 など

走査型電子顕微鏡とエネルギー分散型Ｘ線分析装置
を使用し、拡大観察や微量の試料及び混入異物の分
析が行えます。

・液体及び気化成分を含むものは観察できません。
・分析対象物が母材に薄く拡散しているような場合は分
   析感度が得られない場合があります。

注

拡大観察・微量資料、無機元素の分析

・鋳造品の内部欠陥
・内部構造の観察
・リバースエンジニアリング　　　　など

産業用Ｘ線ＣＴスキャナーを使用し、“物を壊さずに”
内部の観察が行えます。

・試料の大きさ、形状により、撮影できない場合があ
   ります。

注

非破壊検査

産業用Ｘ線ＣＴスキャナー



システム技術部　電子システム担当

交流安定化電源

ディジタルパワーメーター 電波暗室内

受託内容相談内容 受託項目

電磁波
(EMC関係 )

・ｴﾐｯｼｮﾝ測定
・ｲﾐｭﾆﾃｨ試験
・静電気試験
・電源電圧変動試験
・ﾌｧｰｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ ﾊﾞｰｽﾄ試験
・ｼｰﾙﾄﾞ効果評価

・機器から放射される電磁波強度の測定
・機器に電磁波を照射し、誤動作や耐力を試験
・高電圧の静電気により、機器の誤動作や耐力を試験
・瞬間的な停電や電圧低下による機器の状態を観測
・断続的な高周波ﾉｲｽﾞにより機器の誤動作や耐力を試験
・電磁波ｼｰﾙﾄﾞ材のｼｰﾙﾄﾞ効果を測定

電子計測
・抵抗値測定
・ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ計測
     (～ 40MHz)

・10 -6Ωの低抵抗値、1015Ωの高抵抗値、絶縁材料
   の表面・体積抵抗率、液体の抵抗率の測定
・高周波信号の下での、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ変化の測定

その他

・温度変化のﾄﾚﾝﾄﾞ記録
・高速度画像撮影
・波形観測
・風速測定

・対象物の温度変化の記 録 (ﾃｷｽﾄﾃﾞｰﾀによる記録、Excel
  等による表示が行える )
・最大 1000ｺﾏ／秒による高速度ﾋﾞﾃﾞｵ撮影
  ( 市販用 VHSﾃｰﾌﾟへの記録 )
・ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ、計測用PCによる、電圧・電流波形の観測
  と記録、音響信号や振動信号波形の観測と記録
・定温度型熱式による風速計測
 （ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型ではありません）

音・振動
・騒音測定
・音、振動の周波数解析

・普通騒音計による音源の音圧を測定
・音や振動の周波数成分を解析（ＦＦＴ解析）

電力
( 電源関係 )

・電力測定
・高周波電流の測定

・安定化電源、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ電力計による機器の消費電力量
  等の測定
・電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞや低抵抗器による高周波電流波形の観測



薬事開発部

崩壊試験装置 脱臭効果試験装置

受託内容相談内容 受託項目

医薬品等の製品規格に
 関すること 

生薬製剤
殺虫剤・忌避剤・殺鼠剤
浴用剤・化粧品など

品質管理、製造販売承認資料作成のための
定量試験、確認試験、純度試験など

医薬品等の原料規格に
 関すること 

日本薬局方規格試験
殺虫剤指針規格試験
その他規格試験

製品製造・開発のための原薬、添加物などの
定量試験、確認試験、純度試験など

日本薬局方一般試験法
に 関すること 

重金属試験・ヒ素試験
微生物限度試験・無菌試験
生薬試験
崩壊試験など

比色法による重金属( 鉛として )・ヒ素分析
生菌数試験、特定微生物試験など
乾燥減量、灰分、エキス含量など
錠剤・カプセル剤・顆粒剤などの崩壊性

安定性試験に関するこ
と 

加速試験 40℃、75％RHでの保存試験

その他 簡易脱臭効果試験
アンモニア、ホルムアルデヒドなどに
対する各種脱臭基材の効果を試験



工芸・デザイン部　漆器技術担当

受託内容相談内容 受託項目

試作加工に関すること 漆器試作加工
木工ロクロ・木工旋盤・漆塗装
・吹きつけ塗装

硬度・表面観察・摩擦強度
・耐溶剤性・密着性・拡大観察

鉛筆硬度・テーバー型摩耗試験

・マイクロスコープ
塗膜性能に関すること

漆器のクレームに関する
こと

クレーム箇所の拡大観察
マイクロスコープ

木材素地の水分測定

その他、漆の改質による塗装の研究も行っておりますので詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

テーバー型摩耗試験機

木工旋盤

塗膜の硬さや摩擦強度、耐溶剤性などについて試験を行っています。

試作加工

木材加工機を使用し、漆器製品の試作を行っています。

・  木工ろくろ及び木工旋盤による漆器素地の試作など

・ 塗膜の硬さ測定（鉛筆硬度など）
・ 塗膜の摩擦強度（テーバー型摩耗試験）
・  塗膜の表面観察（マイクロスコープなど）
・  塗膜の耐溶剤性（家具の表面抵抗性試験など）

注 ) 塗膜だけでなく、木材表面の硬さ測定も行います。
　   詳細はお問い合わせ下さい。

鉛筆硬度計、テーバー型摩耗試験機

塗膜の硬さ測定、耐摩耗性



工芸・デザイン部　木工技術担当

家具、建具など（木質及びスチール製）について試験を行っています。

製品の物性評価試験

・ 扉の試験（開閉、衝撃、曲げ、反り、剛性など ）
・ キャスター荷重走行試験
・  木製品のホルムアルデヒド放散量測定
・  表面はくり試験
・  促進劣化試験
　　（サンシャインウエザオメータ、塩水噴霧試験など）

注 ) 詳細はお問い合わせ下さい。

環境試験

環境試験機を使用し、様々な環境に対する製品の状態観察行っています。

・  高温多湿環境（４０℃９０%R.H.など）を想定した木製品状態観察
・  木炭の吸放湿量測定
・  木製品の反り矢高測定
・  機器の耐寒（-20℃での動作など）試験
・  保温材の温度変化測定

注）試験条件につきましてはお問い合わせ下さい。

扉の開閉試験

環境試験機
エスペック株式会社製

受託内容相談内容 受託項目

木質材料の材料試験に
関すること

木材の試験
合板の試験
集成材の試験

日本工業規格
日本農林規格

木製品及び住宅関連部
品の性能試験に関する
こと

建具の試験
家具の試験
住宅関連部品の試験

開閉・衝撃・曲げ・剛性
・反り矢高測定
耐荷重性能測定

温度－４０℃～＋８０℃条件下での試験
関係湿度２０～９５％条件下での試験
プログラムサイクル試験
耐候試験
塩乾湿複合サイクル試験

耐低温度環境試験
耐温湿度環境試験
促進暴露試験

木製品、木質材料及び
木製品関連部品の環境
試験に関すること

クレームの対応に関す
ること

クレーム箇所の拡大観察
マイクロスコープ
木材の水分測定

デシケータ法
建材用デシケータ法
剪断・平面引張測定

ホルムアルデヒド放散量測定
接着強度試験

その他



工芸・デザイン部　デザイン担当

受託内容相談内容 受託項目

画像（イラスト、図表、
写真等）の編集・出力
にかかわること

CG
CGソフトによる画像編集
大型プリンター等による画像出力

立体形状（成型品等 ）
の編集・試作にかかわ
ること

CAD

CG

３次元 CADおよび CGによる形状編集
紙造形システムによる試作

詳細、他の機器、デザイン等に関することは、お気軽にデザイン担当までお問い合わせ下さい。

プリント＆カッティングマシン

インクジェットプリンターで、プリントと同時に自動的に切り抜く機
能も備えています。
展示会用のポスターやパネルの製作用として、県内企業の方々に
広く利用されています。

形式：CAMM JET CJ-70　　　
最大出力サイズ：  A0 サイズ
料金：A 0サイズの場合、約 2，500円～ 5，000円程度

 （紙質によって異なります）

紙造形システム

コピー用紙をカットしながら積層し、立体的なモデルを作成する
装置です。
製品の試作品を製作するための立体物の造形装置です。家庭日
用品・漆器等の業界の方々に広く利用されています。

形式：KSC-50　　　　　　　　　　　　　　　
最大出力サイズ：W400mm×Ｄ280mm×Ｈ300mm
料金：数千円～数万円（造形物によって異なります）



皮革開発部

液中熱収縮温度測定装置 革の耐屈曲試験機

受託内容相談内容 受託項目

革の化学分析に関する
こと

ＪＩＳ　Ｋ６５５０
革試験方法
化学試験方法

灰分・脂肪分・皮質分・可溶性成分
クロム含有量

革の染色堅ろう度に関す
ること

乾燥試験・湿潤試験・酸性汗試験
・アルカリ汗試験・洗濯試験
・耐光性試験

ＪＩＳ　Ｋ６５４７
革の染色摩擦堅ろう度試験
方法

革の物性試験に関する
こと

ＪＩＳ　Ｋ６５５０
革試験方法　物理試験方法

厚さ・引張強さ・伸び・引裂強さ
耐水度・吸水度・液中熱収縮温度

耐屈曲試験
ＪＩＳ　Ｋ６５４５
革の耐屈曲試験方法

銀面割れ
ＪＩＳ　Ｋ６５４８
革の銀面割れ

皮革に関する製造技術、品質管理などご相談下さい。
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水分活性測定装置

食品、化学物質、薬品等の水分活性
を測定します。

難分解性物質分析装置

糖アルコールの分析をします。

顕微鏡用冷却加熱装置 高周波帯域誘電率測定装置

誘電率を測定します。

水蒸気透過率測定装置

水蒸気の透過率を測定します。

取引先から品質保証を求められた

クレームが発生した

技術開発の中で課題が生じた

社内の人材を育成したい

技術開発に取り組みたい

商品（製品）を改良したい

他の事業者と連携して事業をしたい

○○に関する技術情報が欲しい

○○について勉強したい

工程の改善をしたい

平成１７年度設置した主な試験研究設備

こんなときご相談ください

エネルギー分散型Ｘ線分析装置
元素を分析します。

温度条件を変え、その時の結晶状態
を観察します。




