
＜Ａ：農商工等連携事業＞ （都道府県順）

（代表者）
都道府県
（代表者）

（連携者）
都道府県
（連携者）

1 A 02 0125 農事組合法人くらいし 青森県 有限会社こむぎ工房 青森県
玄米をベースに地場農産物を使い長期保存可能で健康に優しい
パンの開発

2 A 03 0042 東和食品株式会社 岩手県 田老町漁業協同組合 岩手県 “タロウ（田老）のふりかけ・お茶漬け”商品開発事業

3 A 03 0114 株式会社南部美人 岩手県 新岩手農業協同組合 岩手県 独自製法による岩手県産果実の糖類無添加リキュールの開発

4 A 04 0003 有限会社島金商店 宮城県 農事組合法人舟形アグリ 宮城県 「石巻焼きそば」の“お土産商品化”計画

5 A 04 0004 株式会社白石倉庫 宮城県 みやぎ仙南農業協同組合 宮城県
みやぎ仙南地域の農産品品質向上および放射能検査センター設
立事業

6 A 04 0022 株式会社菓房山清 宮城県 ホワイトベリー栄夫 宮城県 宮城県復興いちごスイーツプロジェクト

7 A 04 0034 有限会社竹鶏ファーム 宮城県
株式会社脇道
株式会社さくら工房

東京都
神奈川県

雇用創出、意欲向上に向けた若手農家成長モデルの構築および
拠点構築

8 A 04 0051 株式会社マルキン 宮城県 鈴木　正徳 宮城県 女川産牡蠣加工品の新商品開発・新販路開拓拡販

9 A 04 0087 株式会社舞台ファーム 宮城県 株式会社野菜ビジネス 東京都
立体包装技術を活用したカット野菜等の開発および独自ブランド
による販路拡大

10 A 07 0002 有限会社みずほフーズ 福島県
高湯温泉観光協会
熊坂農園

福島県
福島県

温泉柿の改良および冷凍保存・冷凍、乾燥温泉柿の商品開発お
よび販路開拓事業

11 A 07 0023 有限会社サトーファーム 福島県 株式会社KBテクノ 福島県
好気性堆肥菌群を用いた最適発酵堆肥システム1開発による高
効率減容化

12 A 07 0024 有限会社イメージ・クリエーション 福島県
長谷川　純一
林合名会社

福島県
福島県

平成版「会津農書」による農商工連携・福島復興プロジェクト

13 A 07 0025 有限会社福相食品工業 福島県 有限会社降矢農園 福島県
耕作放棄地を活用した放牧豚による豚肉加工商品の開発による
震災復興への貢献

14 A 07 0050 株式会社建誠 福島県 福島県木材協同組合連合会 福島県 木材の除染に適した加圧浮上式除染ユニットの開発・製品化

15 A 07 0054 遠野興産株式会社 福島県 いわき市森林組合 福島県 放射能汚染されたバークの有効利用技術の確立

16 A 07 0059 桜乳業株式会社 福島県 白河農業協同組合 福島県
時空を超えた現代食生活にマッチした高付加価値の新商品の創
出と開発体制の整備

17 A 07 0060 千葉製材所 福島県
有限会社鈴木林業
農事組合法人愛椎ファミリー

福島県
福島県

生産・加工・利用部門の連携による林産物の生産システムの再
構築事業

18 A 07 0066 株式会社大黒屋 福島県 北條農園北條雄三 福島県
高濃度果実蜜の生産技術確立による福島県産果樹（リンゴ）の復
興支援事業～果実蜜および果実蜜を活用したスウィーツの開発
とマーケティングリサーチ～

19 A 07 0136 米ハウス　五十嵐正康 福島県 有限会社グローバルアイ 山形県
会津坂下町産の有機米を原料とする、新しい有機玄米塩麹関連
製品の製造および販路開拓

20 A 07 0145 株式会社ミツヤマグリーンプロジェクト 福島県 西白河地方森林組合 福島県 放射能汚染された森林資源のバイオマス利用システムの構築

21 A 08 0028 丸真食品株式会社 茨城県 茨城みどり農業協同組合 茨城県 黒大豆小粒（新種）を使った納豆シリーズの開発と販売

22 A 08 0048 株式会社茨城県南木造住宅センター 茨城県

株式会社大桃建設工業
株式会社関根工務店
有限会社皆川製材所
佐藤林業

福島県
茨城県
茨城県
茨城県

放射能被害を払拭する仕組みを持った分譲地の開発と販路開拓

23 A 08 0092 久慈浜丸小漁業協同組合 茨城県
株式会社魚武
父屋
マルナカ水産株式会社

茨城県
茨城県
茨城県

しらす等の日立沿岸資源を「浜漬けシリーズ」として商品化

24 A 08 0128 株式会社つくばマルチメディア 茨城県

有限会社川田研究所
有限会社大地
株式会社つくばアグリサイエンス
有限会社関農産

茨城県
茨城県
茨城県
茨城県

風評被害等トレーサビリティ対応農産物販売クラウドシステム構
築事業

25 A 09 0026 オグラ金属株式会社 栃木県
カメダビジネスサポート
株式会社ビジネスアルファ総合研究所

栃木県
栃木県

高付加価値を促すハウス内育苗用・LED補光照明装置の製品開
発・販売

26 A 12 0106 株式会社グランバー 千葉県 有限会社やさい工房八巻 宮城県
宮城県岩沼市産「復興トマト」を用いた釜石での「復興トマトラス
ク」シリーズの開発・製造・販売

27 A 15 0063 合同会社雪国食文化研究所 新潟県
越路商事株式会社
特定非営利活動法人魚沼ゆうき

新潟県
新潟県

自然を守り、食文化を築く。循環型地産地消による十日町食ブラ
ンドの再生事業

【農商工連携等による被災地等復興支援事業】  公募結果について

受付番号
申請者

事業計画（テーマ）
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＜B：異分野連携事業＞ （都道府県順）

（代表者）
都道府県
（代表者）

（連携者）
都道府県
（連携者）

1 B 02 0063 株式会社スパン・ライフ 青森県 東北商運株式会社 青森県 電解水及びナノバブル水を用いた農薬“０化”支援事業

2 B 02 0087 株式会社興和 青森県 株式会社フィフティーワン 宮城県
森林情報と連動し、高精度に位置を特定する携帯型森林GISシス
テム

3 B 03 0009 工藤建設株式会社 岩手県 大和田産業株式会社 岩手県
複数の再生可能エネルギーを使った超省エネ型「震災復興モデ
ル住宅」の提供

4 B 03 0038 株式会社ジュークス 岩手県 株式会社イーシステム 東京都 酸素欠乏時に手軽に使える新鮮酸素発生器の製造・販売

5 B 03 0040 株式会社東邦テクノス 岩手県 AKJグローバルテクノロジー株式会社 千葉県 被災地に適用できる穀物中のカドミウム迅速検査キットの開発

6 B 03 0089 有限会社アイエス・エンジニアリング 岩手県 株式会社ノビテック 東京都
全環境対応LED自発光モーションキャプチャー用マーカーの試作
開発

7 B 03 0095 株式会社アイカムス・ラボ 岩手県
株式会社アクトラス
日本全薬工業株式会社

秋田県
福島県

マイクロチューブバルブを用いた超小型高精度自動点滴装置の
開発

8 B 04 0017 玉川電気株式会社 宮城県
有限会社フジ・エコテック
有限会社ポルテコム

宮城県
宮城県

自然エネルギー発電式災害時拡声避難誘導システムの開発

9 B 04 0024 株式会社イデアルスター 宮城県 株式会社旭商会仙台店 宮城県 超極細炭素繊維を用いたフレキシブル面状ヒーター製品の開発

10 B 04 0025 加美電子工業株式会社 宮城県 株式会社ケー･ブラッシュ商会 東京都
難接着素材の表面改質と、スプレー塗装による薄膜形成技術の
開発及び試作

11 B 04 0027 東北オータス株式会社 宮城県 株式会社デリコム 宮城県
飲料自販機オペレータの物流コスト削減手段の開発・実証・商品
化事業

12 B 04 0044 株式会社亀山鉄工所 宮城県
スマートソーラーインターナショナル株
式会社

宮城県
被災地での営農再開のための高齢化対応型施設栽培システム
開発

13 B 04 0060 株式会社イメージワン 宮城県 モリーオ株式会社 岩手県 超小型無線生体センサを用いた「きずな見守りネットワーク事業」

14 B 04 0061 株式会社モビーディック 宮城県 デジタルファッション株式会社 大阪府 高精度3D個人体形再現ソフトウェアとその活用基盤の開発

15 B 04 0226 八十島プロシード株式会社 宮城県
クリノ株式会社
株式会社細胞科学研究所

宮城県
宮城県

革新的生殖医療を可能とするヒト受精卵全自動品質評価システ
ムの開発

16 B 07 0019
クニミネ工業株式会社　開発部　いわ
き研究所

福島県
トラスト企画株式会社
有限会社遠野建設

福島県
福島県

自己修復性を有する止水テープの開発

17 B 07 0037 菊池電設工業株式会社 福島県 シーアイエー株式会社 福島県
災害に強い工業団地向け太陽光発電及び電力監視装置システ
ムの開発

18 B 07 0058 株式会社高田嘉平商店 福島県
株式会社伊藤建設
株式会社ワタヤス

福島県
福島県

放射線遮蔽コンクリートの開発とそれを用いた簡易保管施設によ
る除染管理技術の確立事業

19 B 07 0072 東京ブラインド工業株式会社 福島県 株式会社エクセラ 東京都
遮断熱性能の高いカーテン・ブラインドの開発・塗布と塗布サービ
スの事業化

20 B 07 0139 隂山建設株式会社 福島県
株式会社郡山塗装
郡山生コンクリート株式会社
株式会社三幸薬品

福島県
福島県
福島県

福島県住環境復興事業（除染事業）～吸引除染の開発・推進・事
業化～

21 B 07 0217 株式会社日本アカモクサイエンス 福島県
はたけなか製麺株式会社
株式会社シーフーズあかま

宮城県
宮城県

復興！海藻アカモクの機能性を活用した新商品開発と販路開拓

22 B 08 0047 株式会社東栄商事 茨城県 株式会社トップ 東京都 セシウム汚染土壌除染処理事業

23 B 10 0070 株式会社キンセイ産業 群馬県 株式会社アコー 千葉県 移動式廃棄物焼却装置の開発

24 B 11 0227 株式会社丸新興業 埼玉県 有限会社エムズプランニング 茨城県
宮城県女川町に漂着した水産漁業関連有害産業廃棄物の無害
化処理事業

25 B 13 0048 株式会社東京測振 東京都
株式会社メムス・コア
株式会社渡辺製作所

宮城県
埼玉県

光ファイバによる無給電・多地点同時海底地震動検知システムの
開発

26 B 13 0084 株式会社かんたろうプロジェクト 東京都 有限会社エルプラザあさみず 岩手県
被災地病院に太陽光発電と蓄電池の緊急電源を無償提供する
事業

27 B 14 0003 中央環境開発株式会社 神奈川県
株式会社リアス
株式会社ソーセキ

岩手県
栃木県

被災した農地の改良のための新改良資材の開発

28 B 14 0057 株式会社コンタクト 神奈川県 東北精密株式会社 岩手県
極端紫外線（EUV）露光プロセスで使用されるレチクル用特殊容
器の全自動洗浄・乾燥装置（世界初）の開発

受付番号
申請者

事業計画（テーマ）
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29 B 14 0090 株式会社シーティーシー 神奈川県 協業組合仙台清掃公社 宮城県
独自の自然浄化促進資材を利用した被災地の瓦礫・汚泥の処理
及び異臭・害虫・雑菌の対策

30 B 22 0031 ディスク・テック株式会社 静岡県 株式会社計測技研 栃木県 放射性瓦礫を識別可能な超高感度γ 線カメラの試作開発

31 B 23 0033 睦化学工業株式会社 愛知県 本田水産株式会社 宮城県
魚介類等を急速冷凍する鮮度維持凍結装置等の開発及び販路
開拓

32 B 23 0203 株式会社五合 愛知県 シンワ電装株式会社 宮城県 建設用クレーンのLED移動方向標示盤の開発

33 B 27 0032 安治川鉄工株式会社 大阪府 株式会社クレーバーン技術研究所 栃木県
震災瓦礫（屋根瓦）、ガラス屑を利用した環境改善セラミックの試
作・開発・製造

34 B 27 0066 株式会社北浦製作所 大阪府
株式会社山田製作所
花田設備株式会社

長野県
岩手県

被災地の早期の生活再建、産業振興につながる新たな消防設備
の実現

35 B 27 0169 仁木工芸株式会社 大阪府 株式会社あいづダストセンター 福島県
震災復興を目的とした、磁気分離装置及び焼却プラント運営ノウ
ハウを組み合わせた放射性廃棄物焼却システムの開発及び販
路開拓事業

36 B 27 0171 株式会社タケックス・ラボ 大阪府
株式会社アイリー
RyuTeC株式会社

福島県
東京都

加工食品の日持ち向上を可能にする食品包装容器用抗菌フィル
ムの開発

37 B 27 0221 有限会社ターナープロセス 大阪府
東邦ラス工業株式会社
株式会社ワンサポート
有限会社大門製作所

福島県
福島県
福島県

脱臭、殺菌及び洗浄液の家庭用小型電解水生成装置と大型品
の製品化

38 B 28 0110 八紀産業株式会社 兵庫県 北庄フェーバー株式会社 福島県 被災放棄地で栽培した特定植物を活用した除染用凝集剤の開発

39 B 35 0014 日進工業株式会社 山口県 丸三機械建設株式会社　相馬事業所 福島県 自走式洗浄ロボットによる循環式除染洗浄システムの開発

40 B 46 0006 八光工業株式会社 鹿児島県 コーアツ工業株式会社 宮城県
特殊固化剤YHR液を活用した放射能汚染の浄化及び水質浄化
作用を活用したに環境整備
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＜C：地域資源活用事業＞ （都道府県順）

（代表者）
都道府県
（代表者）

（連携者）
都道府県
（連携者）

1 C 02 0001 有限会社柏崎青果 青森県 － －
黒にんにくの販路活用により早期復興を行う地域資源ごぼう、に
んじんの｢ブラックフーズ｣化事業

2 C 02 0228 合食フローズン株式会社　八戸工場 青森県 ニッポ電機株式会社 神奈川県
乾燥前にUV-A照射することによる呈味成分が増大した水産乾燥
品の開発

3 C 03 0030 有限会社川原商会 岩手県 － －
地域資源果実の部位別高付加価値化製品の開発と被災産地風
評被害の低減

4 C 03 0093 株式会社エピ 岩手県 株式会社ミッシェル 岩手県
もち性小麦「もち姫」等を活用した電子レンジ加熱パンの開発及
び販売

5 C 03 0094 及川冷蔵株式会社 岩手県 － －
「おつまみサンマ（仮称）」の研究開発及び天日干しシリーズの営
業戦略研究事業

6 C 03 0131 及源鋳造株式会社 岩手県 － － 南部鉄器の新しいカテゴリーへの拡充による海外市場の開拓

7 C 03 0177 株式会社小原建設 岩手県 － － 地域資源の赤松を活用した暗渠排水路の被覆技術の開発

8 C 04 0007 株式会社ささ圭 宮城県 － －
うなぎの蒲焼とコラボレーションした新たな「笹かまぼこ」の開発・
販売

9 C 04 0025 株式会社一ノ蔵 宮城県 － － 新規な風香味を有する熟成タイプ清酒の開発

10 C 04 0035 石川食品株式会社 宮城県 － －
東北地方の農林水産物を使った惣菜セットの商品開発及び販路
開拓

11 C 04 0063 株式会社友福 宮城県 － －
宮城県産米とウニを活用した高級米飯加工品の冷凍商品開発・
販売

12 C 04 0074 株式会社斉吉商店 宮城県 － －
海が返した“秘伝たれ”で復興｢金のさんま」常温商品の開発・販
売

13 C 04 0104 三養水産株式会社 宮城県 － －
復興を機会とした経営革新への挑戦！！～世界品質のブランド
牡蠣を使った、高付加価値商品の開発販売～

14 C 04 0161 株式会社大平昆布 宮城県 － －
三陸産の養殖わかめ等を利用した海藻粉末製品の開発及び販
路開拓事業

15 C 04 0162 山徳平塚水産株式会社 宮城県 － － 宮城県石巻市における加工残滓を活用した新商品開発事業

16 C 06 0151 山形鉄道株式会社 山形県 ひたちなか海浜鉄道 茨城県
三セク鉄道会社同士のノウハウを相互共有し、鉄道会社の6次産
業化・着地型観光化。相互の地域資源活用型の新サービスであ
る総合ツーリズム事業を展開。被災地の復興支援を図る

17 C 07 0011 齋栄織物株式会社 福島県 － － 伝統技術を応用した高密度織物の開発と国内外への販路開拓

18 C 07 0012 本宮烏骨鶏生産組合 福島県 － －
ビール酵母を与えた次世代型本宮烏骨鶏卵油の開発と販売促
進

19 C 07 0028 株式会社ダイテック 福島県 合同会社ウッドワークス 神奈川県 福島県産杉ログハウス3階建て共同住宅の商品開発事業

20 C 07 0034 福島県ニット工業組合 福島県 － －
地域資源から抽出した染料を機械で糸に染色する技術及びその
ニット商品の開発

21 C 07 0052 齋藤産業有限会社 福島県 有限会社サンワード 福島県
保温性が高く、圧迫感のないフィット感を持つ絹サポーターの開
発

22 C 07 0079 有限会社福島路ビール 福島県 有限会社伊達農園 福島県 被災地の果物を使った発泡酒の開発と商品戦略

23 C 07 0150 合名会社高砂屋商店 福島県 － －
会津武家料理にみる風味成分を活用した醤油調味料の開発と販
路開拓

24 C 07 0220 株式会社若宮ばくさく 福島県 － －

餅米とそば、会津伝統野菜の新しいコラボ「そば餅」「そばお焼き」
で会津を元気に！ 風評被害で出荷できない地域資源の再生・再
利用による地域経済の維持、拡大

25 C 08 0022 かしまなだ農業協同組合 茨城県 － － 鉾田市産のイチゴ・メロン・サツマイモを使用した洋菓子の開発

26 C 08 0209 株式会社オフィス エム アンド エム 茨城県 有限会社スタジオ インデックス 茨城県 見守り付き医療健康システムの製品化と販路開拓

27 C 08 0223 有限会社シモタ農芸 茨城県 － －
科学的根拠をもって安全性を証明する加工品“ピクルス”の商品
化

28 C 09 0015 青源味噌株式会社 栃木県 － －
大豆麹や大豆麹を添加した味噌を用いた高抗酸化力食品の開
発

受付番号
申請者

事業計画（テーマ）
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29 C 12 0049 三立機械工業株式会社 千葉県
有限会社野村実商店
有限会社むつパーツ

岩手県
青森県

東日本大震災及び大津波被害からの復興の為の廃電線リサイク
ル

30 C 15 0064 株式会社自然芋そば 新潟県 － －
新潟米「越のかおり」を使用した高アミロース玄米麺食品等の開
発と販売

31 C 23 0072 マイウッド・ツー株式会社 愛知県 株式会社トーセン 栃木県 被災地の間伐材などを利用した圧密フローリングの商品化

32 C 34 0057 丸徳海苔株式会社 広島県 合同会社猪又屋 宮城県
宮城県産の牡蠣等海産物を使用したドライ商品等の開発とブラン
ド化事業
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＜D：ものづくり基盤技術活用事業＞ （都道府県順）

（代表者）
都道府県
（代表者）

（連携者）
都道府県
（連携者）

1 D 03 0004 ディエフアール技研 株式会社 岩手県 株式会社 千田精密工業 岩手県
ＤＦＲ熱交換技術を用いた温水熱回収装置および密閉型冷却装
置の開発

2 D 03 0007 和同産業株式会社 岩手県 株式会社 鈴木鉄工所 岩手県
太陽電池用シリコンブロックカット時のスラリーのリサイクル装置
の開発

3 D 03 0033 株式会社 オーテック 岩手県 さつき株式会社 大阪府 溶接ロボットによるバイオマスボイラの高品質化・低コスト化事業

4 D 03 0038 株式会社ニュートン 岩手県 株式会社オーケー光学 千葉県
ヒート＆クール方式による「偏光ゴーグル型レンズ」及び「偏光セ
ミレンズ」の生産方式の開発

5 D 03 0043 ツインスターテクノロジー株式会社 岩手県 三協化成株式会社 大阪府 リニアガイドベアリング用新型ダストゴムシールの開発

6 D 03 0045 石村工業株式会社 岩手県 サイエンスパーク株式会社 神奈川県 電力不要のビニールハウス用木質燃料暖房装置の商品化

7 D 04 0005 株式会社 ジー・イー・エス 宮城県 株式会社オキサイド 山梨県
高感度サーベイメータを実現する高融点結晶製造装置の実用化
開発

8 D 04 0012 ニイヌマ株式会社 宮城県 SINKPIA・JAPAN株式会社 神奈川県
住宅シンクに適合する「家庭用バイオ発酵生ごみ消滅機」の製品
化開発

9 D 04 0013 株式会社プロスパイン 宮城県 株式会社エイワ 岩手県
新開発半硬質磁性材料を用いた非接触トルクコントローラの製品
化

10 D 04 0055 株式会社 日本アレフ 仙台工場 宮城県 株式会社エリオス 仙台工場 宮城県 ホットメルト薄肉成型技術の確立による新商品の創出

11 D 04 0077 共和アルミニウム工業 株式会社 宮城県 株式会社 岩崎精機 埼玉県 “共和硬質カラーアルマイト”の技術確立とそのブランド化事業

12 D 07 0011 柳沼精工株式会社 福島県 新世代加工システム株式会社 埼玉県
表面処理製品外観性能アップする電着塗装と粉体塗装の新技術
開発

13 D 07 0024 株式会社 ピュアロンジャパン 福島県 株式会社MDイノベーションズ 東京都
水素ガス専用センサとガスフロー・不純物濃度センサのモジュー
ル化とその販路開拓

14 D 07 0047 株式会社 ニッセイ 福島県 有限会社 ファインフォーミング 長野県
高Ｓｉアルミ合金を用いた高強度、高機能部品の鋳造鍛造法の開
発

15 D 07 0085 株式会社Gclue 福島県
C.S.D株式会社
花咲けピクチャーズ株式会社

福島県
東京都

Android向け画像処理・音声処理ミドルウェアの研究開発事業

16 D 07 0086 株式会社 アイシーエレクトロニクス 福島県 株式会社 テムテック研究所 東京都
超クリーン技術を用いた次世代半導体プロセス圧力センサーの
開発

17 D 08 0010 株式会社日昌製作所 茨城県 東京高圧工業株式会社 東京都 樹脂製水路一体型高効率ヒートシンクの開発

18 D 08 0030 株式会社島田製作所 茨城県 吉野電化工業株式会社 埼玉県 高耐食性リチウムイオン電池筐体の開発商品化事業

19 D 08 0087 株式会社 関東技研 茨城県
株式会社 移動ロボット研究所
共立エンジニアリング株式会社

千葉県
茨城県

自走ロボットを使用した石油化学プラント等断熱付配管の外面腐
食検査装置の開発

20 D 09 0017 株式会社 アイ電子工業 栃木県 有限会社 スペクトルデザイン 栃木県 テラヘルツ式建造物内部診断システムの開発

21 D 09 0044 有限会社 大垣ダイカスト工業 栃木県 株式会社 エヌ・シー・ロード 福島県
新鋳造法を考案・進化させ、抜け勾配ゼロを実現する鋳造法の
試作・開発

22 D 11 0068 十条電子株式会社 埼玉県
有限会社 品川通信計装サービス
有限会社RPGテクニクス

福島県
千葉県

食品食材の全品検査向け、簡単操作で安価な放射線測定器の
開発販売

23 D 14 0032 株式会社昭和真空 神奈川県
株式会社 エフ・イー・シー
三美工業株式会社

埼玉県
茨城県

真空成膜装置用の磁気動力伝達ユニットの試作開発

24 D 14 0039 株式会社 不二WPC 神奈川県 株式会社オンワード技研関東事業所 栃木県 革新的表面形状制御による高密着ＤＬＣ被覆自動車部材の開発

25 D 16 0050 シーケー金属株式会社 富山県 富士化学株式会社 東京工場 千葉県
環境負荷物質を含まない高耐食溶融亜鉛めっき及び表面処理剤
の開発

26 D 23 0021 株式会社アイワ 愛知県 株式会社ケーツーテック 東北支店 岩手県
ガラス繊維強化低発泡ポリプロピレンによるコンクリート打込み型
枠の開発

27 D 25 0009 富士車輛株式会社 滋賀県 末広産業株式会社 東京工場 千葉県 高機能舗装の目詰まり除去装置

28 D 35 0036 旭興産株式会社 山口県
株式会社アプライド・ビジョン・システム
ズ
株式会社 ＹＯＯＤＳ

茨城県
山口県

3次元画像処理機能を備えるロボットによる不定形袋状ワークの
自動ハンドリング

受付番号
申請者

事業計画（テーマ）
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