
企業の皆さまの研究室です。
技術のホームドクターです。お気軽にご相談ください。

ー業務案内・ご利用の手引きー

２０１３.０４.
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技術開発・改善、新商品開発などの課題解決

生産現場等での課題解決、技術移転など

技
術
支
援

現地支援

「こんな時に、どうぞご相談・利用ください。」

技術相談

無料です

場所 区　　分 面積（㎡）
月額（円）
使用料

３９，９００
３８，５７０
７５，８１０
３４，５８０
３１，９２０

場所 区　　分 面積（㎡）
月額（円）
使用料

１３，５００
１４，０００
１５，０００
１２，５００
４２，５６０

技術情報提供

産業技術センターの研究員が、技術開発・改善、新商品開発などの技術
相談を受け付けています。
【利用日時】平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

午前８時30分から午後５時15分まで
なお、緊急案件については、時間外・休日の対応も可能＊です。

（ ＊ 事前にご相談ください。）
【料　　金】無　料
【お問合せ先】
電子・有機素材研究所　小谷（こだに）　TEL　0857‒38‒6200
機械素材研究所　　　　門脇（かどわき）TEL　0859‒37‒1811
食品開発研究所　　　　野口（のぐち）　TEL　0859‒44‒6121
企画総務部企画室　　　山田（やまだ）　TEL　0857‒38‒6200

製品開発等を行う中小企業者等に研究員を派遣し、技術的課題の解決を
支援します。派遣の詳細などについては、上記お問合せ先へご相談くだ
さい。
【派遣内容】企業等において実施される技術開発に係る試験、研究、分

析、検査、評価、説明等の技術的課題の解決の支援 
【派遣日数】１日以上 
【料　　金】研究員１人１日当たり５,０００円の手数料と旅費の実費をご

負担いただきます。

技術に関する
相談がある！
「各分野の研究員が
対応します。」

現地で調査や
技術支援して
欲しい！
「フットワーク良く
うかがいます。」

鳥取、米子、境港の
各施設の起業化支援室

人材育成事業や育成支援

起
業
化
支
援

●起業化支援室（インキュベーションルーム）
鳥取・米子・境港の３施設に起業化支援室を用意し、研究意欲のあ
る企業及び研究スペースを必要とする企業等に研究のできる環境を
整え、研究施設や技術支援等の面から強力にバックアップします。
【入居相談】随時
【入居可能期間】3年以内。ただし最長6年まで継続使用のための更新可

●現場即応型の開発人材の育成（18ページ参照）
・実践的産業人材育成事業（技術的課題の解決を通じ技術力向上を

はかるオーダーメード型事業）
　研究手法習得コース（研究手法等を担当研究員が個別指導）
　機器分析手法研修コース（開放機器の操作方法等を学習）
　試験・分析手法研修コース（金属定量分析、微生物検査等の手法を学習）
　清酒製造コース（試作をとおして清酒製造技術を習得）

●高度な技術を持つ産業人材の育成（18～19ページ参照）
・デザイン力強化人材養成（商品開発でのデザイン力活用、スキル向上を図るセミナー）
・組込システム技術開発人材育成（組込ソフトウェアの開発技術の講義）
・次世代ものづくり人材育成（金属加工・製品設計評価及び制御技術の講義）

研究開発の
場所を探している！
「身近に技術相談や
機器設備が
利用できます。」

人材を育て
新分野を開拓したい！
「研修事業や講習会を
開催します。」

研究成果や技術情報

研究開発のノウハウ

研
究
開
発

実用的な技術を
早く活用したい！
「研究情報を
お伝えします。」

開発技術を
事業化したい！
「皆さまと一緒になって
素早く対応します。」

試験分析、測定、加工など

計測、分析、試験、測定、加工などの各種機器

利
用
・
分
析

試験分析・測定・加工などを行います。試験分析の詳細などについては、
各担当科へご相談ください。
【受付日時】平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

午前8時30分から午後5時15分まで
【料　　金】有料（試験分析：10、14～17ページ参照）

※県外利用者（但し、関西広域連合区域内の利用者は除く）は手数料が2倍になります。
不明な点などはお問い合わせの上、どうぞご利用ください。

各施設に設置している各種の試験研究用機器を利用できます。機器の
詳細などについては各担当科へご相談ください。
【利用日時】原則として平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

原則として午前9時から午後５時まで
【料　　金】有料（試験研究機器の利用：10～13ページ参照）

※県外利用者（但し、関西広域連合区域内の利用者は除く）は使用料が
2倍になります。

※各種の使用料減免制度があります。
不明な点などはお問い合わせの上、どうぞご利用ください。

【お問合せ先】
応用電子科　TEL　0857‒38‒6206　　　機械技術科　
有機材料科　TEL　0857‒38‒6207　　　計測制御科　TEL　0859‒37‒1811
発酵生産科　TEL　0857‒38‒6209　　　無機材料科　
産業デザイン科　TEL　0857‒38‒6208　　　食品加工科 

TEL　0859‒44‒6121　　　　　　　　　　　　　　　　　　アグリ食品科
バイオ技術科

製品や材料の
試験分析を
して欲しい！
「お気軽にご連絡ください。」

試験研究機器を
使いたい！
「各施設の開放機器を
ご利用ください。」

依頼分析

機器開放

会議室、実験室

企業の研究開発力の向上や新製品開発を支援するための会議室や実験
室などの施設の貸し出しを行っています。（施設等のご利用について：
10、17ページ参照）
【利用日時】原則として平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

原則として午前8時30分から午後５時15分まで
【料　　金】有料

※各種の使用料減免制度があります。
不明な点などはお問い合わせの上、どうぞご利用ください。

会議室などを
使いたい！
「各種設備も
整っています。」施設開放

研究開発

受託研究・
共同研究

●受託研究
新規事業展開へ向けてアイデアのある県内企業等からの受託研究
に取り組みます。
【費　　用】委託費負担が必要です。

●共同研究
企業が抱える研究課題についてセンターが共同研究を行います。
【費　　用】経費の一部負担が必要です。

●技術講習会・セミナー
外部の専門家や研究員が講師になって各分野での技術講習会・セ
ミナー、研究発表会等を行い、研究成果の技術移転や新技術等の情
報提供を行い、広く普及・紹介します。
開催予定など決まり次第、
ホームページでご案内します。
【費　　用】聴講料が有料の場合があります。

起業化支援

人材育成 

【料　金】

■ホームページ　http://www.tiit.or.jp/
研究内容、業務内容のほか、各種の技術情報を発信しています。
内容は随時更新されています。是非、最新の情報をお確かめ
ください。
●定款・計画・規則など……産業技術センターの事業計画、

事業報告や各種規則・規程等を公開しています。
●研究報告書…研究成果を報告書としてまとめています。（年

１回発行）
●とっとり技術ニュース…研究の概要、技術解説、指導事例な

どをわかりやすく紹介しています。（随時発行）

■技術文献の閲覧
産業技術センターが所蔵するJIS（日本工業規格）規格票、技術
情報誌、学会誌などの技術文献、書籍などの閲覧ができます。
【費　　用】無　料

■補助金・融資等の情報
新規事業の立ち上げを目指す方に、鳥取県商工労働部、（公
財）鳥取県産業振興機構等の産業支援機関が行う支援制度
や情報を提供しています。
また、県立図書館等と連携して、新しい技術情報を広く発信し
ています。

⎫
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技術開発・改善、新商品開発などの課題解決

生産現場等での課題解決、技術移転など

技
術
支
援

現地支援

「こんな時に、どうぞご相談・利用ください。」

技術相談

無料です

場所 区　　分 面積（㎡）
月額（円）
使用料

３９，９００
３８，５７０
７５，８１０
３４，５８０
３１，９２０

場所 区　　分 面積（㎡）
月額（円）
使用料

１３，５００
１４，０００
１５，０００
１２，５００
４２，５６０

技術情報提供

産業技術センターの研究員が、技術開発・改善、新商品開発などの技術
相談を受け付けています。
【利用日時】平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

午前８時30分から午後５時15分まで
なお、緊急案件については、時間外・休日の対応も可能＊です。

（ ＊ 事前にご相談ください。）
【料　　金】無　料
【お問合せ先】
電子・有機素材研究所　小谷（こだに）　TEL　0857‒38‒6200
機械素材研究所　　　　門脇（かどわき）TEL　0859‒37‒1811
食品開発研究所　　　　野口（のぐち）　TEL　0859‒44‒6121
企画総務部企画室　　　山田（やまだ）　TEL　0857‒38‒6200

製品開発等を行う中小企業者等に研究員を派遣し、技術的課題の解決を
支援します。派遣の詳細などについては、上記お問合せ先へご相談くだ
さい。
【派遣内容】企業等において実施される技術開発に係る試験、研究、分

析、検査、評価、説明等の技術的課題の解決の支援 
【派遣日数】１日以上 
【料　　金】研究員１人１日当たり５,０００円の手数料と旅費の実費をご

負担いただきます。

技術に関する
相談がある！
「各分野の研究員が
対応します。」

現地で調査や
技術支援して
欲しい！
「フットワーク良く
うかがいます。」

鳥取、米子、境港の
各施設の起業化支援室

人材育成事業や育成支援

起
業
化
支
援

●起業化支援室（インキュベーションルーム）
鳥取・米子・境港の３施設に起業化支援室を用意し、研究意欲のあ
る企業及び研究スペースを必要とする企業等に研究のできる環境を
整え、研究施設や技術支援等の面から強力にバックアップします。
【入居相談】随時
【入居可能期間】3年以内。ただし最長6年まで継続使用のための更新可

●現場即応型の開発人材の育成（18ページ参照）
・実践的産業人材育成事業（技術的課題の解決を通じ技術力向上を

はかるオーダーメード型事業）
　研究手法習得コース（研究手法等を担当研究員が個別指導）
　機器分析手法研修コース（開放機器の操作方法等を学習）
　試験・分析手法研修コース（金属定量分析、微生物検査等の手法を学習）
　清酒製造コース（試作をとおして清酒製造技術を習得）

●高度な技術を持つ産業人材の育成（18～19ページ参照）
・デザイン力強化人材養成（商品開発でのデザイン力活用、スキル向上を図るセミナー）
・組込システム技術開発人材育成（組込ソフトウェアの開発技術の講義）
・次世代ものづくり人材育成（金属加工・製品設計評価及び制御技術の講義）

研究開発の
場所を探している！
「身近に技術相談や
機器設備が
利用できます。」

人材を育て
新分野を開拓したい！
「研修事業や講習会を
開催します。」

研究成果や技術情報

研究開発のノウハウ

研
究
開
発

実用的な技術を
早く活用したい！
「研究情報を
お伝えします。」

開発技術を
事業化したい！
「皆さまと一緒になって
素早く対応します。」

試験分析、測定、加工など

計測、分析、試験、測定、加工などの各種機器

利
用
・
分
析

試験分析・測定・加工などを行います。試験分析の詳細などについては、
各担当科へご相談ください。
【受付日時】平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

午前8時30分から午後5時15分まで
【料　　金】有料（試験分析：10、14～17ページ参照）

※県外利用者（但し、関西広域連合区域内の利用者は除く）は手数料が2倍になります。
不明な点などはお問い合わせの上、どうぞご利用ください。

各施設に設置している各種の試験研究用機器を利用できます。機器の
詳細などについては各担当科へご相談ください。
【利用日時】原則として平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

原則として午前9時から午後５時まで
【料　　金】有料（試験研究機器の利用：10～13ページ参照）

※県外利用者（但し、関西広域連合区域内の利用者は除く）は使用料が
2倍になります。

※各種の使用料減免制度があります。
不明な点などはお問い合わせの上、どうぞご利用ください。

【お問合せ先】
応用電子科　TEL　0857‒38‒6206　　　機械技術科　
有機材料科　TEL　0857‒38‒6207　　　計測制御科　TEL　0859‒37‒1811
発酵生産科　TEL　0857‒38‒6209　　　無機材料科　
産業デザイン科　TEL　0857‒38‒6208　　　食品加工科 

TEL　0859‒44‒6121　　　　　　　　　　　　　　　　　　アグリ食品科
バイオ技術科

製品や材料の
試験分析を
して欲しい！
「お気軽にご連絡ください。」

試験研究機器を
使いたい！
「各施設の開放機器を
ご利用ください。」

依頼分析

機器開放

会議室、実験室

企業の研究開発力の向上や新製品開発を支援するための会議室や実験
室などの施設の貸し出しを行っています。（施設等のご利用について：
10、17ページ参照）
【利用日時】原則として平日（月～金）（祝日及び12月29日から1月3日を除く）

原則として午前8時30分から午後５時15分まで
【料　　金】有料

※各種の使用料減免制度があります。
不明な点などはお問い合わせの上、どうぞご利用ください。

会議室などを
使いたい！
「各種設備も
整っています。」施設開放

研究開発

受託研究・
共同研究

●受託研究
新規事業展開へ向けてアイデアのある県内企業等からの受託研究
に取り組みます。
【費　　用】委託費負担が必要です。

●共同研究
企業が抱える研究課題についてセンターが共同研究を行います。
【費　　用】経費の一部負担が必要です。

●技術講習会・セミナー
外部の専門家や研究員が講師になって各分野での技術講習会・セ
ミナー、研究発表会等を行い、研究成果の技術移転や新技術等の情
報提供を行い、広く普及・紹介します。
開催予定など決まり次第、
ホームページでご案内します。
【費　　用】聴講料が有料の場合があります。

起業化支援

人材育成 

【料　金】

■ホームページ　http://www.tiit.or.jp/
研究内容、業務内容のほか、各種の技術情報を発信しています。
内容は随時更新されています。是非、最新の情報をお確かめ
ください。
●定款・計画・規則など……産業技術センターの事業計画、

事業報告や各種規則・規程等を公開しています。
●研究報告書…研究成果を報告書としてまとめています。（年

１回発行）
●とっとり技術ニュース…研究の概要、技術解説、指導事例な

どをわかりやすく紹介しています。（随時発行）

■技術文献の閲覧
産業技術センターが所蔵するJIS（日本工業規格）規格票、技術
情報誌、学会誌などの技術文献、書籍などの閲覧ができます。
【費　　用】無　料

■補助金・融資等の情報
新規事業の立ち上げを目指す方に、鳥取県商工労働部、（公
財）鳥取県産業振興機構等の産業支援機関が行う支援制度
や情報を提供しています。
また、県立図書館等と連携して、新しい技術情報を広く発信し
ています。

⎫
⎬
⎭
⎫
⎬
⎭

TOTTORI INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 03

DW6_T3005D02.indd   3 2013/04/16   15:35:29


	DW6_T3005A01
	DW6_T3005D02
	DW6_T3005D04



