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図１ 従来技術と新技術の比較 
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テーマ名:「革新的な塗装方法による、超高意匠・低コストな耐久性塗装鏡面家具の開発」

（概要）
これまで鏡面家具製品は、職人の洗練された塗装技術により約１ヶ月の工期を要するため、非常に高
価となっていた。また、経時変化による劣化で鏡面の意匠性は３ヶ月程度で失われていた。そこで、弊
社グループでは、低コストで長寿命な鏡面製品の製造方法について研究開発に取組み、世界初の塗
装方法である「平滑面転写法」を確立し、その手法を自動で実現する装置「IM system（Innovative
Mirror-finish system）」を開発した。

企業名 株式会社イシモク・コーポレーション 製造本部長 石井 康博
（公設試） 福岡県工業技術センターインテリア研究所 研究員 竹内 和敏

【産学官連携成功事例】

家具における塗装鏡面とは、文字通り鏡の様に周りの景色
が鮮明に写り込む塗装を施した面材のことで、ピアノがその
代表である。住宅内では、主にキッチンや洗面台の扉に使用
され、空間全体を華やかで、モダンな印象にするため、長年
安定的な需要がある。
しかし、その製造においては、職人の洗練された塗装技術により約１ヶ月の工期を要するため、非常に
高価となっており、また、基材である木質ボードの温湿度による劣化で鏡面の意匠性は３ヶ月程度しか
維持されないことから、鏡面製品は、消費者ニーズが高いにも拘らず広く普及していなかった。弊社グ
ループでは、このような現状をビジネスチャンスととらえ、低コストで経時変化を飛躍的に抑えた鏡面製
品の製造方法について研究開発に取組んでいた。（公財）福岡県産業・科学技術振興財団のコーディ
ネータが当社を訪れた際に、研究内容の将来性を高く評価していただき、サポイン事業として開発を実
施することとなった。
本研究開発では、経時変化への対策が最大の課題であった。基材に用いるパーティクルボードは木質
のため、水分を吸放湿して膨潤収縮する。その課題解決のために、水分の透過を極力抑えた特殊な下
塗り剤を開発する必要があった。この下塗り剤開発の過程では、樹脂の透湿性を福岡県工業技術セン
ターで分析し、その結果を樹脂メーカーに伝え、新たな樹脂材料を共同で開発した。他に苦労した点は、
平滑面転写法は前例のない塗布方法であったため、当初、塗料メーカーから、様々な問題が提起され、
賛同が得られない状況であったことである。しかしながら、延べ100回以上の試行による立証結果と５
年にわたる研究開発の結果、世界初の塗装手法である「平滑面転写法」、および、それを実現可能な
装置「IM system」を開発した。

弊社は、塗装職人の技術を再現可能な「平滑面転
写法」という独自の革新的な手法、および、その手
法を自動で実現する装置である「IM system」の２つ
の革新的な独自技術を開発した。また、これら２つ
の独自技術に加え、下塗りに透湿性が低い特殊塗
料を使用することで経時変化対策を安価に実現した。
これらの技術の確立により、従来と比べ工程数は
1/10となり、塗装職人の高度な技術を1/5の低コスト
で実現した。さらに経年変化に対する耐久性を大幅
に改良し、意匠性を長期間に渡り維持できる鏡面製
品を、世界に先駆けて一般消費者が購入しやすい価
格帯で供給することを可能とした。本研究開発は、塗装鏡面の革新的量産技術を確立したことで、「第
7回ものづくり日本大賞」の「特別賞」を伝統技術の応用部門で受賞した。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

 

図２ 促進劣化試験後の試験体 

（左：従来品、右：IM system で製作した試作品） 
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今回の研究開発はサポイン事業を活用して進めたが、研究開発を円滑に進展できた要因は、研究
体制内の全ての企業・機関が福岡県の筑後地域に集まっており、情報交換が密にできたことである。
また、アイデアを直ちに具体化できるような、研究開発を進めやすい体制であったため、作製したサ
ンプルを直ちに評価、改良するというサイクルを効率的に回すことができた。
自社に知見がある専門家がいるというケースは中々ないため、公的機関との連携やアドバイザーの
存在が重要であった。福岡県工業技術センターには分析・評価のための設備が揃っており、塗料の
分析や塗膜性能の評価を実施することができた。川下のアドバイザーには、色や性能において、顧
客目線でどういう仕様が要求されるかをアドバイス頂いた。サポイン事業に参画したそれぞれの機関
にキーパーソンがいて、それぞれに熱意があったからこそ、今回の成果に繋がったと考えている。

事業化に向けては、川下産業向けのキッチン扉材料を提供することをメインに考えている。鏡面家具
のサンプルには川下企業から既に高い評価を得ている。一方で、大手ハウスメーカーへの展開のため、
鏡面製品群の試作段階に入っている。
加えて、世界初の平滑面転写技術に基づく塗装鏡面製品は、意匠性に優れ、高級感があるため国内
のみならず海外でも大きな需要が期待できる。中国では鏡面がトレンドとなっているため、展示会へ出
展を予定している。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
株式会社イシモク・コーポレーション
製造本部長 石井 康博
今回、鏡面家具製品を開発するためにサポイ
ン事業を活用しました。サポイン事業では評価
装置や試作機への資金的な支援を得ることが
できました。また、公的機関やアドバイザーと
連携することで専門的な知見を得ることができ、
効率的に開発を推進することができました。

(公設試研究者)
福岡県工業技術センター インテリア研究所
研究員 竹内 和敏
今回の開発では、試作した鏡面製品の評価を担
当しました。サポイン事業で導入した評価装置を
用いて光沢や表面性、耐久性などを多面的に評
価し、その結果を次の試作に反映させることで、
課題を解決することができました。今後は製品化、
事業化までの技術支援を行いたいと思います。

企業情報
■名称：株式会社イシモク・コーポレーション ■代表者：代表取締役社長 石井 泰彦
■創業：1948年8月 ■資本金：40,000,000円
■所在地：〒831-0005福岡県大川市向島1703
■TEL：0944-87-6688 ■FAX：0944-87-6688
■主力商品
・住空間を演出するインテリアドア・クローゼット扉・システム収納・壁面材
・キッチンやサニタリー・洗面空間を演出する洗面化粧台や収納棚など

３．製品化までのプロセス、体制など

サポイン事業に応募するまでの２年間は、新規の構想の成立を立証するため、手作業で実験を繰り
返し、自社で独自に基礎的な装置開発を進めていた。担当者の熱意と立証結果により、サポイン事業
および新しい装置の開発に取り組むことになった。サポイン事業では弊社を中心に、（株）マシンテック
が設備の設計、製作、改良を、東洋ラミテック（株）が弊社とともに製品化に向けた試作、検証を行い、
インテリア研究所が性能評価を実施した。また、アドバイザーとして塗料メーカーや川下企業から助言
を頂き、開発の方向性を確認しながら効率的に開発を推進することができた。
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テーマ名:

「デザイン思考を取り入れた諸富家具産地を対象とした商品開発 」

（概要）

デザイン思考は、行動観察によりユーザーの潜在的なニーズを発掘する等、人間中心の視点で新たな価値を創造

しようとする方法論です。家具産業は成熟しており、ライフスタイルの多様化や人口減少による市場縮小など厳しい

経営環境が続いています。そこで、さらなる売上の向上と新規市場を開拓するため、デザイン思考を活用して生活

者に真に求められる新たな家具の開発に取り組みました。

企業名 レグナテック株式会社 開発部 吉田 誠

（公設試） 佐賀県工業技術センター 生産技術部 特別研究員 佐藤 彰

【産学官連携成功事例】

家具業界では、整理ダンスや食器棚といった従来どおりの定型化した製品は、ユーザーのライフスタイルの変化

などから需要が減少しています。そのため、家具メーカーは、既存の形態にとらわれずに真に求められている商品

を開発し提供することが重要になっています。このような状況から、当センターでは、諸富家具産地が新たな価値を

有する商品を継続して開発できるように、産地企業が実践可能なデザイン思考を活用した新たな商品開発手法の

研究に平成28年度から取り組んできました。

デザイン思考を活用した新商品開発では、生活者の潜在的なニーズの発掘と真に解決すべき問題を定義する初

期のプロセスの理解と実践が難しい部分でした。

「キッチン用品を整然と収

納し、かつ取り出しやすく

するにはどうしたらいい

か」をテーマに開発した

家具のプロトタイプ。

奥の収納物を楽に出し入

れできるように横から使う

のが特徴。必要に応じて

異なるユニットを組み合

わせる。

商品開発の実践では、デザイン思考のプロセスに則り、自分自身や友人・知人の居住空間における行動観察から

始め、得られた事実に対してその行動に至った背景や理由等を解釈し、真に解決すべき問題を設定しました。次に

開発メンバー個々人及びグループワークで解決のためのアイデアを創出し、イメージスケッチやラフモデルでアイデ

アの有効性を繰り返し確認し、プロトタイプを製作してユーザーテストを行いました。その後、ユーザーの意見を反映

させた、最終仕様を検討し、商品化に至りました。

開発体制は、デザイン思考の考えに基づき、企業の各部署（開発、営業、製造など）に所属する多様なメンバーで

構成し、また、当センターは、産地企業が実践可能なプロセスや手法の選定等を行い、開発会議のファシリテーター

やアドバイザーとして参画しました。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

新たな収納方法を提案するキッチン家具 デイリーユースの携帯品を
無理なく置いておく家具

「普段使うものの収納を無

理なく習慣化するにはどう

すればよいか」をテーマに

開発した家具。「身近にあ

る」「気軽に置いておける」

「圧迫感がない」をキー

ワードに「椅子にものを“置

く”」感覚で使えるように開

発。現在、展示販売中。
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 既存製品の形や色等の改良・改善ではなく、ユーザーの行動を見つめ直すことで新たなアイデアを得られた。

 多様な部署のメンバーで開発を進めたことで、多角的な視点から気づきを得ることができた。

 SNS（LINE）を活用して日常的に情報共有しながらグループワークを効率的に進めた。

 開発した「デイリーユースの携帯品を無理なく置いておく家具」について

は、バイヤーより「独自性がある」との評価を受けており、複数の販売店

で展示販売されている。

 今回得られたアイデアを核として、様々な用途や機能を持つ新たな家

具ユニットの開発に取り組み、必要に応じてユニットを組合せて使用す

る家具をシリーズとして展開することを目指す。

 デザイン思考を活用した商品開発を行う中で、多くの有用な開発視点

やアイデアを得たことから、今後の新商品の企画・開発に活用する。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）

レグナテック株式会社

開発部 吉田 誠

従来商品の改良・改善だけではユーザーのニーズを

捉えることが難しくなっています。今後は、デザイン思

考を活用することで、今までなかった発想による提案

型の商品開発に取り組みたいと感じています。

(公設試研究者)

佐賀県工業技術センター

特別研究員 佐藤 彰

デザイン思考を諸富家具産地が実践できるように当セ

ンターの知見とノウハウを活かして産地企業の商品開

発を支援しました。デザイン思考が、新たな価値を有す

る商品の開発に有効であると感じました。

企業情報

■名称：レグナテック株式会社 ■代表者：代表取締役 樺島 雄大

■創業：1964年6月 ■資本金：12,000,000円 ■従業者数：50人

■所在地：〒840-2106 佐賀県佐賀市諸富町山領266-1

■TEL：0952-47-6111 ■FAX：0952-47-6113 ■URL：https://www.legnatec.co.jp/

■主力商品 一般家庭用家具、公共施設・店舗用特注家具、創作家具、

インテリア小物・オリジナル雑貨、各種インテリア雑貨 等

デザイン思考のプロセス 概 要

1.共感によるユーザー理解
ユーザーの潜在的なニーズや本質的な課題を得るため、実際の言動を観察ま

たは、調査者自身が体験することでユーザーを深く理解する．

２.真の問題定義
ユーザーの理解と洞察をもとに本質的な課題を導出し，解決すべき真の問題を

設定する．

３.解決のためのアイデア創造
設定した問題の解決策や提供する新たな価値を実現するアイデアを創出し選択

する．

4.プロトタイプによるアイデア確認
イメージスケッチやラフモデル等で素早く創出したアイデアを具体化し，その有効

性や実現性を確認する．

5.ユーザーテストによるアイデア検証
ユーザーが実際に使用・体験できるプロトタイプを作成し，有用性を検証する．

また，フィードバックを得てユーザー理解をさらに深める．

今までに
ない家具を
提案

ありそうでなかった
毎日使うバッグの指定席
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テーマ名:「有田焼の新分野への挑戦 -強化磁器によるダイヤル開発-」

（概要）
セイコーの機械式時計ブランド＜プレザージュ＞のダイヤルに有田焼が採用された。

非常に薄い磁器で落下衝撃試験をクリアするために、佐賀県が開発し特許出願中の強化磁器素材
が用いられている。腕時計ダイヤルに求められる精度を磁器で実現し、安定した量産を行うための技
術開発に4年もの間取り組み成功することが出来た。
限定モデルではなく、量産モデルとして、今年9月7日に、全世界に向けて販売開始。

企業名 有限会社しん窯 専務取締役 橋口 博之
（公設試） 佐賀県窯業技術センター 技術開発課 特別研究員 蒲地 伸明

【産学官連携成功事例】

・2015年 セイコーウォッチ×しん窯×佐賀県窯業技術センターによるダイヤル開発プロジェクト始動
・2016年 強化磁器によるダイヤル試作開始、12月センター発表の世界最強磁器を用いることで、
強度、精度、意匠のすべてをクリアした試作品が完成。正式に製品化が決定

・2017年 量産技術開発、釉開発。
・2018年 初期モデル2種のデザイン、初期ロット数決定。量産開始。検品方法の確立。
・2019年 3月世界最大級の時計見本市バーゼルワールドにて発表。9月販売開始

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

2015年にセイコーより有田焼でダイヤルが作れないかとの相談が寄せられた。1mm以下の厚さ
の製品をミクロン単位の精度で量産するという、これまでに経験したことのない製品であり、最初は
実現可能か判断することも難しい案件であった。窯業技術センターと技術指導契約を結び、様々な
技術検証を行う中で求められる精度、価格で製造できる可能性が高くなったが、唯一強度に関して
当初、利用していた既存の強化磁器では規格をクリアすることは困難であった。2016年末に「世界
最強磁器」の開発成功が窯業技術センターより発表され、強度の問題もクリアし本格的な製品開
発へ進むことになった。実際の量産では各工程で様々な問題が生じ、歩留まりがなかなか向上し
ないこともあったが、一つ一つ技術開発、改善を行うことで納期内にファーストロットを無事完納し、
9月7日に販売開始となった。

Seiko Presage  Prestige Line 有田焼ダイヤルモデル

（左：SARW049 200,000円+税 右：SARX061 180,000円+税）
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１．製品化までの十分な技術検証・開発期間があったこと。

プレザージュと伝統産業とのコラボレーションで有田焼は琺瑯、漆、七宝に続く第4段目であり、伝

統産業と工業製品の組み合わせを成功させるためのノウハウをセイコー側が持っていた。

２．必要な技術シーズが窯業技術センターに蓄積されていたこと。

世界最強磁器開発，NC切削による石膏型製作，薄肉製品の圧力鋳込み等ダイヤルの製品化に

必要であった技術ノウハウが窯業技術センターですでに研究開発されており、すぐに利用できた。

３．有田の伝統と技術を世界に発信するという強い意志。

有田サイドだけでなくセイコー側も有田の歴史、伝統を良く学ばれ、先人をリスペクトすることで有

田焼として恥ずかしくない製品を完成させ、世に出すという同じ目標を持って最初から最後までブ

レることなく開発、製造に取り組むことが出来た。

磁器ダイヤルの腕時計は一部の時計メーカーから販売されたことはあったが、非常に高価な限

定モデルとしての販売にとどまり、磁器で時計の要求する高精度のダイヤルを作ることの難しさを

示していた。有田焼ダイヤルは磁器として量産モデルに採用された初めてのケースであり、日本磁

器発祥の地である有田が技術と伝統を非常に高いレベルで有していることを示すことが出来た。今

後も様々なモデル展開が予定されており、400年の節目を超えた有田焼が新分野への進出を果た

した成功事例となった。

今、佐賀県の陶磁器産業は新たな市場を求めて、海外市場開拓を試みている。＜プレザージュ

＞は世界展開モデルであり、有田焼とその技術を改めて世界にアピールすることで、その一助とな

ることを期待したい。また、本製品開発で得た高精度製品の量産技術を生かし更なる新分野市場

の開拓にも期待したい。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）

有限会社 しん窯

専務取締役 橋口 博之

今回のプロジェクトは佐賀県窯業技術セン

ターの協力なしでは不可能でした。

多くの困難も有りましたが、貴重なノウハウを

得ることができて、今後の取組みに大きな自

信が付きました。

(公設試研究者)

佐賀県窯業技術センター

特別研究員 蒲地 伸明

最初にダイヤル開発の話を伺ったときに、従来

の技術では量産不可能な製品だと思いました。

同時に、当センターで最近、開発した様々な技

術を総動員することで実現可能と直感しました。

結果、4年の期間を要しましたが量産に成功し

販売が開始されたことをうれしく思います。

企業情報

名称：有限会社 しん窯 ■代表者：代表取締役 梶原 茂弘

■創業：天保年間 1830年 ■資本金： 3,000,000円 ■従業者数：17人

■所在地：〒844-0022 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙２７８８

■TEL：0955-43-2215 ■FAX：0955-43-2889 ■URL：http://shingama.com

■主力商品

・暮らしの器 青花ブランド ・ユニバーサル食器

青花匠ブランド ・子供用食器等
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テーマ名:「多言語対応型ホテル用案内ロボット」

（概要）

東京都ロボット産業活性化事業を用いて、ホテル、観光案内所、イベント会場、大型施設、病院など
様々なシーンで利用できる多言語対応案内ロボットを開発しました。

企業名 株式会社日本ビジネスソフト 常務取締役 岡利光
（公設試） 長崎県工業技術センター 基盤技術部 機械システム科長 田口喜祥

【産学官連携成功事例】

長崎県の「ロボット関連ニッチ市場開拓支援事業」のなかで、ホテル日航ハウステンボス様のニー
ズである「ホテル内でのフロントの混雑緩和とお客様へのサービス向上」の課題について、案内ロ
ボットを活用するための検討がプロジェクトの始まりでした。
弊社はソフトウェアの会社でロボット開発も初のチャレンジとなり、ハード的な部分は未経験でした
ので、不安要素も多々有りましたが、県内のハードに強い企業との連携や、長崎県工業技術セン
ターに技術支援を頂けるとのことでプロジェクトを発足致しました。

多言語対応の自律移動型案内ロボット「NR-01」です。
このロボットは、案内する場所へ自律またはスタッフに追従して移動し、音声による入力や画面の
タッチパネルの操作にて様々な情報を取り出すことができます。
取り出した情報は、音声による情報提供に加えて、画像や動画などの形式でロボットに内蔵され
たモニタに表示し、わかりやすく提供する事ができます。また、デジタルサイネージ用の大型モニタ
と連携し、情報を表示することができます。
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語に対応しています。
ロボットのサイズは、高さが1,015mm、幅が610mm、奥行き680mm、重さが35㎏で、 リチウムイオ
ンバッテリで約4時間利用できます。

多言語対応型案内ロボット ホテル用案内画面

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など
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現在、製品化に向けて試作機の開発に取り組んでおります。試作機の開発では、ユーザニーズと
のマッチングを確認するために、ユーザ様を交えた定例会を毎月実施して、現状の開発状況、問題
点などの情報を共有し、ロボットの機能面、操作性、デザインなどにズレがないかの確認を行ってい
ます。
問題があれば、次回定例会までに改善し、共有できる環境のもと、試作機の開発を進めております。

まずは、ホテル日航ハウステンボス様に購入いただき、「運用面で問題がないか」等の情報を収集
し、改善できる部分は改善してまいります。
ホテル日航ハウステンボス様の活用事例、導入効果を営業用の資料としてまとめ、国内のホテ
ル・美術館・博物館・オフィス受付・空港・駅・公共施設・ショッピングモール・図書館・イベント会場・観
光案内所などといった施設に販売を行ってまいります。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
株式会社日本ビジネスソフト
常務取締役 岡利光

（企業として開発に携わった感想、企業に
とってのメリット等）

ロボット開発は初めての経験で、不安も大
きく期待も大きいところからスタートしたことを
覚えています。ただ弊社だけではなく、地元
の共同開発メンバーの方々と協力し、今まで
やってきたからこそ、より良い試作機が出来
上がってきたと実感しますし、地元長崎の共
同メンバーであるからこそ、事業化へ向けて、
長崎にも貢献できるのではないかと考えます。

(公設試研究者)
長崎県工業技術センター
機械システム科長 田口 喜祥

（研究者として開発に携わった感想）

今回の開発は、東京都立産業技術研究セ
ンターの技術シーズを長崎県内企業に技術
移転するための橋渡し役として参加しました。
そのため、筐体の組み立て、低コスト化、実
証試験場所の提供などの間接的な支援を
実施しました。開発したロボットが事業の目
的である東京オリンピックで使用されること
を期待します。

企業情報
■名称：株式会社日本ビジネスソフト ■代表者：代表取締役 小原 丈治
■創業：1983年6月 ■資本金：50,000,000円 ■従業者数：119人
■所在地：〒859-3153長崎県佐世保市三川内新町27-1
■TEL：0956-30-7200 ■FAX：0956-30-7007 ■URL：https://www.kknbs.co.jp/
■主力商品
・グループウェア「Able Office」
・販売管理システム「販売管理Pro」
・病理診断専門電子カルテ「デジパック」

今回開発した試作機を、実証試験にて問題点を洗い出し機能改善を実施してまいります。
購入の障壁として予想されるコストについては、筺体部や駆動部の低価格化を推進し、受け入れ
られやすい価格帯を目指してまいります。
また、導入後の運用に不可欠な、コンテンツのメンテナンスについては、ロボットの特別な知識が
ない方でも、会話や画像の情報を更新し、ロボットにアップロードするツールを提供いたします。
販売体制、ロボットの保守体制については、長崎県の支援や地場のチャネルを活かし開拓してま
いります。

３．製品化までのプロセス、体制など
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テーマ名:「蓄光製品の開発」

（概要）

翌朝まで視認可能な残光輝度特性と屋外に設置しても長期間安定に性能を維持する
耐久性をあわせ持つ高耐候性・高輝度蓄光製品「エコほたる」を紹介します。

企 業 名 有限会社筒山太一窯 蓄光事業部 福田太一
（公設試） 長崎県窯業技術センター 陶磁器科 専門研究員 吉田英樹

【産学官連携成功事例】

当社が開発した蓄光式避難誘導表示板は、平成20年に東京都営地下鉄で
採用され、46駅に5,000枚が施工されました。その後、蓄光製品に対してさま
ざまな要望が寄せられる中、特に多かったのが屋外に設置したいというもの
でした。しかし、蓄光式避難誘導表示板は屋内使用を想定しているため、
太陽光励起による屋外使用では、残光時間が十分ではありませんでした。
そこで、長崎県窯業技術センターに相談し、屋外でも翌朝まで視認可能な
蓄光製品の開発に着手しました。さまざまな試験条件を検討し輝度性能の
向上を図った結果、蓄光式避難誘導表示板の2倍以上の輝度性能と高い
耐候性を有する蓄光製品「エコほたる」の開発に成功しました。
展示会等で商品をPRすると、サイズ・形状に対する多種多様な要望が 避難誘導表示板

あること、コストダウンがまだまだ必要なことを痛感しています。 （都営地下鉄４６駅使用)

セラミックスやガラスフリット製の蓄光製品は、高温焼成による蓄光顔料の劣化のため、どうしても樹
脂に比べて残光輝度性能が劣りましたが、長崎県窯業技術センターとの共同研究により開発、商品化
した高耐候性・高輝度蓄光製品「エコほたる」は、当社従来比
約２倍の輝度性能アップに成功し、樹脂製品に匹敵する残光
輝度性能を実現しました。これにより、自然光による励起のみ
で翌朝まで視認できる輝度を維持できます。
さらに、耐候性の高いガラス素材で蓄光顔料をがっちりガード
していますので、屋外に設置しても残光輝度性能は長期間劣化

しません。

平成20年10月 財団法人長崎県産業振興財団「長崎県新エネルギー・環境産業事業可能性調査事
業」に採択。長崎県窯業技術センターと共同で高耐候性・高輝度蓄光製品の開発を
開始。

平成21年2月 高耐候性・高輝度蓄光製品の開発に成功。
平成21年11月 商品名「エコほたる」として商品化。
平成21年9月 全国中小企業団体中央会「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金（実証等

支援事業）」に採択され、大型製品（10cm以上）の製造技術の確立および屋外設置
の実証試験（屋外暴露試験）を長崎県窯業技術センターへの委託により実施。

平成23年11月現在 屋外暴露試験を継続中。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

高耐候性･高輝度蓄光製品｢エコほたる｣
（左：明視野像、右：暗視野像）
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屋外用蓄光製品開発に際して、まずは地元の研究機関である長崎県窯業技術センターに相談した
ことが製品化のきっかけになりました。資金面においては、長崎県産業振興財団の「長崎県新エネル
ギー・環境産業事業可能性調査事業」に採択していただくとともに、窯技センター、財団および当社で
プロジェクトチームを結成し、定期的に開発会議を開きながら、約半年という非常に短期間で基礎技
術を確立することができました。さらに、全国中小企業団体中央会のものづくり中小企業製品開発等
支援補助金（実証等支援事業）にも採択していただき、窯技センターへの委託による大型製品開発
および屋外暴露試験を実施することできました。

当社が希望する製品開発に対して、技術面、資金面で長崎県の適切なバックアップがあって初めて
成功したプロジェクトだと考えております。

未曾有の大災害となった東日本大震災では、大規模かつ長期間の
停電により、夜間の移動・活動に支障をきたし、東京都では多数の
徒歩帰宅困難者が発生しました。各自治体はこれを踏まえて屋外
における夜間停電時の避難誘導など防災対策にさらに注力すると
考えられます。一方、原発事故を契機に、産業界や家庭に対して
節電への取り組みが強く求められています。このような情勢の中、
「エコほたる」は、停電時に自発光し、発光時に電気を必要としない
ことから、防災対策、節電対策の両面で社会的・経済的ニーズに
マッチした製品です。階段の段差明示や避難場所を明示する蓄光
看板、歩道に埋め込む粒状品など、樹脂製蓄光製品では対応でき

ない屋外向け製品を今後も開発して参ります。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
有限会社筒山太一窯
蓄光事業部 福田 太一

（企業として開発に携わった感想）

最初はわからないことばかりで戸惑いもあり
ましたが、研究を行うにつれ新たな発見や普
段経験できないことを経験できて勉強になり
ました。また、自社だけではできない事を長
崎県窯業技術センター様と共同で行い達成
できたことは当社としてとても大きな一歩とな
りました。

(公設試研究者)
長崎県窯業技術センター
専門研究員 吉田 英樹

（研究者として開発に携わった感想）
蓄光顔料を取り扱うのは初めてでしたので、
最初は手探り状態でしたが、比較的短期間で

高性能化を達成できたのは、筒山太一窯様の
技術の蓄積と当センターのガラス材料技術が
うまく融合できたことに尽きますし、世の中に
貢献できる製品が開発できたことを誇りに思
います。

企業情報
■名称：有限会社筒山太一窯 ■代表者：代表取締役 福田 友和
■創業：昭和63年9月 ■資本金：10,000,000円 ■従業者数：9人
■所在地：〒859-3712 長崎県東彼杵郡波佐見町中尾郷1018番地
■TEL：0956-85-4912 ■FAX：0956-85-4912 ■URL：http://www.taichigama.com/
■主力商品
・陶磁器製食器
・蓄光式避難誘導表示板

・高耐候性・高輝度蓄光製品「エコほたる」

畜光製品のラインナップ



テーマ名:「オメガ３系脂肪酸を高含有する畜産物及び加工品の開発と品質管理
に関する研究」

（概要）
畜産生産物の付加価値向上を目的として、フランスフードクラスター（Bleu-Blanc-Coeur）等と連携し、

家畜にオメガ３含有飼料を給餌した際の生体や生産物（鶏卵、牛乳など）への影響について検証した。
家畜に給餌する際のオメガ３の最適量や飼料設計、品質管理項目などを検討し、得られた畜産物、
加工品ごとの製品基準の策定と分析方法の最適化により品質の安定化を確立した。それにより、オメ
ガ３を高含有する畜産成果品の優位性が確認でき、製品化にも至っている。

企業名 九州地域バイオクラスター推進協議会 会長 小野 友道
（公設試） 熊本県産業技術センター 食品加工技術室 研究主任 佐藤 崇雄

【産学官連携成功事例】

フランスフードクラスター（Bleu-Blanc-Coeur）が生産するオメガ３系脂肪酸高含有飼料を使用し、「家
畜の健康と人の健康の両立」を目指した研究開発が平成２４年頃からスタートした。スタート当時は、ま
だオメガ３の認知度も低く、展示会などに出展してもあまり反応は良くなかった。しかしながら、プロジェ
クトメンバーと情報共有しながら新製品の開発などを進め、平成２７年３月に健康博覧会に出展したと
ころ、休憩時間もとれないほどブースは盛況で充実した３日間となった。そのころから、商品アイテム数
も増加し始め、鶏卵、ヨーグルト、牛乳、牛肉などがリリースされた。平成２８年熊本地震で各社一様に
被害は受けたものの、翌年にはオメガ３系脂肪酸高含馬肉の開発に成功した。

家畜にオメガ３系脂肪酸高含有飼料を給餌し、右図に示すよう
な様々な特徴ある製品を開発した。例えば馬肉ではオメガ６系
脂肪酸とオメガ３系脂肪酸の比が２０→１に、さらに飽和脂肪酸
とオメガ３系脂肪酸の比は１０→１にそれぞれ改善された。また
鶏卵では、オメガ３系脂肪酸含有量が５〜８倍増加することが
確認された。

本取り組みは、九州地域バイオクラスター推進協議会が事務局
となりBBC連携プロジェクト（通称、ヘルシーファーミングプロジェ
クト）として、フランスBBCとのMOU（2013年10月締結）に基づく
亜麻飼料を利用した事業展開を行うものである。現在約１０社
が取り組みを行っており、フランスBBCと日本側の協議により定
められた基準をクリアーした商品については、九州地域バイオ
クラスター推進協議会ヘルシーファーミングプロジェクト会長が
事業者認定を行うとともに、右に示す認証マークを、商品パッ
ケージへ表示することが認められている。また、定期的に運営
会議を行い相互の進捗状況なども把握するとともに、担当者が

渡仏し必要事項を協議する体制ｋも整っている。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など
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当初は機能性を前面に押し出す戦略が検討されたが、「家畜の健康と人の健康の両立」をコンセプト
とし、これまで市場に流通していないタイプの商品群が開発できたことにより注目を集めることができ
たと考えられる。また、バイヤーや消費者などに効果や通常商品との成分差異を数字で表すことによ
り「価格が高いが科学的根拠が明確で間違いない！」と感じてもらえるようにプレゼンを続けた点な
どが、継続して販売が可能になった一因では無いかと考えられる。

今後も同種の商品には無い強みを強調しながら、取り組みに
興味のある企業など新たにメンバーに加え商品ジャンルの充

実を目指す。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
九州地域バイオクラスター推進協議会
ヘルシーファーミングプロジェクト
会長 緒方 克也（株式会社緒方エッグ

ファーム代表取締役）
「家畜の健康と人の健康の両立」をコンセプト

とし活動を続けてきました。今後も商品ライン
ナップを充実させて行きたいと考えております。

(公設試研究者)
熊本県産業技術センター
食品加工技術室 主任研究員 佐藤 崇雄

海外のフードクラスターとの連携など通常の業
務では携わる機会が少ない案件で、非常に勉
強になりました。本格的に事業がスタートして約
７年が経ちますが、まだまだ課題も山積ですの
で、継続して支援していきたいと思います。

企業情報
■名称：九州地域バイオクラスター推進協議会 ■代表者：小野 友道
■創業：2007年９月 ■資本金：3,500,000円
■所在地： 熊本県上益城郡益城町田原2081-10(公益財団法人くまもと産業支援財団内) 
■TEL：096-289-3116 ■FAX：096-286-3929
■主力商品（設立目的）
・予防医学・サービス産業と連携した機能性食品・健康食品の提供による安全・安心な「フード
健康アイランド九州」の構築を実現。
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テーマ名 

「改正 SOLAS条約に適合した施工性に優れた船舶用床材の開発」 

（概要） 

「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）」が 2014 年 7 月に改正され、総トン数

1,600 以上の新造船においては、船舶居住区に使用される床材や隔壁などの船舶艤装品について、

一定の防音性能および防熱性能の確保が義務化されました。 

本研究では船舶床材の防音性能・防熱性能のスクリーニング法を確立し、さらにそれらを活用する

ことで、改正 SOLAS条約に適合し、施工作業性に優れた高性能船舶床材を開発しました。 

（企業発表者） 株式会社コスモ          専務取締役 春那 将範 

（公設試発表者） 大分県産業科学技術センター 工業化学担当 研究員 上野 竜太 

 

１．成果品（製品）紹介 

一般的な船舶床材では SOLAS条約に適合する防音性能・防熱性

能を付与するため、珪酸カルシウムボードやロックウールを使用

しています。しかしながら、これらの材料は床面形状に合わせて

カッティングする際、大量の粉塵が発生し、船体内の密閉空間に

おいて施工する作業者への負担となっています。 

本研究では、スクリーニング法を活用することで床材材料の選

定や構造の最適化を行い、粉塵を発生させる材料を使用せず、

SOLAS条約に適合した製品を開発しました。また、従来よりも薄

く、工程数も少ない製品となっており、大幅なコスト削減に繋が

っています。 

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など 

SOLAS条約改正に伴い、船舶床材の製品開発において防音性能・防熱性能の評価がより重要な項目となり

ました。㈱コスモでは、これまで船舶床材の性能評価は認定機関に依頼してきましたが、一回の試験に対

し多大なコストと時間を要していました。そこで、自社で事前にスクリーニング試験を行うことで製品開

発スピードの向上とコスト削減を試みたいという相談を受けたことがきっかけでした。 

本研究は、公益財団法人大分県産業創造機構が募集する地域資源活用商品創出事業をはじめとした複数

の補助事業を積極的に活用することで研究開発を促進させることができました。 

３．製品化までのプロセス、体制など 

 

年度 概要 

H27 ・技術相談 

H28～H29 ・船舶床材の防音性能・防熱性能スクリーニング法の開発をテーマとして共同研究 

H30～H31 ・改正 SOLAS条約に適合し、施工作業性に優れた高性能船舶床材を開発 

・地域資源活用商品創出事業に採択 

・中小企業等特許情報分析活用支援事業に採択 

・専門家派遣事業に採択 

R1～ ・開発製品の特許出願、製品販売 
 

【図１】進水式(大分県臼杵市) 
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４．製品化、販売に成功したポイント 

船舶床材は SOLAS条約に適合することが義務付けられています 

が、マーケティングにおいては、コストが低いことや施工作業性

が良いことが求められます。本研究においてもこの点を意識し、

実際の施工現場へのヒアリング等を適宜行いながら、販売段階ま

で見越した製品開発を行いました。 

また、特許の出願を視野に入れ、独立行政法人工業所有権情

報・研修館の中小企業等特許情報分析活用支援事業および一般社

団法人大分県発明協会の専門家派遣事業を活用しました。これら

の事業の中で先行技術調査および弁理士と知財化について具体

的な打合せを行い、より長期的な視点での製品開発を行いました。 

５．今後の展開、波及効果など 

開発を行った製品については、株式会社コスモと大分県産業科

学技術センターの共同出願中です、あわせて、国土交通省や日本

海事協会の型式認証を申請中で、今後の受注拡大に向けて、営業

を本格化させていきます。 

今回の共同研究をとおして㈱コスモでは自社内スクリーニン

グ試験等の船舶床材の研究開発に関するノウハウがより蓄積さ

れ、自社の強みが増えました。今後は、これらを活かし、引き続

き、高防熱性能が要求される船舶区画用の床材の開発を行い、研

究開発型企業へ展開していきます。 

なお、今回の研究開発の取り組みをとおして、㈱コスモでは、

知的財産権に関する知識を吸収することができました。 

 

発表者紹介（企業） 

 株式会社コスモ 

   取締役専務 春那 将範 

これまでは、試作品の防音性能や防熱性能の評価

をその都度、外部試験機関に依頼していたので、コ

ストや時間がかかっていました。今回、大分県産業

科学技術センターとの共同研究をとおして、スクリ

ーニング法を開発し、研究をスピーディに進め新製

品を開発することができました。 

発表者紹介（公設試） 

 大分県産業科学技術センター 

   研究員 上野 竜太 

 技術相談からスタートした本テーマですが、共同

研究から知財化へとステップアップさせ、製品化に

まで繋げることができたのは貴重な経験となりま

した。 

積極的に補助事業を活用されたことが、研究開発

における課題解決に効果的であったと思います。 

企業情報 

■名称：株式会社コスモ  ■代表者：代表取締役社長 春那 政武 

■創業：平成 5年 7月  ■資本金：11,000,000円  ■従業者数：37人 

■所在地：〒875-0022  大分県臼杵市末広３５２７−７ 

■TEL：0972-63-2788  ■FAX：0972-63-8679  ■URL：http://cosmo-corp.cc/ 

■主力商品 

 ・船舶艤装工事   ・ステンレス加工業  

 ・アルミニウム加工業   ・焼付塗装業 

【図 3】特許化に関する打合せ 

 

【図 2】施工の様子 
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テーマ名:「ＩoT技術を活用した次世代型見守りシステムの開発」

（概要）
急速に進む高齢化社会、一人暮らしの高齢者は増加する一方で、その「見守り」は必要不可欠に
なっています。また、介護の現場では重度な要介護者に労働力が集中し、人手不足も深刻化して
いるなど問題も多い状況です。そこで、「家族が見守る新しいカタチ」をコンセプトに、高齢者がより
簡単にコミュニケーションや見守り情報の発信ができるIoT技術を活用した次世代型見守りシステ
ム「みまもりステーション」を開発しました 。

企業名 株式会社インタープロ 代表取締役 南 克浩
（公設試） 宮崎県工業技術センター 機械電子部 副部長 布施 泰史

副部長 山下 一男

【産学官連携成功事例】

先代品「みまもりステーション」を試験的にモニター評価したところ、クレイドルが据置型のため設
置場所が制約される問題があり、「小型化・壁掛型」のニーズが高いことがわかりました。また、IoT
技術を活用した競合製品も増えており、更なる性能・機能の向上が不可欠と考え、人感、照度、温
度のセンサーに加え、健康管理に重要な湿度センサーも付加するなど、次世代型見守りシステム
として開発するため宮崎県工業技術センターに協力を依頼し、装置の設計、３Ｄプリンターを用い
た試作、製品評価（EMC・環境試験）について共同研究として取り組むこととなりました。

高齢者宅用に開発した次世代型見守りステーションは、センサークレイドル（センシング・通信機
能付置台）と市販のタブレットを使いセンサー情報を専用の「みまもりアプリ」を介してクラウドシス
テムに送信し、パソコンやスマートフォンなど遠方から高齢者の暮らしを見守ることができます。

小型化のための回路設計、アプリ開発及びシステム全体のプランニングを株式会社インタープロ
が、ケースデザインの３Ｄ設計及び３Ｄモデリング試作と製品評価のためのEMC・環境試験を宮崎
県工業技術センターが担当しました。また、製品（クレイドル）の製造は、県内の樹脂加工企業、電
子機器製造企業を選定し、オール宮崎体制で製品化しました。
●フェーズ１ システム設計・試作
・ハードウェア仕様を検討し、クレイドルとの関連を明確にする
・外観のデザインを行い３Ｄプリンターで出力し検討を重ねる
・樹脂製のパーツ以外の金属部品との適合を検討する
●フェーズ２ 製品化に向けた機能検討
・電子基板の仕様を決め、樹脂ケースとの適合を行う
・ユニバーサルデザインを検討し、ケース形状・仕様の細部を検討する
・モニタリング用の機器を製造する

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

［特徴］
●コミュニケーション機能
問いかけに対し簡単に”○”、”×”、”△”で返信でき
安否確認
●ライフリズム機能
本体に外出・動き・室温・明るさセンサー類を内蔵
●緊急通報機能
外出管理、高温検知、侵入者感知、バッテリー容量
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本製品を開発するにあたり宮崎県産業振興機構（産学官共同研究開発支援事業H28〜29）の支
援を受けたことで短期間での製品化を実現できました。先代品の段階から多くの方に関心を持って
頂き、開発期間中は試作と共に製品化や販売網の拡大を並行に進めたため、現場からの意見や
機能を取り込むことができ、完成度の高い商品となり上市することができました。平成30年2月には、
国内マンション管理最大手に正式採用されました。また、実際には細かな調整事項も多く、宮崎県
内で完結出来たことが大きなメリットでした。

一人暮しの高齢者は、2020年に660万人と言われますが、その中で自立や要支援程度の認定で
介護の受けられない高齢者は550万人を超えると考えられます。
次世代型見守りシステムは、これまでの課題を解決したICT活用機器であったことから、医療・福
祉関係者の反応も良好で、国際福祉機器展（東京ビッグサイト）をはじめとする各種展示会等でも
注目されました。
また、川崎市の福祉機器認証制度「かわさき基準」の認定を受けるなどのほか、宮崎日日新聞、
朝日新聞、週間AERAなど各報道機関で報道されています。
以上のように、ヘルスケアの需要に応えた医療・福祉・介護機器等の開発・製造、サービスの開
発・提供等を全国にビジネス展開しており、今後さらなる販売増が期待できるのではないかと考え
ています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

●フェーズ３ モニタリング評価と製品化
・県内介護施設や在宅高齢者の協力を得てモニタリング評価を実施
・EMC試験や環境試験の実施
・最終製品の製造

（企業研究者）
株式会社インタープロ
代表取締役 南 克浩
宮崎でここまでの商品が完成するとは予想
しませんでした。宮崎を軸足にしますが、主
力は首都圏であり全国をターゲットにした販
売網を構築していきたいと思います。

企業情報
■名称：株式会社インタープロ ■代表者：代表取締役 南 克浩
■創業：2000年4月 ■資本金：10,000,000円 ■従業者数：19人
■所在地：〒880-0867 宮崎市瀬頭2-2-10
■TEL：0985-20-5051 ■FAX：0985-20-5052
■URL：www.interproinc.co.jp
■主力商品
・みまもりステーション スタンダード コンシューマ用 PRO 業者用
・みまもりLite 無料アプリ ・ハイビーコン シリーズ

(公設試研究者)
宮崎県工業技術センター
副部長 布施 泰史
副部長 山下 一男
製品開発において当センターの３Ｄデザイン
や３Ｄプリンター並びにEMC試験や環境試験
設備を活用したことで、短期間で実用性の高
い機器開発をお手伝いすることができました。
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テーマ名: 「官能評価による野菜チップスの品質特性比較」
（概要）

発売から７年が経過したゴボチ（ゴボウチップス）は、これまでに数多くの展示会に出展することで、
商品の認知度を高めてきました。今後は、国内外における販売力をさらに強化するため、強力な販
売プロモーションツールの開発が欠かせません。

今回は、官能評価によりゴボチの特徴を客観的に評価するとともに、評価データを活用した効果
的なデザイン活用について取り組みましたので、その事例を紹介します。

企業名 株式会社デイリーマーム 取締役営業本部長 和田 絵里香
（公設試） 宮崎県食品開発センター 食品開発部 主任研究員 松浦 靖

宮崎県工業技術センター 企画デザイン部 主任研究員 関屋 千草

【産学官連携成功事例】

ゴボチの特徴を図表を用いて分かり易く、そして魅力
的な表現を取り入れることで、ゴボチのおいしさの特徴
をビジュアル化した販売促進ツールを開発しました（写
真）。

開発にあたっては、官能評価を実施しました。他社商
品に比してゴボチの評価が極めて高かった用語として、
ゴボウの持つ独特な香りや風味、繊維質など「素材」に
関する用語が含まれていることを確認しました。その結
果を踏まえ、消費者やバイヤーの興味を引きつける特
徴あるアイコンとシンプルなコピーをポスターに落とし
込み、販売促進ツールとしました。

販売促進ツール開発にあたっては、各

機関得意分野を担当し、連携しながら効
率的に進めました。官能評価を食品開発
センター、データの解析とビジュアル化を
工業技術センター、販売促進ツールの効
果検証を株式会社デイリーマームが担当
しました。
官能評価はQDA試験を採用しました。
一般県民から公募により登録された外部
パネリスト23名に対し選抜試験を実施し、
選抜された識別力の高いパネリスト12名
により野菜チップスを評価しました。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

（写真：国外向けポスター）

株式会社デイリーマームと食品開発センターは、共同研究によりゴボチの商品開発を行ってきま
した。ゴボウは国産原料を使用し、添加物を使用しないなど、こだわりの商品であり、これを宣伝材
料として、知名度を高めてきました。このような訴求方法により売上げを伸ばしてきたものの、一般
の消費者がゴボチの特徴をどのように受け止めているのか把握をしたことがありませんでした。今
後は、国内外でのさらなる販路拡大に向け、ゴボチのおいしさを訴求したマーケティングを行ってい
くため、強力な販売促進ツールの開発を求めていました。そのような中、宮崎県食品開発センター
では、平成30年４月に官能評価を適切に行うことのできる施設（おいしさ・リサーチラボ）をオープン

し、センターとしてこれからのラボの活用方法を模索している中で、再び相談を受けたのがきっか
けで２度目の共同研究が始まりました。

QDA: Quantitative Descriptive Analysis（定量的記述分析法）
・分析型官能評価の中で得られる情報が最も多く、
マーケティング等に有効
・消費者が日常的に使用する言葉で商品の特徴を表現し、
定量化が可能



に有効であることを確認しました。これにより、展示会で目標としていた成約の件数を達成しました。

ゴボチの商品開発にあたっては、素材へのこだわりや食感、風味など唯一無二の商品づくりを意
識して取り組んできました。今回得られた取組成果についても、他社には容易に真似できないセー
ルスポイントであり、この強みを優位性としたインストアプロモーションや販売促進に繋げていきま
す。また、ゴボチはパリッとした軽い食感を特徴とした商品としていましたが、パリッとした食感に係
る官能評価結果では、ゴボチを上回る評価得点の高い野菜チップスがあることから、この結果を踏

まえ、さらなる商品の改良を図っていく予定にしています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
株式会社デイリーマーム
取締役営業本部長 和田 絵里香

共同研究のおかげで、ゴボチの品質につい
て初心に戻って見直すことができました。ま
た、国内や海外の商談の際も商品の良さを
的確に紹介することができ、スムーズに話を
することができるようになりました。ありがと
うございました。

企業情報
■名称：株式会社デイリーマーム ■代表者：代表取締役 和田 優
■創業：2007年4月 ■資本金：11,000,000円 ■従業者数：79人
■所在地：〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町観音免890-1
■TEL：0985-65-6655 ■FAX：0985-65-6678
■URL：https://dailymarm.com
■主力商品
・ごぼうチップス「ゴボチ」 ・にんじんチップス「キャロチ」

国内メーカーが製造した市販の野菜チップス８
品（ゴボウ４商品、じゃがいも３商品、とうもろこし
１商品）を試験に供し、商品から感じる外観、香り、
風味、食感及び後味の５項目について、具体的な
言葉をパネリストに描写させました（用語45個）。
その後は、８つの商品の特性を定量化する試験
を行い、商品の特徴を客観的に評価することがで
きました（右図）。
次に、評価データを解析し、販路拡大に繋げる
ためのデザインへ活用しました。作成した販売促
進ツールは、「日本の食品輸出EXPO」において
効果の検証を実施しました。特に海外のバイヤー
に対して、官能評価結果をビジュアル化したポス
ターは商品の特徴を説明するツールとして、非常

はじめに、株式会社デイリーマームとして何を知りたいのか、どう活用していきたいのか、何度も
協議を重ねながら、ゴボチの特徴が最大限に表現されるような官能評価手法及び比較対照商品を
選定したことが重要でした。また、得られた官能評価の数値データを様々な角度から解析し、デー
タをどのようにビジュアル化するとメッセージが正確に伝わるのか、デザイン部門のノウハウを十

分に活かしました。

(公設試研究者)
宮崎県食品開発センター 食品開発部
主任研究員 松浦 靖
宮崎県工業技術センター 企画デザイン部
主任研究員 関屋 千草

食品から感じられる感覚を言葉として数値
化すること、またデータから潜在的なおいし
さの秘密をビジュアル化でき、食品企業に
対し、モデルケースを示すことができました。

18
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テーマ名:「レーザ加工機を用いた立体表現技術の開発－薩摩焼用型板への展開－」

（概要）

近年，工芸品等の製造にレーザ加工機が用いられ，多様な利用が進んでいます。レーザ加工機を
利用することで，生産性や品質の向上，そして新しいデザインの開発につながっています。レーザ
加工機の焦点からの距離や加工条件を変化させることで，工芸用素材に対して新たな立体表現技
術を開発し，薩摩焼等に展開することが出来ました。

企業名 志光窯（薩摩焼型板研究会） チームリーダー 下佛 豊志
（公設試） 鹿児島県工業技術センター 企画支援部 研究専門員 山田 淳人

【産学官連携成功事例】

薩摩焼は，約400年の歴史があり，「白もん」と呼ばれる白く豪華絢爛な「白薩摩」と「黒もん」と
呼ばれる黒などの質実剛健な「黒薩摩」という２系統の陶器が共存し，国の伝統的工芸品にも
指定されている鹿児島県を代表する工芸品です。
当センターのレーザ加工機は，金属や木竹材料の精密切断を目的としてH24年度JKAの補助
を受け，導入しました。木材を切断する場合，焦点を材上面に設定しますが，当センターでは，
意図的に焦点からの距離を制御して浅彫りの加工を可能とする研究をしていました。当初から，
伝統的な図柄のプログラムを組んで，加工していましたが，「薩摩焼の窯元に提供すれば，板
もの用の型板として提供できるのでは？」と思い，薩摩焼用の型板としての開発をはじめました。
レーザ加工機は，切断を目的とした加工機で，切断のはじまりに過度な出力が設定されている
ため，浅彫り用の加工条件を研究し，プログラム上の図柄を型板上で再現することを目指しま
した。

当センター所有のレーザ加工機（Quattro（株）アマダ
製）を活用して，薩摩焼用の凹状に浅彫りを施した型板
を開発しました。薩摩焼協同組合（38社，以下組合）に
設立された薩摩焼型板研究会（18社，以下研究会）の
窯元に提供することにより，様々な窯元から型板を使っ

た商品が開発されるようになりました。

型板と志光窯作 波模様平皿

平成27-28年の「レーザ加工機を用いた表面加飾技
術の開発」において，当センターでは，焦点からの距
離を意図的に制御することで，木材に対し浅彫りの表
現ができることは実証済みでした。薩摩焼に応用する
ことを目的に浅彫りを施した初期の型板を，組合の会
議に持参し「お試し」感覚で使用してもらい，窯元の要
望やアドバイスを頂きました。この中の志光窯は，非
常に関心を持ち，すぐに試作品作りに取りかかってい
ただきました。その後，様々な窯元から「うちでも使っ
てみたい」との声をいただき，組合内に研究会を結成

しました。

研究会風景

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など
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●産地規模に合った技法や製法
薩摩焼は，手作りのろくろ成形を主体とする小規模な窯元が多数を占める産地です。窯元に
とって，型板を使った製品作りは型打ち製法やたたら成形といわれる製法で，既存の技術や設
備で対応できるため，比較的取り組みやすかったことが広く導入された一因であると考えていま
す。
●型板はできるだけ手渡し，必ず商品に仕上げてもらう旨を約束
型板を使った製品作りは，各窯元の使用する陶土や製作方法の違いにより，型板の深さや図
柄の細かさなど非常に細かく要望されました。これらの要望への対応はもちろんですが，そこま
で完成度の高い型板を要望するのであれば，「試作ではなく，必ず商品として仕上げ，販売す
る。」という約束のもと，型板の試作を行いました。また，出来上がった型板は，窯元さんにでき
るだけ直接伺い，手渡しすることで，信頼関係を構築しました。
●ノウハウは研究会で共有
型板を使った製品作りのノウハウは，研究会で共有するようにしました。型板への，は水剤の
塗布や，型板と陶土を効率的に離形するための手法など，年配の窯元から若手の窯元に教示
するシーンも見受けられ，組合内の活性化にもつながったと考えています。

平成29年には，毎年年末に行われている薩摩焼フェ
スタにおいて10社が型板を使った商品を発表しました。
その後も各窯元の個展や展示会で販売され続け，窯元
の主力商品の1つとして根付いたものもあります。
研究会の会員である眞窯（原田眞理子代表）が製作す
る「麻模様の陶板」は，2018かごしまの新特産品コン
クールにおいて，鹿児島県貿易協会会長賞を受賞しま
した。
今後は，型板を進化させた研究を行い，工芸業界の発

展に寄与したいと考えています。
眞窯 麻模様の陶板

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
志光窯（薩摩焼型板研究会）
チームリーダー 下佛 豊志

これまで，器への装飾として麻布を直接陶土
に貼って柄を写し取る技法を行っていました
が，型板の提供を受けてからは，効率的に柄
を転写できるようになりました。またオリジナ
ルの柄も創作できて作品の幅も拡がりました。

(公設試研究者)
鹿児島県工業技術センター
企画支援部 研究専門員 山田 淳人

組合の会議に「お試し」で，初期の型板を持
っていった際の，窯元さんたちに受け入れら
れるだろうかという緊張は今でも忘れません。
「よかど！」「売れちょっど！」という窯元さんか
らの声に，開発してよかったと感じています。

企業情報
■名称：志光窯 ■代表者：下佛 豊志
■創業：1989年５月 ■資本金：3,500,000円
■所在地：〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町555-4
■TEL：099-244-5561 ■FAX：099-244-5561
■主力商品
・型板を用いた板皿・花器
・大島紬文様を転写した器（茶器･花器･皿）， ・メダカを描いた器（茶器・花器･皿）
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テーマ名:「沖縄特有のボタニカルを用いたクラフトジンの開発」

（概要）

造り手の個性や地域的な独自性を特徴とした、少量生産のジンである「クラフトジン」が世界的に注目
されています。ジンはアルコール原料にジュニパーベリーの他、いくつかの植物（ボタニカル）の香味
を付与して製造されますが、昨今注目されているジャパニーズクラフトジンの主な特徴は、玉露や柚
子といった日本独自のボタニカルを原料としている点です。クラフトジンの大きな魅力は、ベースとな
る酒類とユニークなボタニカルであることから、沖縄県においては本土とは異なる特徴を持った、もう
一つのMade in Japan (Okinawa)のクラフトジンを開発できる可能性を有していると考え、開発に着手し
ました。

企業名 瑞穂酒造株式会社 製造部品質管理室 主任 仲里 彬
（公設試） 沖縄県工業技術センター 食品醸造班 主任研究員 豊川哲也

【産学官連携成功事例】

開発初期から、日本におけるクラフトジンのキーマンといわれている、株式会社フライングサーカス
代表三浦武明氏や、大阪のジン専門店BAR JUNIPER川崎氏等、クラフトジンを熟知した専門家から
アドバイスを頂きながら、商品化を進めることが出来ました。又、商品の刻印（定番商品の商品名）
にもある「ORI-GiN」の文字は、世界的な酒類の専門家で、特にジンについて造詣が深いPhilip Duff
氏が、本商品の試作品をテイスティング後絶賛し、自ら命名したいと申しで、サインしたものです。
まさに国内外の専門家との出会いで生まれた、奇跡のクラフトジンであるといえます。

創業170周年を記念した限定商品として、2アイテムを商品化しました。「一口で沖縄の魅力が伝わ
るクラフトジン」をコンセプトにトロピカル&リッチな風味を目指して、さくら酵母仕込みのフルーティー
な泡盛をベースにし、キーボタニカルには西表島のピーチパインを選定、全10種類のボタニカルを

使用しました。

本プロジェクトは、平成29年度の沖縄県戦略的製品開発支援事業に採択され、沖縄県工業技術セ
ンター、東京農業大学と共に開発共同体を形成し、開発を進めました。30種類を超えるボタニカル
の中から、ジュニパーベリーを含む10種類のボタニカルを選定しました。代表的な素材に、南国西
表島アララガマ農園様の高級ピーチパインが挙げられる。本製品の最大限の特徴であるトロピカル
＆リッチな風味は、特にこのピーチパインに由来するものです。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

【The Japanese Craft Gin MIZUHO ~Ori-Gin~】

全10種類のボタニカルから5種類の原酒を製造し、絶

妙な比率でブレンドして仕上げた逸品。ブレンド比率

の違いにより、2種類のジンを開発。（各250本限定）

左：Freshタイプ

シトラス系の風味を強調。ジントニックにお勧め。

右：Tropicalタイプ

トロピカルな風味を強調。ショートカクテルにお勧め。
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●事業コーディネーターである沖縄県産業振興公社、開発共同体である沖縄県工業技術センター、
東京農業大学は勿論のこと、その他非常に多くの方々のご支援、出会いによって商品化することが
出来ました。
●ブレイクスルーの一つとして挙げられるのが、「泡盛の風味とジンらしさ」に関する評価の違いを認
識出来た事です。泡盛経験値が高い沖縄県のバーテンダーは、泡盛の風味が多少強くてもジンら
しいと評価する傾向ですが、泡盛経験値が比較的低い県外のバーテンダーは、泡盛の風味に敏感
で、泡盛感が強いとジンとして評価しにくいという意見が多数ありました。両意見を参考にして条件
を再検討しながら開発したことで、世界照準なクラフトジンの開発※に成功しました。

※Freshタイプがロンドンのコンペティション（IWSC）で受賞

開発商品については、琉球朝日放送や地元の新聞各社で取り上げられた他、酒類専門のWEBペー
ジであるリカーページ、その他各メディア媒体で特集が組まれました。クラフトジンは日本においても
トレンドになりつつあり、2018年より開催されている日本最大、アジア最大級のジンの祭典、ジンフェ
スティバル東京2019では、約9,000人の来場者数を達成しました。弊社もブースを出展したほか、二
年連続でセミナーを担当、国内外のジン愛好家が集まる祭典で、PRすることに成功しています。
ジンは世界各国で広く認知されている酒類であり、今後、東京オリンピック・パラリンピックで更なる
効果が期待できるインバウンド等、より多くの方々に開発したクラフトジンを体験してもらう事で、沖

縄の魅力、弊社の魅力を発信したいと考えています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
瑞穂酒造株式会社
代表取締役 玉那覇美佐子

和酒である泡盛を製造していた会社が、洋酒
の製造に着手したのは一つの転換期となりま
した。

沖縄は、亜熱帯気候という地理的特性や諸
外国との交流等による特有の文化を持った、
非常にユニークな県です。本県の魅力を国内
外へ伝える入り口となるべく、本製品を育て
て参りたいと思います。

(公設試研究者)
沖縄県工業技術センター
主任研究員 豊川 哲也
創業170年記念というメモリアル商品の開発
に関われたことは非常に光栄です。開発担当
の仲里氏の幅広い知識と商品開発への情熱
は素晴らしいものでした。
美味しさの見える化は、最近特にニーズの
ある技術で今後も相談の増加が予想されるた
め、迅速な測定体制を整えたいと考えていま
す。

企業情報
■名称：瑞穂酒造株式会社 ■代表者：代表取締役 玉那覇 美佐子
■創業：1848年(嘉永元年) ■資本金：7,050万円 ■従業者数：29人
■所在地：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目5番地の16
■TEL：098-885-0121 ■FAX：098-885-0202 ■URL：https://www.mizuhoshuzo.co.jp/
■主力商品
・泡盛（瑞穂30度、首里天25度、美ら燦々、マイルド瑞穂、ロイヤル瑞穂、ender他）
・リキュール（梅美人、アワモヒート、ティーアワー）、もろみ酢（瑞穂の邦）
・クラフトジン（ORI-GiN 1848）

※本開発商品は限定販売で、終売となりました。ORI-GiN 1848が後継商品となります。

市場調査として、世界中の市販商品のジンの香り成分について、沖縄県工業技術センターにて科
学的に分析し傾向を掴み、各工程の試作サンプルについても分析を重ねました。東京農業大学に
は、ジンの骨格であるジュニパーベリーの抽出条件に関する研究を依頼し、条件を確立しました。又、
上述の通りジンの専門家である県内外のトップバーテンダーに試作段階から評価を依頼し、開発を
進めています。



テーマ名:「ミニマルTSVめっき装置の開発」

（概要）
電子機器の高機能化、多様化等による半導体の多品種少量生産などに対応するため、超

小型の0.5インチウエハを使用する半導体製造システム（ミニマルファブ）が提案されている。
この構想に基づき、サポイン事業を活用した産学官連携の研究体制により、ミニマルファ

ブシステムで使用するTSV（※１）めっき装置を開発。
（※１）TSV：Through Silicon Via（シリコン貫通電極）

企業名 ： 熊本防錆工業株式会社 代表取締役社長 前田 真弘
産総研九州センター 製造技術研究部門 主任研究員 古賀 淑哲

イノベーションコーディネーター 野中 一洋

【産学官連携成功事例】

熊本防錆工業㈱は、創業以来85年、表面処理加工技術を生かして様々な顧客との仕事に
従事。これまで産総研をはじめとする多くの研究支援機関等と連携した研究開発に取り組ん
できました。

2010年～2012年までのサポイン事業では、「三次元めっき処理評価技術開発による高精
度ICリードフレームの製造（熊本防錆工業㈱、櫻井精技㈱、熊本県産業技術センター、産総
研）」に取り組み、高精度IC（集積回路）用リードフレーム（※２）の変形や汚れ等の自動検査
装置を開発しました。
(※２) 半導体素子（半導体チップ）を支持固定し外部配線との接続をする部分

ここで、プロジェクトリーダーを担当して、産学官連携のとりまとめを行うのに苦労しました
が、このときの経験を活かして、新たなテーマとして、2度目のサポイン事業に挑戦しました。

ミニマルファブシステムで使用するTSVめっき装置。
高集積化技術に有望な三次元実装半導体の製造が

可能な高速めっきが特徴。
ミニマルBGA（Ball Grid Array）
パッケージ用めっき装置

2013年から2015年までのサポイン事業では、「ミニマルTSVめっき装置の開発」について、
事業管理機関である（一財）九州産業技術センターの支援を頂きながら、熊本防錆工業㈱を
中心に、企業3社、大学、産総研の連携体制を構築して以下の3件のテーマに取り組みました。

【1】TSVめっき装置開発（熊本防錆工業㈱、石田産業㈱、㈱晴喜製作所）
【2】TSVめっきプロセス開発（石田産業㈱、大阪府立大学、産業技術総合研究所、
熊本防錆工業㈱）

【3】環境配慮（熊本防錆工業㈱、大阪府立大学、産業技術総合研究所）

現在、産総研の主導する「ファブシステム研究会」「ミニマル３DICファブ開発研究会」にも加
入し、ミニマルファブ装置開発に本格的に取り組んでいるところです。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

23



産総研つくばを中心とした「ミニマルファブシステム研究会」及び産総研九州センターが
中心となって活動する「ミニマル3DIC開発研究会」に参加し、これまでも多くの展示会等に
ミニマル装置を出展しPR活動を進めてきました。2020年1月にはインターネプコンジャパン
にミニマル関連企業としてミニマルめっき装置を展示するなど更なるPR活動を行います。
半導体製造工程における表面処理（めっき）は必要不可欠なものであり、ミニマルPKG

（パッケージ）へのCuめっき処理は重要な工程です。また、半導体PKGの製造工程では電
気めっきとは異なる無電解めっき法によるNi、Auめっきも必要とされており、これらのめっ
きプロセスのミニマル装置化のニーズがでてくる可能性もあります。
今後、産学官の連携を進めていくなかで、ビジネスチャンスとなり得るテーマを捉えなが

ら表面処理（めっき）の有効性をPRしていきたいと考えています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
熊本防錆工業株式会社
開発室 室長 菊野 敏博
新規事業を進めるうえで、産学官連携で

の活動は目標・成果を達成させる有効な手
段であると思います。今後もこのようなコミュ
ニケーションを有効活用して研究開発の活動
につなげていきたいと思います。

(産総研九州センター)
製造技術研究部門 トリリオンセンサ
研究グループ 主任研究員 古賀 淑哲
企業の方と装置の開発を一緒に進めて

いくという貴重な体験もさせて頂きました。
我々もめっき液の光学的評価法につい

て更なる研究開発を行っております。今後
も連携の機会があることを望んでいます。

企業情報
■名称：熊本防錆工業株式会社 ■代表者：前田 真弘（代表取締役社長）
■創業：1933年8月 ■資本金：30,000,000円
■所在地：〒861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西１丁目４番１５号
■TEL：096-382-1311 ■FAX：096-383-7735
■主力商品
・ＩＣ（集積回路）用リードフレームの部分銀めっき及びディプレス・テーピング加工
・ＩＣ（集積回路）の外装めっき及びリード加工

ミニマルTSVめっき装置はまだ販売するに至っておりませんが、半導体の製造工程
に寄与するための技術的な課題解決を進めることが出来ました。
めっきプロセスのミニマル装置化は複雑な工程を集約し簡略化しなければなりませ
ん。そのために必要なめっきプロセスを小スペースにレイアウトできたことは装置化へ
の第1歩となりました。また、装置内に設置する使用機器も小型化、高機能化が求めら
れ各機器の開発も必要となりましたがこれらも解決することが出来ました。
めっきに使用する処理液は多くの種類を評価し、その結果をめっき装置へフィード
バックして装置仕様を決定しました。
このような形で装置の課題解決に繋がったのは産学官によるメカ（デザイン・ハード・
ソフト）、プロセス（薬液）及び実験評価スタッフや関係先企業の連携活動の結果であっ
たと考えています。
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テーマ名:「べんがらを用いた水稲直播用種子被覆資材の開発」

（概要）

近年，水稲作では、担い手不足を解消するため、田植えをせず、種子を水田に直接播種する（直播）
水田が少しずつ増えています。水稲の苗立ち（生存率）を安定させる微量のモリブデン化合物と、水に
流されないように適度な加重を行うべんがら（酸化鉄）を混合した資材を種子に簡易に被覆する技術（べ
んモリ被覆）を開発しました。被覆は簡易で、直播後の栽培もしやすいことから、全国で普及が進んでい
ます。

企業名 森下弁柄工業株式会社 営業本部 福井 敏雄
（公設試） 農研機構 九州沖縄農業研究センター 原 嘉隆

【産学官連携成功事例】

水稲作での直播は、育苗が不要で省力となることから、長く検討が行われてきました。しかし、畑の
状態で種子を播くと水が溜まらず、水を溜めるために代かきをした水田に播種すると、水稲が枯死し
やすいという問題が有りました。このため、これまで、酸素を発生させる化合物（農薬）を種子に被覆
して代かきした水田に播種する方法がとられていました。この方法は、苗立ちが安定するのですが、
資材量が多く、資材費と被覆の手間がかかることから、その簡易化が課題となっていました。
当センターでは、湛水した土壌中で硫化物イオンが発生していることが苗立ち阻害の一因であるこ
とを明らかにし、その対策として微量のモリブデン化合物を水稲種子に付着させることで、代かきした
水田に直接種子を播く直播での生存率が向上できることを明らかにしました。ただし、これを実用的
な技術とするには、種子が水に流されないように、適度な重量を種子に簡易に付与する必要があり、
酸化鉄による加重が好ましいと考えていました。また、実際の製品にするには、複数の資材を混合が
できるメーカーの協力が不可欠でした。そこで、 2012年に様々な酸化鉄を取り扱っている森下弁柄工
業株式会社に相談して適当な酸化鉄を入手し、検討を始めました。2014年に「日本の農業のためな
ら」と製造販売を検討いただけることになり、2016年から販売が始まりました。

べんがらに、水稲の苗立ちを安定させる微量のモリブデン
化合物と、種子に付着するための少量の粉末接着剤を混合
させた粉末です。べんがらとモリブデン化合物の混合品なの
で、べんモリ資材と呼び、商品名は「籾化粧」と名付けられま
した。農業生産者は、水稲種子を水に浸けて発芽させた後、ミ
キサーなどの中で、種子とこの製品を１０：３ぐらいの比で混
合し、この資材を種子に被覆します。 写真１ べんモリ資材「籾化粧」

水田作で使うことを考慮し、安価という条件で候補となった
酸化鉄を用いて、種子被覆を行い、乾燥時と濡れ時の被覆
強度、水稲の苗立ちへの影響を調べて、適した酸化鉄を選
定しました。さらに、興味を持たれた全国の農業生産者にサ
ンプルを配布し、使っていただき意見を貰いました。2015年
までに、農業機械メーカーの井関農機（株）、ヤンマーアグリ
ジャパン（株）、（株）クボタ、東北の農業資材商社の（株）
ケーエス（旧小泉商事）の方々に協力いただき、販売網を構
築できました。2016年からべんモリ資材を販売し、さらに改良
を重ね、2018年から「籾化粧」という商品名で販売しています。

写真２ べんモリ被覆した水稲種子

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

すいとうちょくはん
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●簡易な直播を普及させたい
直播は移植に比べて省力的ですが、種子の被覆に手間がかかるようでは、直播を行う利点が削が
れてしまいます。そこで、農業生産者の手間がかからないように、本資材も袋を空ければすぐに使え
る酸化鉄とモリブデンの混合済みの製品としました。また、被覆する資材の量（重量やカサ）を減らし、
被覆も失敗が起きにくい方法とすることを第一としました。べんモリ被覆は、従来に比べてかなり楽と
いうことが感じられていただけたことが、農業生産者に受け入れられた理由と思います。

●生産者に実際に使ってもらう
本方法では3種類の物質を混合する必要がありましたが、販売以前から、希望者にはサンプルを配
布し、実際に実施いただき、寄せられた感想を改良に生かしました。支持いただいた農業生産者と一
緒に開発を進められたことから、自信をもって普及に繋げられたと思います。

●農業機械メーカー等と連携
農業機械メーカーや農業資材商社の方々にご協力をいただきました。それぞれに勉強会や現地検
討会を開催され、多くの農業生産者に情報を提供いただくとともに、全国に資材の販売網を築いてい
ただきました。この結果、農業分野に関連がなかった森下弁柄工業株式会社や、対象が九州だけに
限られがちな農研機構九州沖縄農業研究センターでは難しかった広域での急速な普及が図れました。

現在、全国で推定2,000haを超える水田で使われています。
これは、全国の直播面積の約6%になります。日本では、田植
えをする水田がほとんどで、直播を行っている水田は3%もあ
りません。しかし、担い手不足に伴って、苗づくりが要らない
直播の面積は着実に増えています。直播面積はこれから増
えることが期待されることから、本製品も直播の普及を通じ
て日本の稲作に貢献することを期待しています。

写真３ 水稲種子の直播の様子

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
森下弁柄工業株式会社
営業本部 福井 敏雄

べんがら（弁柄）は、昔から無害な着色顔料
として使用されております。籾種の被覆材へ
の新用途のお話をいただき、日本の米作りに
貢献を出来るならと取り組んでまいりました
ので、非常に喜びを感じております。

(公設試研究者)
農研機構 九州沖縄農業研究センター

原 嘉隆
製品化を手掛けてくれる企業が見当たらず
困っていましたが、農業と関りが無かった森
下弁柄工業株式会社が、日本の農業のため
になるならと、製品化を決断してくれました。
今では、日本全国の多くの場所で使われるよ
うになって、うれしく感じています。

企業情報
■名称：森下弁柄工業株式会社 ■代表者：齋藤 克博
■創業：1918年3月 ■資本金：27,000,000円
■所在地：〒518-0823 三重県伊賀市四十九町2397
■TEL：0595-21-2636 ■FAX：0595-24-1836
■主力商品
・酸化鉄顔料 塗料、樹脂、セメント、アスファルト、ゴム、セラミック用
・機能性材料 ブレーキ材、研磨用、鋳物用、セラミック原料用


