
コロナ対策
について

無料
参加申込はコチラ

【主催】

【旅行企画実施】

【募集人員】

【募集開始】

【事業目的】

【対象】

【事業名】

【参加申込】

1 コースあたり 40 名以内 （1 企業につき 2 名以内）

「次世代産業担い手 ・ つながりづくり事業」

コーディネーターが同行し
                       ご案内します。

20２２年10月20日（木）

株式会社日本旅行東北福島支店     観光庁長官登録旅行業第 1890 号

株式会社日本旅行東北 福島支店 ☎０２４－５２２－６１６１

2022 年 9 月 29 日 （木） から

福島県県北地方振興局 企画商工部 地域づくり 商工労政課   

https://va.apollon.nta.co.jp/ninaite_innov/joho

17:00〆切
【申込締切】

【お問い合せ】

管内企業がイノベ企業を訪問する機会を設け、つながりを作ることで、次世代産業や地球環境へ配慮した事業等への算入を検討・実践につなげ、
新たなニーズに対応した産業基盤の構築を促進するとともに、福島イノベーション・コースト構想の理解を深めるきっかけをつくる。
県北管内（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村）に本社又は事務所・事業所等を有して
いる企業

運営スタッフの出発前体温測定、体調管理を徹底します。バス車内はこまめな換気と消毒を実施します。また、手指消毒液を設置します。ツアー当日「健康チェックシート」の提出にご協力ください。
出発時体調によってはツアーに参加いただけない場合があります。またツアー出発の2週間前までに発熱のあった方の参加はお控えください。定期的な体温測定、マスク着用等にご協力お願いいたします。

※当チラシからの申し込みは承っておりません。 参加申し込みは専用サイトをご確認いただいた上で
お申し込みください。 申込多数の場合は事前に締め切ることがあります。

相馬 由寛 氏

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本ビジネス ・ インキュベーション協会 
                認定インキュベーション ・ マネージャー
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ロボットコースロボットコース

クフウシヤ株式会社

会社概要
ソフトウェア開発の技術力を強みとして、 自律移動ロボットの試作

開発や受託開発、 協働ロボットシステムインテグレーションなどを

提供する企業です。

ソフト / 電気 / メカの技術力を結集し、 世界初となる 「階段昇降

ロボット」 の実用化開発に取り組んでいます。

「Ｍａｄｅ ｉｎ 福島」 でまだ世の中にない自律移動ロ

ボットを開発しています。 自律型ドライ掃除ロボッ

トＡsion に続き、 第 2 弾として 「自律移動の階

段掃除ロボット」 を 2022 年度に製品化します。

コンセプトは、 ドローンなどの自律飛行・自律走行できるガジェッ

トを用いて、 クライアントが抱える問題に対し、 解決力を持って

提案 （ソリューション） をする会社です。

ドローンを含めたすべての製品とソリューション提案によって「人

間が行うには危険な仕事」 「人間にとって極めて重い労働」 「多

数の人数と労力、 時間を必要とするもの」 をロボティクス技術

に置き換えています。

産業用ドローンを中心とした自律機器の製造

販売、 ソリューションによる提案と開発をし

ています。

南相馬市原町区萱浜新赤沼８３番地福島ロボットテストフィールド内

南相馬市小高区飯崎字南原 65 番地の１

HP

HP

『取引の可能性』
部品等

『製品開発』
ニーズに

      合わせた

『製品購入』
実用化済み

ドローンの販売

元は県北地方に事務所を構えていたので、
とても馴染みがあります。
「Ｍade in 福島」 の機体を作りたいので、
つながりを作りましょう！

イームズロボティクス 株式会社

コンセプトは、「ものづくり」×「アイデア」

目指すは、社会に必要とされる「道具」としての
ソーシャル・ロボティクス企業

参加企業の皆様へ

参加企業の皆様へ

『取引の可能性』
部品や

加工技術等

『製品購入』
実用化済み

ロボットの販売

『製品開発』
受託開発、

     技術提案

SDGsコースSDGsコース

エコロミ株式会社

会社概要

会社概要

導入のメリット

再生可能エネルギー導入や省エネルギーに向けた取組みに対して、

個々のニーズ応じたソリューションを提供する会社です。 新しいこ

とが好きであったり、 誰かのために何かをしたいと想う方々に、

ベンチャーならではのチャレンジ精神、 機動力、 柔軟性をもって

再生可能エネルギーの事業開発、 IoT を用いた自家消費型の創

蓄電管理サービス、 コンサルティングを行っています。

太陽光発電、 蓄電池、 LP ガス

発電機を組み合わせたシステム

です。

双葉町富岡町大字上手岡字高津戸３４８（福島浜通り支店）

目指すは、

「エネルギーの自立した社会」

参加企業の皆様へ

『ＢCP 対応』
災害時も機能維持

『経費削減』
電気料金の削減

『FIT よりお得』

FIT 買取り価格の減少

電気料金の値上がり

『環境経営』
自家消費により

CO₂削減

HP

★★パートナー募集★★

・ 再生可能エネルギーのビジネスモデルを一緒につくってくださる方

・ 世の中に新しい価値を提案したい方

トレ食
株式会社

会社概要

南相馬市原町区西町３－４６１－１

HP

食品廃棄物を分解して新たな食品や食材として再利用する事業とそのため

の技術開発を行っています。

加水分解 / 酵素分解 / 乳酸菌分解の３つのコア技術を組み合わせることによ

り、 食品廃棄物を分解し、 糖やたんぱく質、 うまみ成分などの細かい成分

に分解していきます。 そして、 取り出した成分を活用することで、 調味料や

食材、 サプリメント等の 「価値あるもの」 に再利用することが可能です。

汎用性が高く独自の処理技術でコストを抑え商品化が可能

①原材料へのこだわり （食品廃材等を使用）

②環境への配慮

・ 加工時の排水をなくす

・ 製品を捨てた場合でも土にかえるもの

独自分解処理を可能とする装置

及び装置開発のノウハウを保有
抽出したセルロース （粉末） は石油製品やプラスチック製品の

代わりにも ・ ・ ・ 。 製品開発の可能性！

ミキサー

押 出
乾燥

粉砕機

遠心

分離機

当社の
『こだわり』

目指すは、

「まるごと食べられる社会」

参加企業の皆様へ

『取引の可能性』
原材料等

『製品開発』

ＯEM製造、技術指導
『製品購入』

使用機器の販売

訪問企業の更に詳しい情報については、 福島県県北地方振興局ＨＰから御確認ください。

弊社の機器配列

メッセージ

福島県北地方振興局ＨＰ


