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 広島県立総合技術研究所（以下「広島総研」という。）の役割は，①中小企業や農林水

産事業者の既存製品の改良・新製品開発・生産性向上を支援し，事業者等の付加価値向上

による県経済の持続的発展に貢献する，②感染症や災害・事故時等における県民の健康と

快適な生活環境の確保に貢献する，ことにあります。 

 この度，事業者の皆様から「広島総研を利用したらどんなメリットがあるのか。」とい

う声を多くいただいたため，広島総研の利活用の促進を目的として，これまでの利活用の

事例を具体的かつ分かりやすく紹介した「広島県立総合技術研究所活用事例集」（以下

「事例集」という。）を作成しました。 

 この事例集の内容は，事業者の皆様の視点に立ち，製品化（新技術）のみならず，既存

製品の改善・課題解決といった，より身近な事例を紹介するとともに，広島総研を利活用

するメリットをイメージしやすいものとしており，利活用の契機となれば幸いです。 

 今後も，事業者の課題解決及びイノベーション創出のための支援に取り組んで参ります

ので，引き続き皆様のご理解・ご支援をお願いします。 

はじめに 

 平 成 ３ ０ 年 ２ 月 

広島県立総合技術研究所 

所 長   渡邉 康人 
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広島総研の各種支援制度 

 広島総研は，保健環境・工業・農林水産業分野の８つの技術センターから成り立っており，各分野の事業者の皆様

を技術的に支援する各種制度を用意しています。 

 それぞれのご要望に適した制度をご案内しますので，まずは，各センターの技術支援部にご相談ください。 

◆依頼試験【依】 

【内 容】事業者の依頼に応じ，広島総研の研究員が試験，検査，分析等を行い，成績書を発行します。 
【費 用】有料（各センターのホームページをご覧ください。） 

◆設備利用【設】 

【内 容】広島総研が保有する各種試験機器や加工設備等をご利用いただけます。 
【費 用】有料（各センターのホームページをご覧ください。） 

◆受託研究【受】 

【内 容】事業者が抱えている技術的課題について，広島総研が委託を受けて研究を実施し，研究結果を報 
     告します。 
【費 用】有料（依頼を受けるセンターで見積します。） 

◆その他の技術指導【指】 

【内 容】一般的な知見や公知の技術などに基づく技術指導を行います。 
【費 用】無料（現地指導を依頼する場合は旅費等が必要です。）    

 こんな時ご利用ください。 

製品不良の原因を調べたい 
成績書や評価書がほしい 

自分で機器を使って評価したい 製品の性能を評価したい 

開発中の新製品の課題を解決したい 
技術支援 

◆技術的課題解決支援事業（ギカジ）【ギ】 

【内 容】事業者の技術的課題依頼に応じて，広島総研が調査・測定・分析・評価などの手法を通じてその      
     課題解決に向けて検討することを請け負うとともに，技術指導と併せ，検討結果等を記載した技 
     術支援レポート等を発行します。 
【費 用】有料（依頼を受けるセンターで見積します。） 

制度 
利用件数（件） 

H26 H27 H28 

受託研究 76 65 61 

ギカジ 172 134 141 

依頼試験 6,028 5,745 6,170 

設備利用 12,163 11,872 12,628 

技術指導 11,250 11,376 12,923 

技術支援制度の利用状況 



◆企業等研究員受入制度【人】 

【内 容】事業者の依頼に応じて，一定期間，総研職員の指導を受けながら新技術等の開発に関する研究 
     及び技術的課題の解決を行うことを希望する者を受け入れます。 
【費 用】有料 

◆技術者研修【人】 

【内 容】技術に関する専門知識等について，講義や実習により研修を実施します。 
【費 用】有料 

◆依頼研修【人】 

【内 容】地方公共団体等からの依頼に基づいて研修生を受け入れます。 
【費 用】無料 

人材育成支援 

新人技術者に専門技術を習得させたい 

広島総研の研究員の指導を受けながら技術開発に取組みたい 

 こんな時ご利用ください。 

保健環境センター 総務企画部 
 電話：082-255-7131 
  
食品工業技術センター 技術支援部 
 電話：082-251-7433 
  
西部工業技術センター 技術支援部 
 電話：0823-74-1151 
同 生産技術アカデミー 技術支援担当 
 電話：082-420-0537 
  
東部工業技術センター 技術支援部 
 電話：084-931-2402 

農業技術センター 技術支援部 
 電話：082-429-0522 
   
畜産技術センター 技術支援部 
 電話：0824-74-0332 
  
水産海洋技術センター 技術支援部 
 電話：0823-51-2173 
  
林業技術センター 技術支援部 
 電話：0824-63-0897 

◆共同研究【共】 

【内 容】事業者と広島総研が研究費用と役割を分担して研究を実施し，共同で成果を創出します。 
【費 用】有料 

共同研究 

 こんな時ご利用ください。 

自社の研究開発・技術開発を共同で行いたい 

各センター技術支援部の連絡先 



各センターの対応技術分野 

西部工業技術センター 

西部工業技術センター 生産技術アカデミー 

食品工業技術センター 

保健環境センター 

人の健康に係る病原微生物の検出・遺伝子解析技術／医薬品等の分析・品質評価技術／食品中の有害化学物質等の分

析・解析技術 

保健研究部 

大気中微量化学物質等の分析技術／水質中微量化学物質等の分析及び迅速検索同定技術／水・底質の環境調査，改善技

術及び解析評価／省エネルギー対策の解析評価 

環境研究部 

清酒製造技術／発酵調味料製造技術／乳酸菌利用技術／醸造用微生物などの育種技術／食品の機能性評価技術／食品中

の異物検査技術／食の客観的評価技術／食品の香気成分解析技術 

生物利用研究部 

食品の硬さ制御技術（凍結含浸法）／水畜産加工食品製造技術／農産加工食品に関する技術／食品の殺菌・除菌・静菌

技術／食品の変敗検査技術／食品中の異物検査技術／食の客観的評価技術／食品の香気成分解析技術 

食品加工研究部 

材料技術研究部 

分子材料（プラスチック成形加工，高分子複合化，高分子表面改質・合成，化学修飾，プラスチックリサイクル， 高分
子材料分析・評価）／資源環境（バイオマス資源活用，環境バイオ・微生物利用，排水処理・水質評価，金属分析） 

生産システム研究部 

生産システム自動化など製造技術高度化・システム化技術分野 ／加工・測定／成形・接合／材料評価／情報処理／高精

度加工／加工状態評価／産業用ロボット応用／生産自動化システム 

加工技術研究部 

素形材（金属材料，鋳・鍛造，複合材料／粉末冶金）／材料加工（機能薄膜，微細加工，真空技術，表面分析）／電子
計測（音響・振動，超音波利用，電磁波障害，電子機器評価） 

炭素繊維プロジェクトチーム 

炭素繊維（複合材料成形，加工・評価，成形設計・シミュレーション） 

製品設計研究部 

意匠設計／機能設計／情報機器アクセシビリティ／ヒューマンマシンインターフェース技術 ／製品設計・製品化技術／

電子回路設計／組込みシステム／計測制御技術／ ソフトウエア／デジタルコンテンツ 

広島総研は，保健・衛生，食品加工，工業，農林水産業の幅広い分野に対応しています。 
詳細は，各センターの技術支援部（p5）にお問い合わせください。 



東部工業技術センター 

加工技術研究部 

金属材料の加工・分析・評価／機械の設計・部品の形状計測・製品強度評価／電子・照明・情報機器の試作・評価／木

製品の評価 

材料技術研究部 

高分子材料（ゴム，プラスチック，繊維）の分析・物性評価／高分子材料の表面処理／プラスチックの成形加工／吸着

剤等の脱臭性能評価／計算機化学による解析 

林業技術センター 

林業研究部 

採種採穂園管理技術／木材生産予測技術／木材生産効率評価技術／森林被害防除技術／森林災害復旧技術／木材性能評

価技術／木質構造評価技術／木材の高機能化技術 

水産海洋技術センター 

水産研究部 

水質・プランクトンのモニタリング／実験による魚類・貝類の生理・生態の把握／魚病診断／魚類・貝類の飼育技術
（種苗生産・養殖）の開発及び改良／アユ等淡水魚の生息状況調査 

畜産技術センター 

飼養技術研究部 

乳用牛･肉用牛の飼養管理技術／飼料作物の栽培･貯蔵技術／牛肉の品質向上技術／ＴＭＲ（完全混合飼料）設計給与技

術／乳量･乳成分向上技術／家畜行動モニタリング技術 

育種繁殖研究部 

牛体外受精胚の安定生産技術／胚保存技術／胚移植技術／広島県産和牛の遺伝子解析技術／肉用牛の育種･改良技術／凍

結精液生産技術／牛の繁殖管理技術 

農業技術センター 

栽培技術研究部 

営利農作物の栽培管理技術／施設栽培での環境制御技術／農作業の省力・軽労化技術／営利農作物の生理生態の評価技

術／主要な営利農作物等の優良品種選定試験・種子生産／土地利用型作物の収量および品質評価技術／除草剤・植物生

育調節剤の登録拡大試験 

生産環境研究部 

農作物の病害虫防除技術／施肥・土壌管理技術 

果樹研究部 

高品質果実安定生産技術／果樹の省力・低コスト生産技術／病害虫の発生予察および被害軽減技術／品種の選定・評価

技術／果実の鮮度保持および腐敗拡大抑制技術 



迅速前処理カートリッジ 

ジーエルサイエンス株式会社 

迅速前処理カートリッジ 

【所在地】東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー30階                                   

【事業内容】クロマトグラフ関連製品及び分析前処理製品の製造，販売 

【URL】https://www.gls.co.jp/index.html   
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水中有機化合物の分析は，高い技術力と長時間に及ぶ作業を要

するため，有機分析従事者の間でより簡易で作業時間の短い分

析方法が望まれていました。 

水中有機化合物分析の簡略化に取り組み，従来４,５時間以上

を要していた水の前処理作業を約10分に短縮する迅速前処理

カートリッジを開発しました。 

ジーエルサイエンス㈱を通じてカートリッジを販売し，環境水

分析や排水の自主検査等を担当する全国の有機分析従事者へ，

効率的な分析前処理方法を提供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 

簡易な操作で迅速に前処理でき，有効な方法です。緊急分析だ

けでなく，スクリーニング分析など様々な場面で使えると思い

ます。 

【製品概要】水質検査の前処理時間を大幅短縮す 

【製品概要】る器具（1セット30-50回分） 

【販売場所】代理店各社  

【販売価格】75,000円（税抜） 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】保健環境センター 

ライフサイクルアセスメント（LCA）ソフトウェア 

復建調査設計株式会社  

ライフサイクルアセスメント（LCA） 

【所在地】広島県広島市東区光町二丁目10-11 

【事業内容】建設コンサルタント，地質調査，測量 

【URL】http://www.fukken.co.jp/  
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製品の環境負荷量を評価するLCAは，市販のソフトウェアが高

価で，高度な専門知識を要することから大企業先行で行われて

おり，中小企業向けの安価なソフトウェアはありませんでした。 

Excelベースでプログラムし，引用する環境負荷量のデータ

ベースを入力しやすいように再編することで，高度な専門知識

がなくても算出可能な安価なLCA支援ソフトウェアを作成しま

した。 

中小企業が安価で容易にLCAを実施できる環境を整えました。

環境コンサルタント会社と連携し，支援ソフトウェアによる

LCAの普及に努めています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

新設備導入による温室効果ガスの排出削減効果の確認に使用し

ましたが，簡単にCO2排出量を算出することができました。 

【製品概要】CO2排出量を安価で容易に算出可能 

【製品概要】なソフトウェア 

【取扱場所】復建調査設計株式会社 

【販売価格】お問い合わせください 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】保健環境センター 

LCA 
廃棄    使用 

原料        流通 

生産 

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 



【所在地】広島県福山市本庄町中1-33-23                                     

【事業内容】麺類等ギフト商材企画製造販売，凍結含浸専用調味料販売元 

【URL】http://www.christar.jp/   

 

介護食調理を容易にする調味料 ＴＯＲＯＮ®（とろん） 04 

食材の見た目はそのままでやわらかい凍結含浸食を，病院や介

護施設の厨房で作りたいという要望がありました。 

病院や介護施設に備わる真空包装機などの厨房機器を利用して，

簡単に凍結含浸やわらか食を調理できる，酵素入りの専用調味

料の開発を支援しました。 

野菜用の「ベジとろん」，肉・魚介類・キノコ類用の「ミーと

ろん」が商品化されました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

商品を利用して食事提供した施設では，「見た目が良くて食欲

が湧いた」「食べる量が増えた」など，食事に関する満足度が

向上しました。 

【製品概要】凍結含浸専用調味料 

     （酵素配合粉末タイプ） 

【販売場所】直販，または代理店から販売  

【販売価格】16,200円（税込） 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

有限会社クリスターコーポレーション    

ＴＯＲＯＮ® （写真：左・中 野菜用，右 肉魚用） 

りらく®  やわらか惣菜 03 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

【製品概要】りらく®  やわらか惣菜             

       筍とふきの煮物 

【販売場所】ホームページから購入可能  

【販売価格】297円（税込）（80ｇ） 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

三島食品株式会社   【所在地】広島市中区南吉島二丁目1番53号                                    

【事業内容】ふりかけ・調理素材等の製造，販売 

【URL】https://www.mishima.co.jp/   

 

やわらか惣菜の商品化にあたり，レトルト加熱してもやわらか

くなりにくいタケノコの加工が課題でした。 

凍結含浸法を使ってやわらかいタケノコを開発しました。レト

ルト加熱時に型崩れを防止する技術も開発しました。 

酵素を浸みこませて分解することで，見た目はそのままに，歯

茎で潰せるやわらかさを実現しました。レトルトタイプで常温

で流通できます。 

「筍とふきの煮物」が，りらくやわらか惣菜に加わり，商品の

バリエーションが増えました。病院や施設での食事に利用され

ています。 

筍とふきの煮物 

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 



               ®  紅甘萬(べにかんまん) 

白牡丹酒造株式会社   【所在地】広島県東広島市西条本町15番5号                                   

【事業内容】酒類の製造，販売 

【URL】http://www.hakubotan.co.jp/ 
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酒類業界のトレンドである低アルコール化に対応し，かつ広島

らしい日本酒の商品化（特に弊社の酒質に合う甘い日本酒）が

課題でした。 

もみじ饅頭に合う低アルコール酒の酒質を決定し，その酒質を

純米づくりで再現する醸造方法を開発し，技術移転しました。 

平成28年4月から販売が開始され，観光の要所となる駅（広島

駅，西条駅，宮島口駅）や菓子店で販売されるようになりまし

た。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

もみじ饅頭と一緒に口に含んだ際，酒の味の変化に驚き，饅頭

に合うことを実感するお客様が多くいます。菓子業界の支援が

厚く，本商品を扱う菓子店もあります。 

【製品概要】もみじ饅頭の甘味とぴたっと同調し， 

      後味スッキリな低アルコール（8％） 

      純米酒 

【販売場所】JR広島駅内売店，菓子店 

【販売価格】389円（180ml）（税込） 

【活用した制度】指，知，人 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

写真 

もみじ饅頭に一途な純米酒 紅甘萬 
（ひろしま一途な純米酒®シリーズ 第１弾） 

                 TEPPAN 

株式会社三宅本店 【所在地】広島県呉市本通7-9-10                                   

【事業内容】酒類の製造，販売 

【URL】 http://www.sempuku.co.jp/  
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酒類業界のトレンドである低アルコール化に対応し，かつ広島

らしい日本酒の商品化が課題でした。また，お好み焼店に商品

を納入する際。お好み焼に合う日本酒の要望がありました。 

お好み焼に合う低アルコール酒の酒質を決定し，その酒質を再

現する醸造方法を開発し，技術移転しました。 

平成28年8月から，県内のお好み焼店や直売店舗で販売を開始

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 

商品を扱うお好み焼店が増加中であり，当社の定番商品となり

つつあります。平成30年3月には，さらに低アルコール（5％）

のお好み焼に一途な発泡清酒を新発売する予定です。 

【製品概要】コクが控えめで，お好み焼の味が引 

      き立つ低アルコール（8％）発泡清酒 

【販売場所】直営店， JR広島駅内売店，お好み焼 

      店でも提供  

【販売価格】334円（250ml）（税込） 

【活用した制度】指，知，人 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

お好み焼に一途な発泡清酒 TEPPAN 
（ひろしま一途な純米酒®シリーズ 第２弾） 

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 



               devoted into Grilled Oysters 

株式会社原本店  

焼きがきに一途な純米酒 devoted into Grilled Oysters 
（ひろしま一途な純米酒®シリーズ 第３弾） 

【所在地】広島県広島市中区白島九軒町9-19                                   

【事業内容】酒類の製造，販売 

【電話番号】 082-221-1641  

07 

酒類業界のトレンドである低アルコール化に対応し，かつ広島

らしい日本酒の商品化が課題でした。 

焼きがきに合う低アルコール酒の酒質を決定し，その酒質を純

米づくりで再現する醸造方法を開発し，技術移転しました。 

平成28年11月から県内飲食店等で販売を開始しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

飲食店等から，焼きがきだけでなく魚介料理全般との相性抜群

との高い評価を受け，引き合いが多く，当初計画より増産して

対応しました。 

【製品概要】酸味が効いて，焼きがきの旨味を引 

      き出す低アルコール（ 10％）純米酒 

【販売場所】直売，県内主要酒販店   

【販売価格】 2,700円( 1.8L)，1,350円(720ml)   

      （税込） 

【活用した制度】指，知，人 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

写真 

NB2 柚子ヨーグルト 

高原安瀬平乳業有限会社 【所在地】広島県三次市三和町羽出庭588-1                                   

【事業内容】乳製品の製造，販売 

【URL】http://www.asehira.com/   
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地元である三次産の柚子を利用し，広島産にこだわったヨーグ

ルトを開発するため，適した乳酸菌の選定や柑橘果汁の添加に

よる牛乳タンパク質の凝固・沈殿を解決することが課題でした。 

センター保有の乳酸菌株からLactobacillus paracasei NB2株

を選抜し，牛乳タンパク質の凝固・沈殿を防ぐ柚子果汁の添加

方法を決定して，柚子ヨーグルト製造条件を設定しました。 

現場での問題点の確認を経て，平成25年2月に「広島産柚子

ヨーグルト」として商品化されました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

より爽やかな風味を味わえるよう，平成26年からドリンクタ

イプにリニューアルしました。現在は「あせひらLabo.」シ

リーズとして好評を得ています。また，技術指導により乳酸菌

取り扱い技術が向上しています。 

【製品概要】地産をテーマに三次産の柚子果汁を

使用したドリンクヨーグルト 

【販売場所】小売店，通信販売，JR広島駅内売店

等 

【販売価格】1本 206円（税込） 

【活用した制度】指，共，知 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

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 

NB2 柚子ヨーグルト 



倉橋島海産株式会社    【所在地】広島県呉市倉橋町才ノ木７４７−５                                     

【事業内容】かきの養殖，加工，販売 

【URL】https://www.kurahasij.co.jp/ 

【製品概要】圧力酵素分解技術を用いて製造した 

      牡蠣の魚醤 

【販売場所】店舗販売，通信販売ほか  

【販売価格】1,600円（税込） 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

【協力機関】山陽女子短期大学 

牡蠣と麹のみを使用して製造したかき魚醤油 09 

かき美醤（びしょう） 

魚醤油等の調味料の製造は，熟成中に腐敗するのを防ぐために

食塩を添加するので熟成が遅くなる課題がありました。また，

これまでの方法は牡蠣の特徴を活かした調味料の製造が難しい

課題がありました。 

牡蠣と麹の旨みを活かした，風味豊かな独自の調味料を短期間

に製造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 

魚・肉・野菜等，素材の味の引立て役として，風味付けとして

様々な料理に気軽に使うことができました。 

特許技術と，倉橋島海産（株）と山陽女子短期大学が共同開発

した麹の利用や熟成によって牡蠣の旨みを増す技術を活用して，

牡蠣と麹の旨みを活かした，風味豊かな独自の調味料を短期間

に製造することができました。 

なめらか，軽快，フルーティーな日本酒ができる 
「広島もみじ酵母®」 

広島県酒造組合 

もみじ酵母品質保証審査合格酒（一部） 

【所在地】広島県広島市中区鉄砲町9-17                                   

【事業内容】広島酒のPR，需要開拓 など 

【URL】 http://www.hirosake.or.jp/  

消費者ニーズの変化に対応し，食事をしながら楽しめる日本酒

に適した県独自の酵母を求めていました。 

広島県酒造組合と共同で，食事をしながら楽しめる「なめらか，

軽快，フルーティー」な日本酒を造る新しい酵母「広島もみじ

酵母」を開発しました。 

酵母を県内酒造メーカーに販売し，県内酒造メーカー21社で酵

母が使用（平成28年度）されています。酒質を消費者に分かり

やすく伝えるために県と連携して品質保証制度を導入しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

消費者の嗜好に合う日本酒が醸造できることから，年々酵母の

使用量は増加しています。（参考：広島もみじ酵母使用会社の

１社当たりの平均使用量はH26を100とすると，H27 113，

H28 139） 

【製品概要】「広島もみじ酵母® 」を使用した 

      なめらか，軽快，フルーティーな日 

      本酒 

【販売場所】小売店，百貨店，直売  

【販売価格】1,200～3,000円（720ml） 

【活用した制度】受，指，知 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

10 

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 



広島県菓子工業組合   【所在地】広島市西区商工センター1-12-26                                    

【事業内容】原材料対策計画，消費拡大対策事業ほか 

【URL】 http://www.hiroshima-okashi.jp   

日本三大銘醸地である広島の酒粕を菓子に利用したいが，素材

として固くて取り扱いにくく，素材供給の面で年間を通じた商

品展開ができないことが課題でした。 

酵素利用技術を活用して，素材として利用しやすいペースト状

に軟化する技術を開発しました。また酒粕ペーストを冷凍保存

すれば，年間を通して利用できることを明らかにしました。 

酒粕ペーストのレシピを基に平成29年4月から，各社こだわり

のある酒粕を利用したスイーツの商品化が増えています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

「広島レモンスイーツ」に続き，酒処広島の酒や酒粕を使った

「ひろしま酒香スイーツ」の展開に期待しています。 

【製品概要】酒処広島の酒粕ペーストを利用した 

      和・洋菓子 

【販売場所】県内百貨店，各社販売店等 

【活用した制度】指 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

酒粕ペーストを活用した「ひろしま酒香スイーツ」 11 

お伊勢さん菓子博2017に出展 

味付牡蠣のセット商品 
「わたやの室」 

株式会社A＆C   【所在地】広島県廿日市市大野中央3-3-5                                    

【事業内容】飲食部門，仕出し部門，建築部門，ホテル部門ほか 

【URL】 http://www.kando-ac.jp/index.html   

県特産品牡蠣の加工品として常温で流通しているものは乾燥処

理等のため，硬い食感となっているものが多く，ソフトな食感

のある燻製品を作りたいと考えました。 

燻製条件を調節することで，水分蒸発による硬化を抑えつつ，

短時間で燻製風味をつける製造条件と，過剰な加熱によって牡

蠣が縮んで硬くならないような殺菌条件を確立しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

広島県産の牡蠣から宮島産ムール貝にも応用することができて，

ぷりぷり食感を活かした製品ができました。 

【製品概要】ぷりぷり食感のある牡蠣加工品 

【販売場所】県内百貨店,自社店舗,通信販売 等 

【販売価格】1,080円（税込） 

【活用した制度】指 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

味付牡蠣「わたやの室」 12 

平成27年に商品化。牡蠣のソフトな食感を活かした無添加の

燻製品を，年間を通じて製造できるようになりました。「白

ワインに合う牡蠣のガーリックオイル漬け」は，平成28年度

むらおこしコンテスト「全国商工会連合会会長賞」を受賞し

ました。 

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 



株式会社広島ヤンマー商事    【所在地】広島県広島市南区元宇品町41-25                                     

【事業内容】船舶部門，水産環境部門 

【URL】http://www.hiroshima-yanmar.co.jp/  

魚醤油等の調味料の製造は，熟成中に腐敗するのを防ぐために

食塩を添加するので高塩分となり熟成が遅くなる課題がありま

した。 

高圧を利用することで腐敗を防止しながら，低塩分の魚醤油様

エキスを短時間に製造する技術を開発しました。 

食材を丸ごとエキス化しているため，食材の成分をすべて含ん

だエキスとして利用することができます。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

圧力酵素分解技術を用いて製造した牡蠣エキスをはじめ6種の

旨みが詰まったプロの味が手軽に味わえます。 

【製品概要】圧力酵素分解技術を用いて製造した 

      牡蠣エキスを使用しただし 

【販売場所】店舗販売，通信販売ほか  

【販売価格】648円（税込） 

【活用した制度】指 

【支援したセンター】食品工業技術センター 

牡蠣の丸ごとエキスを使用した「だし」 13 

鰹だし（牡蠣エキス入り） 

かき殻油吸着材「カキケス」 

丸栄株式会社  

  油吸着材「カキケス」 

【所在地】広島市中区十日市町1－4－31                                   

【事業内容】カキ殻飼料・カキ殻肥料製造販売，海上土木，牡蠣資材，生牡蠣販売 

【URL】 http://www.hiroshima-maruei.com/company/  
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かき生産に伴い発生するかき殻の利用先は農業用がほとんどで

すが，工業用に新しい用途を開発したいと考えていました。 

かき殻粉砕品に対して，粒度別に油吸着量評価を行い，油吸着

材としての有効性を見出しました。  

かき殻からできた油吸着材として商品化されました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

詳細な吸着性能試験を行ってもらい，性吸着性能に自信をもっ

て営業活動できるようになりました。 

【製品概要】かき殻を再利用した環境にやさしい 

      油吸着材 

【販売場所】タイムズレスキュー株式会社  

【販売価格】2,500円/袋 

【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 



樹脂製研削工具「サイレントシリーズ」 

株式会社呉英製作所  

  サイレントカップ 

【所在地】広島県東広島市安芸津町小松原576                                   

【事業内容】切断、穴あけ、研摩用ダイヤモンド、CBN工具、電動工具の製造販売 

【URL】http://www.goei-dia.co.jp/index.html   
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人が持って使う電動工具のグラインダーは，振動や騒音が激し

く，これらを低減することが必要でした。 

交換刃基盤を樹脂化することを提案し，工具として使える樹脂

や新しい構造に関するアドバイスや，試作品の振動，騒音の低

減効果を評価しました。  

従来の金属製に比べ，振動，騒音が低い，人にやさしい樹脂製

研削工具「サイレントシリーズ」を商品化できました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

材料や構造に関する様々な知識をもとに，適切なアドバイスを

もらい，新製品の開発ができました。 

【製品概要】人にやさしい樹脂製研削工具「サイ 

      レントシリーズ」 

【販売場所】代理店  

【販売価格】 － 

【活用した制度】設，指 

【支援したセンター】西部工業技術センター 

ハートレモン 

三原農業協同組合 柑橘事業本部  

    ハートレモン 

【所在地】広島県尾道市瀬戸田町中野408-8                                   

【事業内容】営農指導，集荷販売 

【URL】 http://www.jamihara.or.jp/  
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これまで使っていたハートレモン用型枠は壊れやすく，設置の

手間が多いため，新しい改良型を作りたいと考えていました。 

最も手間を要する型枠の組立が不要で，軽量で強度もあり，形

状がそろったハート型になる新しい型枠を開発しました。 

型枠の取り付け，取り外し時間が非常に短く，簡単になり，生

産効率を向上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 

加工品の製品率が向上し，ハートの形がそろっていることで，

販売先にも評価され，販売量が増加しています。 

【製品概要】ハート形状のレモン 

【販売場所】ネット通販  

【販売価格】6,000円／6個   

【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 



産業廃棄物の圧縮・固化装置 

株式会社木村工業  

同装置で製造した発泡抑制材 

【所在地】呉市広多賀谷三丁目４－９                                  

【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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「もみ殻」を固化して固形燃料を製造する装置を自社で開発し

たが，需要が限られるため，用途を拡大したいと考えていまし

た。 

当該装置を利用して製造した，製紙工程で発生する廃棄物「製

紙スラッジ」固化物の，強度に影響する要因（気孔率など）を

解明しました。 

固化物の歩留まりが９５％まで向上し，発泡抑制材として利用

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 

発泡抑制材を成形するための最適な固化条件（強度や含水率）

がわかり，本装置の販売促進に役立ちました。 

【製品概要】廃棄物「製紙スラッジ」を圧縮・固 

      化して製鉄所の発泡抑制材を製造す 

      る装置 

【販売場所】受注生産  

【販売価格】非公表 

【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 

簡易型の呼気圧レベル測定器「TASUKUL®」 

弓場商事株式会社  

TASUKUL® 

【所在地】広島県三原市城町３丁目１番１号（港湾ビル２０５号） 

【事業内容】医療・介護用品，健康用品の製造・販売等 

【電話番号】0848-38-9030 
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県立広島大学のシーズから，吹き戻しを使用した口腔・摂食嚥

下機能訓練において呼気圧が数値で分かり，携帯性に優れる機

器を開発したいが，機能性を含めたデザインの検討に困ってい

ました。 

呼気圧レベル測定器に求められる性能や機能，ユーザの利用

シーンをインタビュー調査し，機能性を含めたデザインの検討

を支援しました。 

呼気圧がLED表示で分かりやすく，握りやすさや携帯性にも配

慮したデザインの簡易型の呼気圧レベル測定器「 TASUKUL® 

 」として製品化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 

今回の商品開発は，特にデザイン関係で，広島県からの支援に

負うところが大きかったです。 

【製品概要】人が測定器の吹き口から吹いた時の 

      呼気圧力を検知，圧力段階で６レベ 

      ル表示される 

【販売場所】（株）ルピナス 

【販売価格】 26,000円（税別） 

【活用した制度】他（ひろしま医療関連産業創出 

        支援事業費補助事業） 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

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 



かき養殖用トレー 

かなわ水産株式会社（A）  

かき養殖用トレー 

【所在地】（A）広島県江田島市大柿町深江1453-20 

     （B）広島県広島市安佐南区祇園1-12-13 

【事業内容】（A）かきの養殖，かきの加工・販売（B）樹脂製品の設計・生産 

【URL】（A）http://www.kanawa-oyster.com/ （B） http://www.osimo.co.jp/ 
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作業効率の良い殻付きかき育成用のトレーを考案しましたが，

使用に耐え得る強度と，それを実現する形状と材料を決める必

要がありました。 

トレーの形状開発支援（トレー使用時に生じる負荷の明確化，

これに基づく必要強度を実現可能な構造の設計），材料選定を，

目的とした耐候性検証を実施しました。 

実海域での使用に耐え得る強度と，作業効率の良い形状を兼ね

備えた養殖トレーができました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

作業効率の良い，欲しかった形状のトレーを作製，自社ブラン

ドかきの生産に利用することができ，とても嬉しいです。将来

的には，トレーを販売していきたいと思っています。 

【製品概要】殻付かきの育成に適した 

      プラスチック製かき養殖トレー 

【販売場所】（株）マツイ 

【販売価格】 未定 

【活用した制度】受，ギ，知 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

大下産業株式会社 （B） 

植生指標カメラ「Yubaflex」 

BIZWORKS株式会社 

Yubaflex 

【所在地】埼玉県新座市北野２－１６－２ 

【事業内容】リモートセンシング用ハード，ソフト，空撮サービス 

【URL】http://www.bizworks.co.jp/ 
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当社ではドローンに搭載可能な近赤外デジカメ（小型，軽量，

安価）の開発と販売を計画しました。そのカメラは１台で可視

と近赤外の画像を撮影して，植生調査に有効なNDVI画像を製

作できます。 

ベースとなる市販カメラの選定，近赤外化の方法，フィルタや

コントローラの試作・改良，インターバル機能の実現などにつ

いて支援しました。 

広島総研からの継続的支援の結果，商品化に成功し，売上が堅

調に伸びています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

最初の相談から技術移転完了まで、迅速・丁寧に御対応いただ

きました。結果、早期に理想の商品化が実現しました。 

【製品概要】近赤外・赤・緑３バンド同時撮影 

可能な小型軽量デジカメ 

【販売場所】当社直売 

【販売価格】270,000円（ソフト付）（税別） 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

撮影画像 

NDVI画像 

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 



ダイヤモンド爪やすり「シルキーネイル®」 

株式会社呉英製作所  

シルキーネイル® 

【所在地】広島県東広島市安芸津町小松原576 

【事業内容】切断，穴あけ，研摩用ダイヤモンド，CBN工具，電動工具の製造販売 

【URL】http://www.goei-dia.co.jp/index.html 
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美容系爪やすりの開発において，感性分析と爪の削り具合の評

価から，ユーザの主観と爪の磨き具合の関連性を分析したい，

と希望していました。 

テキストマイニング，モニタリング，SEM観察を実施。感性分

析結果とSEM観察結果との関連性を分析しました。 

テキストマイニングや感性分析から当製品の開発課題を明確に

することができ，プロトタイプの速やかな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 

「長持ちして仕上げまでできる爪やすりを探していたところ，

やっとこの商品に出会えました。…二枚爪になることもなくな

り，洋服に合わせてネイルを楽しんでいます。」との喜びの声

をお客様からいただいています。 

【製品概要】 粗目，細目の各高品質ダイヤモンド

を散りばめた両面仕様の爪やすり 

【販売場所】楽天市場，アマゾン他，通販サイト 

【販売価格】3,000円（税別） 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

こども２人乗りショッピングカート「ステップユーユー®」 

大蔵工業株式会社  

ステップユーユー® 

【所在地】広島県東広島市河内町入野２２０８ 

【事業内容】モデル試作型，量産型等の試作，プレス加工，レーザ加工， 

【URL】http://www.ookura-it.com/ 
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子供２人を乗せて安全に買物ができるカートの開発，安全性や

強度検証とデザイン性検討が課題でした。 

実験棟に店舗を再現しユーザビリティ検証，カートの構造解析，

デザイン・製品化を支援しました。 

スーパー，大型商業施設に導入され，売上が堅調に推移してい

ます。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

顧客へのプレゼンに対して、安全・信頼商品の根拠となり, 導

入の道が開け,ユニークな商品としての位置付けとなっています。 

【製品概要】こども２人乗りショッピングカート， 

      小児用（12~48か月）座席＆4~8歳 

      児用ステップ 

【販売場所】直販  

【販売価格】オープン 

【活用した制度】受 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

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 



スロープ等での転倒防止補助支柱「サポートピラー」 

株式会社サンポール  

サポートピラー 

【所在地】広島市中区南吉島２－４－５ 

【事業内容】車止めと環境エクステリア及びアルミ旗ポールの製造販売 

【URL】http://www.sunpole.co.jp/ 
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高齢者の起立や歩行に役立つ丸輪グリップのある支柱製品を検

討していましたが，お年寄りの具体的な利用シーンやどういっ

た動作を助ける製品，デザインにすれば良いかが課題でした。 

感性イノベーション推進協議会と共同で，グリップ形状の感性

評価や高齢者施設等でのモニタ評価，様々なリハビリテーショ

ンでの活用や最終的なデザイン検討について支援しました。 

平成２８年５月に製品化され，関東の施設を中心に売り上げが

堅調に推移しています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

遠くからでもわかり易く，しっかりしたとした製品を開発でき

ました。 

【製品概要】小階段，スロープなどでの転倒防止 

      補助支柱，立ち上がり補助 

【販売場所】全国の販売代理店 

【販売価格】 21,100円（SPP-48U），24,900円 

      （SPP-48B)（税別） 

【活用した制度】他 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

高品位研磨加工面のレーザ式品質検査装置 

日本システムデザイン株式会社  

研磨加工面検査装置 

【所在地】広島県広島市中区舟入中町11-2 

【事業内容】アナログ・デジタル基板の設計製作，制御装置・検査処理装置の開発，

自律型移動ロボットの開発，各種ソフトウェア開発 

【URL】https://jsdkk.com/home/ 
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金属表面に照射したレーザ光がその表面の加工品質に応じて回

折することはわかっていましたが，反射光の画像を数値化して

良品/不良品を判定する方法について当社で絞り込めていませ

んでした。 

良品/不良品の各画像における回折光の検出手法を検討しまし

た。複数の検出手法案を当社に提案するとともに，それらの検

出手法による検討結果を当社に提示しました。 

試作品が完成し，工業系全国紙の記事にも取り上げられ，「研

磨加工の品質判断」に苦労している各方面から問い合わせが殺

到しています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

工業系全国紙に掲載していただいて以来，沢山のお問合せをい

ただいております。誠にありがとうございます。 

【製品概要】 品質の高い研磨が確実にできている

かどうかを簡便チェック可能な器械 

【販売場所】直販 

【販売価格】780,000円（税別） 

【活用した制度】ギ 

【支援したセンター】生産技術アカデミー 

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 



メッキ廃水からの有価金属の回収 

協同組合福山金属工業センター  

リサイクルされる銅，ニッケル混合汚泥 

【所在地】広島県福山市箕沖町99-2                                   

【事業内容】組合企業のメッキ廃水の処理 

【電話番号】084-953-5270   
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処分費用の高騰や埋立処分場の不足から，メッキ廃水の汚泥か

ら有価金属をリサイクルする廃水処理技術が必要でした。 

メッキ廃水から有価金属の銅，ニッケルが70％以上含まれる高

含有率な汚泥を回収する技術を広島大学，協同組合福山金属工

業センターと共同で確立しました。 

本技術を基に処理設備を改造した結果，汚泥は銅，ニッケル混

合物の有価物としてリサイクルされ，埋立処分汚泥量を年間約

145t削減（汚泥全体の約30％）でき，処分コストを大幅に削

減できるようになりました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

埋立処分汚泥量，処分コストの大幅な削減につながりました。 

【製品概要】有価金属を高含有する汚泥 

【販売場所】製品販売なし（有価金属として廃棄 

      物処分業者に引き渡し）  

【販売価格】 

【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 

特殊な歯形の歯車 コルナックスギヤ 

宮奥エンジニアリング 

コルナックスギヤを使った減速機 

【所在地】広島県府中市府中町123-7                                   

【事業内容】コルナックスギヤの試作，販売 

【URL】https://www.cornux-gear.com/ 
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変動する負荷に十分耐え，軽量・コンパクトで静音性が求めら

れる介護ロボット駆動用の減速機の開発が課題でした。 

特殊な歯形形状を持つコルヌ歯車の共同開発から始まり，ギヤ

の性能評価，減速機設計相談まで一貫した支援を行いました。 

コルナックスギヤを活用した減速機の製品開発ができました。

介護ロボット用だけでなく多くの分野での利用が見込めます。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

ユーザー仕様に合わせて自由に設計できるコルナックスギヤと

そのギヤを使った減速機の製品化ができました。 

【製品概要】歯面の摩耗が少なく歯元の曲げ強度 

      が高い特殊な歯形形状の歯車 

【販売場所】受注生産 

【販売価格】テーラーメイドのため要問合せ 

【活用した制度】受，ギ，設，指，知 

【支援したセンター】東部工業技術センター 

写真 

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 



防蛾用電球形LEDランプ 

シャープ株式会社  

防蛾用電球形LEDランプ 

【所在地】大阪府堺市堺区匠町1                                   

【事業内容】電気通信機器・電気機器・電子部品の製造・販売等 

【URL】 http://www.sharp.co.jp/  
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自社のLEDの設計・製造及び制御ノウハウと，農業技術セン

ターのLED点滅光による防蛾技術を融合することで，光に敏感

なキクに使用できるLEDランプの開発を目指しました。 

さまざまな実証実験を通して，キクの生育や開花に影響するこ

となく，持続性の高い防蛾効果が期待できる点滅パターンを明

らかにしました。 

作物の生育や開花に影響することなく，優れた防蛾効果を発揮

するLEDランプが開発できました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

低消費電力で，適用可能な作物も多く，また周辺に光に敏感な

作物があっても使用できる防蛾用LEDランプが開発できました。 

【製品概要】光に敏感な作物の生育に影響しない

防蛾用LEDランプ 

【販売場所】楽天市場，アマゾン 

【販売価格】約5000円 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】農業技術センター 

飼料イネＷＣＳ調製用乳酸菌製剤「畜草２号」 

雪印種苗株式会社 

乳酸菌製剤「畜草２号」 

【所在地】北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号                                   

【事業内容】酪農畜産事業，畑作園芸事業，環境緑化事業 

【URL】 https://www.snowseed.co.jp/  
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気温が低い季節に収穫される飼料用イネの発酵飼料（ホールク

ロップサイレージ）調製におけるカビの発生が課題でした。 

農研機構畜産研究部門との共同研究により，低温環境下でも生

育できる乳酸菌の選抜と，イネへの添加効果について研究し，

有望な乳酸菌株を選抜しました。 

低温耐性と抗カビ能力に優れた乳酸菌製剤「畜草２号」を製品

化しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

平成２８年９月に「畜草２号」の発売を開始し，ユーザーの評

価も良好であり，好評発売中です。 

【製品概要】乳酸菌凍結乾燥粉末（水溶剤） 

      1袋50g・イネ10㌧分 

【販売場所】日本全国 

【販売価格】代理店販売につき非公開 

【活用した制度】共，知 

【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 



90年前の味，復刻チーズ「OLD NANATSUKA」 

株式会社敷信村農吉 
チーズ工房 乳ぃーずの物語。 

復刻チーズ「OLD NANATSUKA」 

【所在地】広島県庄原市一木町533-4                                   

【事業内容】ナチュラルチーズ，ジェラートの製造販売 

【URL】http://www.nokiti.jp/ 
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工房のある七塚（庄原市）は，日本の酪農にとって歴史的な地

だということを伝えられる製品（チーズ）を作りたいと考えま

した。 

七塚原種畜場（センターの前身）で製造していた乾酪（チー

ズ）の再現を提案し，当時の製法の資料を提供しました。 

90年前のレシピを参考に復元したチェダーチーズ「OLD 

NANATSUKA」を製品化しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

年配の方から「昔懐かしい味」と人気です。「OLD NANA 

TSUKA」が，庄原の酪農史を感じてもらうきっかけになれば

と期待しています。 

【製品概要】90年前の製法によるチェダーチーズ 

【販売場所】チーズ工房「乳ぃーずの物語。」 

      道の駅たかの，三次ワイナリー 

【販売価格】792円／100ｇ(税別） 

【活用した制度】他（情報提供） 

【支援したセンター】畜産技術センター 

畜産飼料の分析用試料採取機「フィードサンプラー」 

株式会社藤原製作所 

試料採取機「フィードサンプラー」 

【所在地】東京都北区西ヶ原1-46-16                                   

【事業内容】科学機器・農学機器の製造販売 

【URL】http://www.fujiwara-sc.co.jp/ 
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飼料作物の生産と広域流通を推進するには，飼料成分の評価が

必要ですが，梱包された飼料から簡単に分析用試料を採取する

器具がありませんでした。 

効率的に分析用試料を採取する特許技術「畜産飼料用ドリル式

コアサンプラー」を開発しました。 

特許技術を活用し，畜産技術センター、農研機構 中央農業総

合研究センター，（株）藤原製作所の3者で，効率的に試料を

採取できる「フィードサンプラー」を開発しました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

お客様から「切れ味が良く，サンプリングがしやすい」との声

を多く頂戴しており，弊社としては喜んでおります。 

【製品概要】畜産飼料用ドリル式試料採取機 

【販売場所】大塚器械(株)，(株)旭製作所 

【販売価格】83,900円（一式）（税別） 

【活用した制度】知 

【支援したセンター】畜産技術センター 

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 



宮島かき「極鮮王® 」 

株式会社オオノ        

極鮮王® (生食用パック) 

【所在地】広島県廿日市市上の浜1-2-1                                    

【事業内容】生かき等の集荷販売及び冷凍・チルド食品の製造販売 

【URL】http://www.oonosuisan.com/ 
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消費・販売量の大きい首都圏への所要輸送時間が他の養殖産地

より長く，その分消費期限到達が早いことが、品質や鮮度に敏

感な高級店等への販売促進を難しくしていました。 

かきの経時的鮮度低下の要因と対策を細菌学的に明らかにする

とともに，品質工学の手法を用いてむき身から出荷に至るまで

の最適な鮮度保持手法を明らかにしました。   

工程管理の徹底により消費期限の延長を実現しただけでなく、

高品質を評価され販路拡大にもつながりました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

消費期限の延長は勿論，生販一体となった取組みを評価され，

百貨店や高級鮮魚店等での取扱が増えています。最近は飲食店

向けに冷凍かきの「極鮮王®」の販売も好調です。 

【製品概要】生かき（冷凍かきにも商品展開） 

【販売場所】百貨店，量販店，専門店，アマゾン 

      等 

【販売価格】時価 

【活用した制度】指 

【支援したセンター】水産海洋技術センター 

ネズミサシ（ヒノキ科）を使ったスプーン 

有限会社一場木工所 

ネズミサシを使ったスプーン 
（購入者が自分で切削します） 

【所在地】〒729-6332 三次市上志和地町195-1                                   

【事業内容】国産材（ヒノキ・スギ・クリ・他広葉樹）， 

      米栂材使った木材加工請負及びコーディネイト 

【URL】http://hinata.life   
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今まで使ったことのない材料であるネズミサシの板材の乾燥工

程において，割れが生じない温度と処理時間を明らかにするこ

とが課題でした。 

林業技術センターが所有する乾燥設備により，具体的な乾燥条

件と機械の操作方法の習得について支援しました。 

材料品質の安定化が図られたことにより，製作体験者の満足度

が向上しました。このことは，新しい消費者層をターゲットに

した木材利用推進につながっています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

例えば，学校教育の現場で食育と木育が一緒にできるところや，

製作の過程を大人も楽しめ，実際に使うことができるなど嬉し

さも倍増。ネズミサシ特有の材質（硬さ）は複雑な形状にも対

応でき，デザインの幅を広げていると思います。 

【製品概要】今まで利用したことがない樹種で製 

      作した食器具（スプーン等） 

【販売場所】㈲一場木工所及び製作体験会場  

【販売価格】1,500円（税込，製作キット込み） 

【活用した制度】設，指 

【支援したセンター】林業技術センター 

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 



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 



青ネギ 

青ネギ生産者  

青ネギの生産 

【所在地】広島県内                         

【事業内容】青ネギ生産 

【URL】— 
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青ネギ生産で夏期高温時に根腐病が発生し，出荷量が大きく減

少していました。 

根腐病を起こすピシウム菌の生態に着目し，培養液の酸性度

(pH)を調整することで根腐病を防ぐ技術を開発しました。 

根腐病の被害が少なくなり，夏期の青ネギの生産が安定し出荷

量が増えました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

複数年導入して根腐対策に有効であったことから，夏期高温期

だけでなく周年で導入したいです。 

【製品概要】青ネギ 

【販売場所】各小売店 

【販売価格】 — 

【活用した制度】指 

【支援したセンター】 農業技術センター 

【所在地】広島県呉市豊町大長5915-8                                   

【事業内容】協同組合（農産物の生産・販売支援） 

【URL】http://www.ja-h-yutaka.or.jp/  
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長期貯蔵中の果実腐敗を減らし，貯蔵コストを削減することが

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 

貯蔵中の腐敗が減少し，夏季でも鮮度の高いレモンを供給でき

ました。また，トレイを用いることにより，貯蔵に係る労力を

減らすことができました。 

【製品概要】広島県産の貯蔵レモン果実 

【販売場所】広島市内，首都圏の量販店等  

【販売価格】― 

【活用した制度】他（成果移転事業） 

【支援したセンター】農業技術センター 

 広島ゆたか農業協同組合  

貯蔵果実とトレイ 

年間を通じた国産レモンの需要に応えるため，レモン産地では

長期貯蔵を行っていますが，貯蔵中の腐敗低減とコスト削減が

課題となっていました。 

温度・湿度管理等による長期貯蔵技術と，トレイを利用した腐

敗拡大抑制技術を開発しました。 

広島県産の貯蔵レモン果実 

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 



広島わけぎ 

全国農業協同組合連合会 
広島県本部  

広島わけぎ 

【所在地】広島市安佐南区大町東2丁目14-12                                   

【事業内容】協同組合（農畜産物の生産・販売支援） 

【URL】http://www.jazhr.jp/index.html   
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広島わけぎのブランド力を強化するため周年供給を目指してい

ますが，夏季の栽培が難しく，低収量，低品質が課題でした。 

生産者や関係者の意見を踏まえて，夏季に容易に栽培できる高

品質のわけぎ２品種「広島12号」，「広島13号」を育成しま

した。 

夏季栽培をあきらめていた生産者や周年栽培に取り組んでいる

生産者など，育成品種を活用した夏季栽培への取り組みが広

がっています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

夏季でも高品質で良食味な生産物が栽培できました。新品種は

ハウスだけではなく露地でも栽培可能です。 

【製品概要】広島わけぎ（小袋入り）等 

【販売場所】スーパーマーケット等  

【販売価格】― 

【活用した制度】受 

【支援したセンター】農業技術センター 

Ｃ検定で選抜した種雄牛「紅勝白」産の良質な和牛肉 

全国農業協同組合連合会 
広島県本部畜産部  

「紅勝白 」産の和牛肉（A５ランク） 

【所在地】広島県三次市西酒屋町大久保513                                    

【事業内容】畜産物の集荷・販売事業，家畜市場運営，県産ブランド推進など 

【URL】 http://www.jazhr.jp/index.html  
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良質な和牛肉を生産するため，県内の和牛生産者から次世代の

種雄牛が望まれていましたが，種雄牛の選抜には７年間もの長

い期間がかかることが課題でした。 

種雄牛の選抜期間を３年半に短縮する，受精卵クローン牛の生

産技術を取入れたＣ検定を開発し，短期間で種雄牛「紅勝白

（べにかつしら）」を選抜しました。 

平成24年度から凍結精液や受精卵の販売を開始し，平成27年

度から「紅勝白」産和牛肉の流通が始まりました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

「紅勝白」産の和牛肉は良質で肉量も安定しており，広島血統

和牛「元就」や「ひろしま牛」などのブランド肉として販売し

ています。 

【製品概要】「紅勝白」産和牛肉 

【販売場所】県内の食肉市場  

【販売価格】平均134万円/頭（H28出荷11頭） 

      ※市場平均＋５万円/頭 

【活用した制度】他（種雄牛産肉能力検定事業） 

【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 



牛体外受精胚移植技術を使って生産された和牛子牛 

橋本牧場 

乳用牛から生産された和牛子牛 

【所在地】三次市作木町                                    

【事業内容】酪農   

【URL】－ 
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牛乳生産を目的に，乳用牛に子牛を生ませますが，Ｆ１（乳用

牛と和牛の雑種）子牛より高く売れる和牛子牛を生ませて，酪

農の副収入を増やしたいと考えました。 

和牛体外受精胚の生産・供給体制を構築しており，胚を販売し

ました。また，酪農業協同組合の発行する情報誌で，和牛子牛

生産の利点や後継牛（生産能力の高い乳用牛）を確保する技術

を紹介しました。 

和牛体外受精胚を利用して，乳牛から和牛子牛を生産・販売し

ました。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

後継牛の確保に経費がかかりますが，和牛子牛がＦ１子牛より

20～30万円高く売れるので，経営全体の収入を増やすことが

できました。 

【製品概要】体外受精胚から誕生した肥育素牛 

【販売場所】三次家畜市場  

【販売価格】平均50万円/頭（市場取引価格） 

【活用した制度】他（広島血統和牛増産事業） 

【支援したセンター】畜産技術センター 

飼料イネ｢たちすずか｣使用の乳牛用ＴＭＲ（混合飼料） 

広島県酪農業協同組合 【所在地】広島県三次市東酒屋町306番地の65                                   

【事業内容】酪農資材の購買事業，乳製品販売事業，生乳検査など 

【URL】 http://hiroraku.or.jp/  
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飼料イネ（従来品種）は，栄養ロスや繊維の消化性に課題があ

り，飼料イネWCS （モミ･茎・葉を合わせた発酵飼料）をTMR

の原料として利用することが困難でした。 

栄養価が高い飼料イネ新品種「たちすずか」ＷＣＳのＴＭＲ調

製技術，乳牛への「たちすずかＷＣＳ混合ＴＭＲ」の給与効果

を明らかにしました。 

平成26年に，組合のＴＭＲセンターで製造する発酵ＴＭＲの原

料として，｢たちすずか」及び姉妹品種「たちあやか」のＷＣ

Ｓが採用されました。ＴＭＲの利用者は，年々増加しています。 

利用者の課題 

支援の内容 

支援の成果 

利用者の声 

生乳の質の改善や乳生産量の増加により，組合員（酪農家）の

収益性向上につながっています。ＴＭＲの品質管理について，

引き続き支援をお願いします。 

【製品概要】たちすずかＷＣＳ混合の発酵ＴＭＲ 

【販売場所】広島県酪農業協同組合（本所）  

【販売価格】組合員価格（非公開） 

【活用した制度】ギ，指 

【支援したセンター】畜産技術センター 

乳成分が安定し嗜好性も良好な乳牛用ＴＭＲ  

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 
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23 
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青ネギ生産者 

アトム株式会社 

有限会社一場木工所           

株式会社A＆C     

株式会社エコログ・リサイクリング・ジャパン 

大蔵工業株式会社 

大下産業株式会社 

株式会社オオノ      

 

か 

かなわ水産株式会社 

株式会社木村工業  

株式会社木村工業 東広島工場  

協同組合福山金属工業センター            

倉橋島海産株式会社                 

有限会社クリスターコーポレーション         

高原安瀬平乳業有限会社               

株式会社呉英製作所                 

 

さ 

株式会社サンポール 

ジーエルサイエンス株式会社             

株式会社敷信村農吉 チーズ工房 乳ぃーずの物語。  

シャープ株式会社 

全国農業協同組合連合会広島県本部  

全国農業協同組合連合会広島県本部畜産部  

 

た 

株式会社 坪川毛筆刷毛製作所  

トーヨーエイテック株式会社  

な 

日曹商事株式会社  

日本システムデザイン株式会社 

 

は 

白牡丹酒造株式会社  

橋本牧場 

株式会社原本店 

BIZWORKS株式会社   

広機工株式会社  

広島県菓子工業組合  

広島県酒造組合  

広島県酪農業協同組合  

株式会社広島ヤンマー商事 

広島ゆたか農業協同組合   

復建調査設計株式会社  

株式会社福山ゴルフ  

福山鋳造株式会社  

株式会社藤原製作所  

株式会社ｐｌｕｓ 

 

ま 

松本金型株式会社  

丸栄株式会社  

三島食品株式会社  

三原農業協同組合 柑橘事業本部  

宮奥エンジニアリング  

株式会社三宅本店  

 

や 

雪印種苗株式会社 

弓場商事株式会社   

 

ら 

株式会社リバース 
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裏表紙（パンフレット） 


