
防振手袋 ニトリル防水 「しんげんくんⓇ」 

 アトム株式会社  

海外での認証を受けた防振手袋と内部の防振材 

【所在地】竹原市忠海東町四丁目２－１                                   

【事業内容】手袋等作業用品の開発・製造・販売 

【URL】http://www.atom-glove.co.jp 
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防振手袋の開発工程において，国際規格に基づく認証を受ける

ための性能評価と同程度の評価を，簡易に行いたいと考えてい

ました。 

振動解析技術とシミュレーション技術を活用して，防振性能評

価装置に求められる仕様を検討しました。 

手袋の防振効果を簡易的に評価する装置を開発し，認証までの

開発工程を効率化できました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

装置を利用して開発した作業用手袋は，国際規格に基づく認証

を受けました。評価装置は，一般の振動軽減手袋の性能評価に

も役立っています。 

【製品概要】防振手袋に関する国際規格ISO10819 

      に基づく認証を受けた作業用手袋 

【販売場所】受注生産  

【販売価格】オープン価格 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

魔法ミガキくるりん 

松本金型株式会社 

  魔法ミガキくるりん 

【所在地】広島県東広島市志和町冠283                                   

【事業内容】金型製造 

【URL】http://matsumoto-kanagata.net/item/index.html   
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新しい形状，機能を持った歯ブラシの開発をしており，部品の

外れにくさを定量的に評価することが必要でした。 

ブラシヘッドと持ち手部分の結合強さの試験をおこない，改良

点を見出しました。 

湾曲したアームとリング形状ブラシを備えた，ブラシヘッド回

転歯ブラシの商品化につながりました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

強度データをもとに，安心して販売できるようになりました。 

【製品概要】回転ヘッドでブラシが全て歯に垂直 

      にあたり，磨き残し無しを可能にし 

      た歯ブラシ 

【販売場所】東急ハンズ 一部ホームセンター 

【販売価格】５００円（税抜） 

【活用した制度】受 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

受：受託研究 ギ：技術的課題解決研究（ギカジ）依：依頼試験 設：設備利用 指：その他の技術指導 



医療用器具へのＤＬＣコーティング 

 トーヨーエイテック株式会社  

ＤＬＣコーティング前（奥）と後（手前） 

【所在地】広島市南区宇品東五丁目３－３８                                   

【事業内容】工作機械・自動車部品の製造販売，表面処理受託加工 

【URL】https://www.toyo-at.co.jp/ 
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医療用器具を摩擦や腐食に対して強くするため，器具の表面に

ＤＬＣをコーティングしたときの，滅菌処理に対するＤＬＣ膜

の耐久性を知ることが必要でした。 

医療現場を想定したオートクレーブ滅菌処理を繰り返し，ＤＬ

Ｃ膜の品質劣化の有無を評価しました。 

医療現場のオートクレーブ滅菌処理に耐えうるＤＬＣ膜の高い

品質安定性が確認できました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

当社が対応困難な方法による品質評価結果を得られたことで，

ＤＬＣ膜の新たな用途展開につながりました。 

【製品概要】手術ハサミ等の医療用器具にＤＬＣ 

      （ダイヤモンドライクカーボン）の 

      膜をつける。 

【販売場所】受託加工  

【販売価格】非公表 

【活用した制度】共 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

化粧筆「古羊毛 雪・月・花」 

株式会社坪川毛筆刷毛製作所  

  古羊毛化粧筆 「雪」 

【所在地】広島県呉市川尻町森二丁目10番1号                                   

【事業内容】毛筆・刷毛・化粧筆 

【URL】http://koyomo.jp/   
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1970年代以前に採取された中国の山羊の毛「古羊毛」は，書

道用筆として使用感に定評がありますが，その理由がどこにあ

るのか科学的に評価したいと考えていました。 

顕微鏡観察により，他の原毛の表面形状，断面形状の比較を行

い，コシがあり切れにくく，毛先まで繊細で肌あたりが良い古

羊毛の特徴を見出しました。 

明らかになった古羊毛の特徴を活かして，化粧筆という新しい

商品展開ができました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

『古羊毛』の突出した使用感は、書道家には、周知の事実でし

た。これまでわからなかったその理由を知ることができました。 

【製品概要】「毛」のみではなく「軸」にもこだ 

      わった化粧筆 

【販売場所】ネット通販 

【販売価格】雪・・フェイス50,000円，（税抜）      

チーク35,000円，シャドウ20,000円 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

共：共同研究 知：広島総研が保有する知的財産の活用 人：人材育成支援制度 他：その他 



船舶エンジンの部品（弁棒） 

 広機工株式会社  

超合金で部分補強した弁棒 

【所在地】呉市広多賀谷三丁目８－３                            

【事業内容】大型内燃機関の部品製作 

【URL】 http://hirokiko.co.jp/ 
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船舶エンジン内の燃焼温度を高めれば窒素酸化物の排出量を削

減できますが，そのためには，弁棒の耐久性を高める必要があ

りました。 

弁棒の補強方法を提案し，金属材料の硬さや摩耗性などを評価

する技術を活用して，耐久性を高めるための加工条件を絞りこ

みました。 

従来品より硬い超合金を採用して，耐久性を向上させることが

できました。また，摩耗対策が必要な部分だけを補強すること

で低コスト化を実現しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

性能・コスト面で競争力のある製品を開発し，販売することが

できました。 

【製品概要】環境対応型船舶エンジンの排気弁の 

      弁棒 

【販売場所】受注生産  

【販売価格】非公表 

【活用した制度】受 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

ＲＥＣⓇ 鋳造装置により生産した自動車用アルミロータ 

株式会社木村工業 東広島工場  

自動車用アルミロータ 

【所在地】東広島市高屋町造賀１００２３－１                                   

【事業内容】環境設備・産業機械製造 

【URL】http://www.kimura-gr.co.jp/ 
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新考案の鋳造方式（REC Ⓡ鋳造法）を実現する装置を実用化し

たいと考えていました。 

シミュレーションや試作品の品質評価を繰り返して，鋳造装置

の金型方案や鋳造条件設定に反映させました。 

鋳造時のガス巻き込みによる空隙が少なく，均一で高品質な製

品の生産が可能な装置を開発し，自動車用アルミロータなどの 

新製品開発につながりました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

未経験だったアルミ鋳造分野に参入することができて，設備販

売や量産事業獲得など，新事業を軌道に乗せることが可能とな

りました。 

【製品概要】自社開発のＲＥＣⓇ鋳造装置による高 

      品質鋳造方法で回転バランスがよい 

      高速回転可能な電動モーター部品 

【販売場所】受注生産  

【販売価格】非公表 

【活用した制度】受 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

受：受託研究 ギ：技術的課題解決研究（ギカジ）依：依頼試験 設：設備利用 指：その他の技術指導 



鋳物用引張・硬度試験機 

福山鋳造株式会社  

鋳物用引張・硬度試験機 

【所在地】広島県福山市野上町1-9-9                                    

【事業内容】鋳鉄品の生産・販売 

【URL】http://www.fukuchu.co.jp/index.html   
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引張試験を行う汎用試験機は高価なため，鋳物用の安価な引

張・硬度試験機を開発しましたが，信頼性を明らかにする必要

がありました。 

福山鋳造株式会社の開発した試験機とセンターの汎用試験機で

引張試験等を行い，結果の比較を行いました。 

材料の引張強度，耐力などの結果は，両試験機でほぼ同じにな

り，開発した試験機の信頼性が確認できました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

一般的な試験機と比べて半額以下での販売を目指します。 

【製品概要】鋳物に特化した引張・硬さ試験機 

【販売場所】受注生産販売  

【販売価格】約600万円 

【活用した制度】受 

【支援したセンター】東部工業技術センター 

共：共同研究 知：広島総研が保有する知的財産の活用 人：人材育成支援制度 他：その他 

既存木造住宅の耐震補強工法「救震棒®」 

株式会社リバース 

クサビ式耐震補強工法「救震棒® 」 

【所在地】 広島県福山市西新涯町二丁目22番13号 

【事業内容】建築用金物の企画・開発・販売 

【URL】 http://rebirth-inc.co.jp 
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シンプル構造かつ高性能な『新しい耐震補強工法』を開発する過

程において，試作品の性能評価が課題でした。 

引張試験機を使って疑似的に地震発生時の状況を作り，製品の耐

震性能の簡易評価について指導・支援しました。 

従来工法よりも高性能な耐震補強工法を開発できました。開発コ

ストを抑えられ，販売価格にも還元されました。 

考えつく限りの試作品を作り，評価試験を繰り返すことで納得の

できる工法と製品を生み出せました。 

【製品概要】安価かつ短工期で既存木造住宅の 

      耐震性能を向上させる工法 

【販売場所】当社，または当社の指定する施工店 

【販売価格】1セット7〜9万円（施工費を除く） 

【活用した制度】設，指 

【支援したセンター】東部工業技術センター 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 



Neo Plus 抗菌トイレマット 

株式会社ｐｌｕｓ 

抗菌トイレマット 

【所在地】広島県広島市東区温品4-13-14                              

【事業内容】抗菌トイレマットの製造，卸売り 

【URL】https://www.yu-group.net/ 
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珪藻土を用いた抗菌トイレマットの開発において，脱臭性能の

評価，使用時における耐久強度の目安が必要でした。 

トイレマットの脱臭性能評価，曲げ・圧縮強度測定を行いまし

た。 

尿の主な臭い成分のアンモニアについて脱臭効果を確認するこ

とができ，試験結果をパンフレット，ホームページに掲載しま

した。また，曲げ・圧縮強度測定の結果から，マットの耐久強

度を把握することができました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

製品販売のための重要なデータをとることができました。 

【製品概要】尿の飛び散りを吸収する脱臭，抗菌 

      効果のあるトイレマット 

【販売場所】販売代理店  

【販売価格】25,000円（税込） 

【活用した制度】依，設，指 

【支援したセンター】東部工業技術センター 

銅 ニッケル 

ユニフォーム再生樹脂のリサイクル商品 

トレー，植栽ポット，箸，パズル 

【所在地】広島県福山市草戸町３丁目12番5号                                   

【事業内容】繊維製品のマテリアルリサイクル 

【URL】 http://www.ecolog.co.jp/  
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ワーキングウエア等繊維製品をプラスチック原料に加工するリ

サイクル業を営んでいますが，製品化事例が少ないため，用途

展開を検討していました。 

新製品の性能評価と成形条件等の改善方法について支援しまし

た。 

強度測定など物性試験を行い，客先の基準値をクリアする製品

が開発できました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

小型の製品についてニーズに対応した製品を製作できました。

より大型の製品開発のために，現在もセンターと一緒に開発を

継続しています。 

【製品概要】ユニホームから再生したPETを利用 

      した製品 

【販売場所】受注販売  

【販売価格】受注販売のため応相談 

【活用した制度】設，指 

【支援したセンター】東部工業技術センター 

写 

株式会社エコログ・ 
リサイクリング・ジャパン 

受：受託研究 ギ：技術的課題解決研究（ギカジ）依：依頼試験 設：設備利用 指：その他の技術指導 



ロールフェースパター（表面加工硬化パター） 

株式会社福山ゴルフ  

ロールフェースパター 

【所在地】広島県福山市沖野上町5-7-18                                   

【事業内容】ゴルフクラブ製作，販売 

【URL】http://www.fukuyamagolf.com/  
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打感，転がりが良好で，大手メーカーにないオリジナルなゴル

フパターを開発したいという要望を持っていました。 

新開発のパター材料の硬さ，反発係数等を評価しました。 

打球の転がりが良好なゴルフパターの開発，製造，販売が可能

になりました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

大手メーカーにないオリジナルなゴルフパターができました。

是非，手に取って，その効果を実感して頂きたいです。 

【製品概要】打球の転がりが良好なゴルフパター 

【販売場所】福山ゴルフホームページ  

【販売価格】16,200円（税込） 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】東部工業技術センター 

（福山ゴルフホームページより抜粋） 

乳牛向け飼料添加剤「ラクテット®」をリニューアル 

日曹商事株式会社 

メチオニン添加剤「ラクテット®」 

【所在地】東京都中央区日本橋本町3-3-6                                   

【事業内容】化学品，機能製品，合成樹脂などの販売 

【URL】 http://www.nissoshoji.com/jp/  
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飼料添加剤の製造方法を改良する際，成分（メチオニン）が乳

牛の体内に吸収される量を把握する必要がありました。 

複数の試作製剤について，フィステル（胃に外科的に取り付け

た窓）装着牛を用いた消化試験や，乳用牛への経口投与試験

（嗜好性調査，血液検査など）を行いました。 

飼料用メチオニン添加剤「ラクテット®」シリーズについて，

成分の吸収量を従来品より20％向上させた製品にリニューアル

しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

飼料用メチオニン添加剤の改良は，今後も継続して検討します。

牛を使った試験について，引き続き支援をお願いします。 

【製品概要】乳牛向けの飼料用メチオニン添加剤 

【販売場所】畜産飼料販売業者等の各地代理店  

【販売価格】代理店にお問い合わせ下さい 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】畜産技術センター 

共：共同研究 知：広島総研が保有する知的財産の活用 人：人材育成支援制度 他：その他 


