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日本マイクロソフト

PTC ジャパン【マイクロソフト共同出展】 日本ナショナルインスツルメンツ

東京エレクトロン デバイス【マイクロソフト共同出展】

電通国際情報サービス／シーメンス

Preferred Networks／Phoxter

出展内容
スマートものづくりを支えるマイクロソフトのIoT/AI技術
共同出展企業：東京エレクトロン デバイス・PTCジャパン
出展概要（みどころ）
Microsoft Azureを中心とした製
造業のスマートものづくりを支えるソ
リューションを、パートナー企業とと
もにご紹介させていただきます。イン
テリジェントクラウドとインテリジェント
エッジのアプリケーションパターンは、
物理的世界とデジタル世界を融合させ
て、お客様のイノベーションを促進し
ます。

出展内容
アクショナブルIoT （ThingWorx・Vuforia Studio・Vuforia Chalk）

出展概要（みどころ）
見える化だけじゃない！業務改善や最適化ができるアクショナブル IoTと、
販売やサービス部門での効果的なデータ活用を実現するARプラット
フォームを、現場の様々なシーンを想定したデモ機でご紹介します。
ThingWorx：世界 No1! デジタルツイン
を最も早く実現する IoTプラットフォーム
Vuforia Studio：データ活用とプログラ
ミングレスで真に役立つ ARを簡単作成
Vuforia Chalk：リアルタイム映像にAR
を使った書き込みで、遠隔支援を効果的
に

出展内容
AIを用いた産業用機械のリアルタイム異常検知

出展概要（みどころ）
AIでの異常検知にはセンサ計測データの精度が異常判定品質に影響を与
えます。昨今課題となっている分散同期計測を想定し、インダストリ4.0
で注目されている TSN を搭
載した計測装置でデータ取得
をし、Deep Learning/機械
学習を用いてリアルタイムで
異常検知するシステムを紹介
します。

出展内容
ダイヘン製リモートメンテナンスロボット・Industrie4.0で推奨される
OPCUA

出展概要（みどころ）
ダイヘン製リモートメンテナンスロボットは
お客様のロボットとダイヘンサービスセン
ターをインターネット経由で接続し、ロボッ
トの状態を確認しながらオペレータがお客
様の困りごとを解決するサービスです。
OPCUAは Industrie 4.0が推奨するセ
キュアな産業プロトコル（国際規格）です。
OPCUAを使用することで FA機器とクラウ
ド間通信をセキュアにすることが可能です。

出展内容
工場・ラインをバーチャル環境に再現し、事前検証を行える仕組みを展示

出展概要（みどころ）
“デジタルツイン”とは Real な世界で製品に起こっている情報を全て、Vir-

tualの世界にコピーし、Virtualの世界に“現実世界の双子”を作ること
を意味しています。
デジタルツイン検証環境では、簡易検査ラインをデジタルツインで実現し、
Virtualモデルでどこまで精度良く机上設備検討が可能か、検証することが
可能です。

出展内容
ディープラーニングによる高精度な外観検査ソフトウェア
Preferred Networks Visual Inspection

出展概要（みどころ）
深層学習により、高い精度と柔軟性を低コストで実現する外観検査ソフト
ウェアです。従来の深層学習検査ソフトウェアが抱える、大量の学習デー
タの収集、アノテーションの手間、モデル構築の難しさといった問題を解
決し、高精度の検査を実現します。
それにより、短期間・低コストでの検査システム構築が可能になります。
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川崎重工業

ファナック

Universal Robots AS

出展内容
HIOS×duAro　人協調・双腕ロボットによるネジ締めパッケージ

出展概要（みどころ）
双腕スカラロボット『duAro（デュアロ）』は、人と同じ2本の腕を持ち、
人ひとりと同じ省スペースでの
作業を可能にします。HIOSの
手動用電動ドライバーとduAro
のタッグにより、高精度で安定性
の高いネジ締めシステムを低コ
ストで導入することができます。
HIOS×duAroのネジ締めシス
テムが、工場の新たなピースと
して現場自動化に貢献します。

出展内容
IAI製　エレシリンダ

出展概要（みどころ）
①簡単設定　“2点間位置決め”にこだわりました。
②コスト削減　オールインワンで安価です。
③安心　エレシリンダーの寿命は、エアシリンダーの5倍です。

万が一故障してもすぐになおせます。 
④利益がでます　サイクルタイムを短縮できます。

生産性が向上し人件費を削減で
きます。

⑤省エネ：電気代が1/5になります。

出展内容
最新型協働ロボット　FANUC Robot CRX-10iA

出展概要（みどころ）
2019年 12月開催の国際ロボット展で発表した 2020年発売の最新型協
働ロボット FANUC Robot CRX-10iAの実機を展示します。
親しみやすいスムーズな外観の軽量協働ロボットです。
ダイレクトティーチと新しいユーザインターフェースによる直観的な操作
で、簡単に教示ができます。
是非ご体感下さい。

パナソニック

出展内容
①低スパッタ溶接ロボット「Super Active TAWERS HP」
②3D溶接ビード検査システム「L-QUALIFY」
③ティーチングデータ自動生成・補正システム「L-ROBOT」 
※②、③はLINKWIZ社製品

出展概要（みどころ）
①高精度ワイヤ送給制御により極低スパッタかつ高速溶接を実現。従来機より適
応領域を拡大し、最大 450Aで
の施工が可能になりました。
②溶接ビードを 3D形状で識別し、
合否判定が可能。治具検査、目
視検査の自動化をご提案します。
③溶接箇所をセンサで認識し、
ティーチングプログラムの自動生
成や補正を可能にします。

※②、③は動画の展示。

出展内容
オムロン製　協調ロボットTMシリーズ

出展概要（みどころ）
オムロン製協調ロボットの最大の特長は、
カメラを内蔵している点と、統合ビジョン
システムを実現している点です。この統合
ビジョンシステムは、パターン認識、オブ
ジェクトの位置決め、およびバーコード識
別のいずれにも対応するように設計され
ています。さらに、ビジョン認識および画
像強調などの各種機能を備えています。

安川電機

出展内容
人協働ロボットＭＯＴＯＭＡＮ－ＨＣ１０ＤＴ、
小型ロボットＭｏｔｏＭＩＮＩ＋バルーンハン
ド（株式会社妙徳）、その他

出展概要（みどころ）
最新の人協働ロボットの動作実演の
他、防じん防滴仕様、食品仕様、可
搬重量２０ｋｇ仕様の紹介を行います。
また、株式会社妙徳との共同出展によ
り、バルーンハンドを使った食品搬送
のデモを展示します。
その他新製品情報をご紹介します。

出展内容
【共同出展企業】
オムロン　協調ロボットTMシリーズ
IAI　 エレシリンダ
デンソーウェーブ 人協働ロボット　COBOTTA

出展概要（みどころ）
各企業の出展概要、みどころは各社紹介ページを参照下さい。
今回の共同出展企業などのロボットメーカーを取り扱いの窓口としてご相
談をお受けできます。
お気軽にお問い合わせください。

アイエイアイ【ライト電業共同出展】

ライト電業

オムロン【ライト電業共同出展】

出展内容
小型、軽量、簡単プログラムで多用途に応用可能、安全柵不要な協働ロボッ
ト（ コボット） のリーディングカンパニー

出展概要（みどころ）
安全柵不要な協働ロボット
（ コボット） 分野をリード
しており、小型・軽量・簡
単プログラムが特徴であ
る当社製品を塗布、研磨
など実在の活用事例をイ
メージしたデモにて展示
します。
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デンソーウェーブ【ライト電業共同出展】

出展内容
デンソーウェーブ製　人協働ロボット　COBOTTA

出展概要（みどころ）
COBOTTAは、人協働ロボットとして、外部認証機関（ドイツ：TÜV 

Rheinland）に認証された、本質安全に拘った人協働ロボットです。
本体4kgとポータブル性と
ユーザの使い易さを訴求した
ソフトウェア仕様で、展示品は
COBOTTAの情報をIoT Data 

Serverでリアルタイム管理し、
見える化したものです。

出展内容
【共同出展企業】
コンテック／サンエイエンジニアリング／三和ロボティクス／ジェービーエムエンジニ
アリング／ダイアディックシステムズ／テクノソリューションズ／
東邦工業 × TECHMAN ROBOT／ブラザーインダストリアルプリンティング／
ベクトリックス／ヤマハ発動機

出展概要（みどころ）
今回の出展は、メインテーマを“ひろしまスマートファクトリー化のご提案”と掲げ、
自動化・省力化に関連する、革新的な製品の実機展示を多数行います。
展示ジャンルと致しましては、自動化ツー
ル、IoTツール、SIerの展示を致します。
『amaze! in YamazeN.』山善の中にあ
る“おどろき”をつぎつぎと発信して参り
ます。

山善

出展内容
産業用ロボットシステム

出展概要（みどころ）
ロボットシステムインテグレータ企業として、日本の製造業の発展に最新の
技術でお応えします。構想、設計、製作、現地立ち上げまで全て完結できま
す。「ロボット＆ＦＡ」安心してお任
せ下さい！！

出展内容
小型マシニングセンタ用パレットローダーシステム『ＮＥＸＳＲＴ Ａ１５０』

出展概要（みどころ）
『早い、安心、簡単』を実現した後付け可能な小型マシニングセンタ用シン
プルロボットパッケージで、最短最速ロボット導入を実現します。夜間休日
の稼動により稼働率向上、また加工機の着脱
待ち時間を解消することで省人化・人材の有
効活用のお手伝いをします。

出展内容
協働ロボット『ＤＳＲ２－４００』

出展概要（みどころ）
ダイレクトティーチングも可能な協働ロ
ボットです。スイッチでティーチングモード
に設定したら、直接アームを持ってＸ－Ｙ平
面状を目的地まで動かすだけでＯＫ。微調
整や上下動作、先端軸の回転位置の設定
はＰＣからクリック、登録ボタンを押すだけ
です。

出展内容
炭素繊維複合材３Ｄプリンタ『Ｍａｒｋｆｏｒｇｅｄ Ｍａｒｋ Ｔｗｏ』

出展概要（みどころ）
航空機用アルミ並みの強度を確保しながら、軽量かつ安価な造形が可能な
３Ｄプリンタです。試作だけでな
く、工場内のロボットハンドや治
具等、自由な造形・剛性が必要な
領域に採用出来ます。

出展内容
ロボティクスアプリケーション「ＯＣＴＰＵＺ」＋ロボットシステム

出展概要（みどころ）
・ロボティクスアプリケーション「ＯＣＴＯＰＵＺ」の展示を行います。国内、海
外ロボットメーカー様３０社２８００種類を登録済み。レイアウト設計～仮想
シミュレーション～ロボットのプログラミングまで至ります。複雑で面倒な
ロボットプログラミングの諸問題をオフ
ラインで解決します。

出展内容
Ｍ2Ｍ／ＩoTソリューションＣＯＮＰＲＯＳＹＳ （コンプロシス）

出展概要（みどころ）
ＣＯＮＰＲＯＳＹＳなら既存設備の監視システムを最小限の初期投資でス
タート出来ます。工場のＩoT化、多拠点のインフラ設備管理、次世代のグ
ローバル工場を実現させます。

サンエイエンジニアリング【山善共同出展】

三和ロボティクス【山善共同出展】

ダイアディックシステムズ【山善共同出展】 テクノソリューションズ【山善共同出展】

ジェービーエムエンジニアリング【山善共同出展】

コンテック【山善共同出展】

現場にそのまま設置
コンテックのIoTスタータキット

使いなれたExcelでモニタリング
プエルトUA Monitor
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出展内容
協働ロボット（テックマンロボット）を利用したワーク測定及びデータ管理
システム

出展概要（みどころ）
システムインテグレーター東邦工業協業によるテックマンロボットを利用し
たワーク測定のアプリケーション展示。ロボット
ハンドにマグネスケール製デジタルゲージを装
着しワーク測定後、測定データをベクトリックス
製テレメジャーを使用して無線でデータ管理用
パソコンヘ自動入力させます。

出展内容
測定データ無線送受信機器『テレメジャーⅡ』

出展概要（みどころ）
測定業務のあらゆる『いまある悩み』、解決します。あらゆる測定機のデー
タを独自の無線方式でＥＸＣＥＬにダイレクト入力します。自社のＥＸＣＥＬ検査
表がそのまま使用でき、転記ミス、入力ミ
ス等のヒューマンエラーがなくなり、さら
には検査の効率ＵＰが大いに期待できま
す。

出展内容
超小型産業用エッジコンピュータ
Interface Robot System

出展概要（みどころ）
手作りロボットを自由に動かせます。
誰でも作れる広島発のロボットシステムを提案します。

出展内容
次世代型スカラロボット『ＹＫ－ＴＷ　全方位タイプ』

出展概要（みどころ）
スカラロボットとパラレルリンクロ
ボットの弱点を解消。高い位置決め
精度と高速性を両立。天吊構造で
アームが３６０度回転。動作範囲の
中心部にデッドスペースが無く、設
備の小型化に大きく貢献します。

出展内容
NewVistaトルク式ネジ検査システム+協働ロボット

出展概要（みどころ）
人が行っていた”ネジ検査”を自動化す
る。その答えが、NewVistaトルク式ネ
ジ検査システムです。検査工程の省力化
に大きく貢献しているトルク式ネジ検査
システムを協働ロボットとともにご紹介
いたします。ネジの最終検査工程でお悩
みの生産管理・品質管理ご担当者必見
です。

出展内容
ワイヤレス振動システム／機械学習システム／
メカトロニクス技術実習システム／Innovate Sensor Solutions

出展概要（みどころ）
新川電機が長年培ってきた「振動」のノウハウを詰め込んだワイヤレス振動システム
や各種センサデータを活用する機械学習システム等、お客様設備の「予知保全」「予
防保全」に最適なソ
リューションをご提案
致します。また、技術
者の皆様の技術力向
上にも一役買いたい
と、メカトロニクスの
基礎から応用まで学
べる実習システムも
ご提案致します。

出展内容
高出力ファイバーレーザーマーカー『ＬＭ－３２００Ｆ』
高精度ＹＡＧレーザーマーカー『ＬＭ－２５５０』

出展概要（みどころ）
高出力ファイバーレーザーマーカー『ＬＭ－３２００Ｆ』は、出力最大２０Ｗに
よりすばやく高品質な印字が可能。高精度Ｙ
ＡＧレーザーマーカー『ＬＭ－２５５０』は、印
字データの作成や設定を容易に行えます。プ
リンターメーカーであるブラザー工業製品の
為、プリンター感覚で面倒な設定もなく簡単
に使用出来ます。

東邦工業 × テックマンロボット【山善共同出展】

ベクトリックス【山善共同出展】

三光電業インタフェース

ヤマハ発動機【山善共同出展】

サンゲン 新川電機

ブラザーインダストリアルプリンティング【山善共同出展】

MEMS型

e-SWiNS ZARK

圧電型 ZARK ZARK X8

出展内容
人協働ロボット・産業用ロボットによる作業実演

出展概要（みどころ）
特徴の違う各種ロボットで、ピッ
キング・検査・梱包工程の自動
化を展示。【三菱電機／産業用
ロボット『ＦＲシリーズ』、ユニ
バーサルロボット／人協働ロ
ボット『ＵＲ－ｅ』、カワダロボ
ティクス／双腕人協働ロボット
『ＮＥＸＴＡＧＥ』】
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ＳＭＣ

タツタ

日東精工

ニッタテクノ

ハイウィン

山陽イシダ

出展内容
真空パッド、エアチャック、無線システム等のロボットハンドを中心としたロ
ボット周辺機器をご紹介します。

出展概要（みどころ）
①無線システムによる新しい生産システムをご提案します。可動部の通信
線を不要とすることで配線工数や断線リスクの低減につながります。
②各種真空パッドによるワーク吸着確認の実演を行います。
③ IoT導入をサポー
トする圧力スイッ
チ、フロースイッ
チ 等 IO-Link 対
応機器を展示致し
ます。

出展内容
ＶＭＥＣＡ （Ｖメカ）マジックグリッパー、各種吸着搬送機器、ＣＫＤパワフル
アーム

出展概要（みどころ）
マジックグリッパーとは真空パッ
ド、真空破壊機能付エジェクタ、
専用フィルタ、専用アルミフレー
ムがセットになった一体型真空
システムです。先端のリップを
変更することにより様々なワー
クを吸着することが可能です。
ロボットを使用した吸着搬送に
最適です。

出展内容
位置補正カメラ搭載ねじ締めロボット
異種金属接合品、各種セルフタッピンねじ
等

出展概要（みどころ）
締付け位置の精度が出しづらいワークをカ
メラで補正し、締付けを行う「位置補正カ
メラ搭載ねじ締めロボット」。最適なねじ締
めを行うことが可能になり、お客様の締付
品質を向上します。さらに各種締結部品を
ご紹介し、締結のトータルソリューション
を実演いたします。

出展内容
●食品用ロボットハンド　●自動工具交換装置（ＡＴＣ）
●スポット溶接及び塗装配管用チューブ　●搬送用タイミングベルト
出展概要（みどころ）
1. 不定形・バラバラ・つぶれやすいワークを優しくつまむ、包むように持
つロボットハンド

2. ロボット 1台で複数のツールを持ち替える事ができ幅広いラインの多機
能化・生産性向上に貢献できるＡＴＣ

3. 配管時の皮むき不要で生産性向上さ
せたスポット溶接用ＦＵＫチューブ。

4. 同期駆動搬送・往復位置決め等に最適、
衛生的で食品対応しているメクトロー
ルベルト

出展内容
垂直多関節ロボット、エンドエフェクタ、リニアモータステージ、リニアガイ
ドウェイ、波動歯車減速機など

出展概要（みどころ）
ラインナップ豊富な機械要素部
品、キーコンポーネント、サブ
システム、ロボットを複合的に
組み合わせ、お客様の課題を
共に解決するモーションコント
ロールのトータルソリューション
をご提案致します。

出展内容
包装機、ダイナミック計量システム、秤等

出展概要（みどころ）
［計量・検査・包装］をキーワードとした自動化提案を致します。
お気軽にお立ちより下さい！！

イグス

出展内容
スマートプラスチック、小型５軸ロボット「ロボリンク」、パラレルリンクロボット、3次
元動作向ケーブル保護管、可動ケーブル、樹脂製すべり軸受

出展概要（みどころ）
可動部の樹脂製機械部品を開発するイグスは、エナジーチェーン・チェーンフレッ
クス・ベアリング製品にセンサーを組込んで設備の稼働状況をリアルタイムでモニ
ターし、メンテナンス推奨時期を事前に知ることができる予知保全システム「スマー
トプラスチック」や 3次元動作に最適なケーブル保護管「トライフレックス R」を
中心に、従来のロボットアームよりも位置決め精度が向上した低コストロボット「ロ
ボリンクDP」、軽量で組立簡単なパラレルリンクロボット等も展示いたします。当
日のブース内では、スマートプラスチックが装置稼働中に発生した異常を検知しPC
画面上で知らせる様子や、ロボリンクやパラレルリンクロボットが稼働している様子
をご覧いただけます。 「ロボットに取り付けたトライフレックスR」「ロボリンクDP」



出展企業・団体　出展予定製品　 ■AI・IoT関連　■ロボットメーカー　■システムインテグレーター　■ロボット関連システム・要素技術　■大学・支援機関

9

ハイバーテック 平井精密工業

出展内容
ビジョン＆ロボティクスを実現するコントローラーHCOSを展示

出展概要（みどころ）
•モーションコントロール専業で 37年の実績
•自作ロボット機構を制御する逆キネマティクス多種に対応
•インターフェースは EtherCAT他、
各種ネットワーク規格に対応

•ロボットコントローラ＆マシンビジョン
•機構設定からロボット動作確認まで

20分
•用途に応じたアプリケーションを構築
して実現可能

•CODESYS搭載のHCOSの実機デモ

出展内容
装置の中に使用される精密加工品の展示（ エッチング加工品、機械加工
品、メッキ品）

出展概要（みどころ）
モノづくりを支える高い加工技術で、精
密な電機・電子部品を製造する総合加工
メーカーです。中でも、超精密加工法の
「フォトエッチング加工」は国内トップレ
ベル。半導体、LED、自動車、医療、通信、
ロボット関連など、あるゆる分野で活躍し
ています。お客様のニーズの全て一貫し
て提供する「ワンストップメーカー」を目
指しております。

ミテック ロボテック

出展内容
セラミックス接着接合部品（治具）サンプル・PCD（ダイヤモンドコンパッ
クス） 部品（治具）サンプル及び上記部品搭載デモ機の展示

出展概要（みどころ）
ロボット生産装置ライン・一般
生産ラインの摩耗の激しい部品
（治具）部位にセラミックス・
PCD等を貼り付け耐摩耗性の
高い長寿命化が図れる部品（治
具）サンプルの展示及び当部
品搭載デモ機の展示

出展内容
■電動バランサ「ムーンリフタ」
重筋作業の負担軽減で誰でも楽に作業できる現場に！
■電動トルクアクチュエータ「ユニサーボ」
あらゆる負荷を制御だけで実現！

出展概要（みどころ）
電動バランサ「ムーンリフタ」はワークを吊上げ、
両手で直接操作が可能です。位置決め、はめ合
いなどの作業効率を高めてくれます。様々な設
定により現場にあった安全を確保。今回は待望
の新製品 30kgタイプを展示いたします。ストレ
スを感じない速度で安全に重筋作業をサポート
します。軽い操作感を是非ご体感ください。

ひろしま生産技術の会【特別出展】

出展内容
【ひろしま生産技術の会 9社】ヒロテック／キーレックス／ニイテック／ハイエレコン／インタフェース／エネルギア・コミュニケーションズ／

平和情報システム／ICHIKAWA／オフィスエフエイ・コム
24時間365日無人稼働するスマートファクトリー

出展概要（みどころ）
世界オンリーワン・ナンバーワンのものづくり技術の確立を目指し、「ロボットシステムインテグレータ連携（ マルチベンダーコンソーシアム） 」9社による、
「次世代スマートファクトリー」のデモンストレーションを実演。
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出展内容
広島大学デジタルものづくり教育研究センターの活動・技術のご紹介

出展概要（みどころ）
2019年 2月に開設した当セン
ターは、「デジタルイノベーショ
ン」をキーワードに、産学の創
発的研究開発による新たな産
学連携モデルの構築と、デジタ
ルイノベーションを担う人材の
育成に取組む教育研究拠点で
す。当センターの活動内容と、
保有する技術をご紹介します。

出展内容
ひろしまサンドボックス実証プロジェクト、ひろしまQuest のご紹介
これからのデジタルトランスフォーメーションを担うデジタルネイティブ層
をターゲットとした人材の活躍の場を構築（ＡＩ学習ツール）します。

出展概要（みどころ）
AI、IoT等の最新のテクノロジーを活用して共創で試行錯誤できるオープ
ンな実証実験の場「ひろしまサンドボックス」とデジタルトランスフォーメー
ション（DX）を担う県内大
学生、高専生等デジタルネ
イティブ層をメインターゲッ
トとした人材の育成・活躍
の場「ひろしまQuest」に
ついて、ご紹介します。

出展内容
“人と協調する人工知能技術”のAIモジュール群、サ
イバーフィジカル研究棟、企業の事業トランスフォー
メーションを技術視点で支援するコンサルティング
活動

出展概要（みどころ）
人とインタラクションしながら共に学習して育つ AI 
の実現に向けて、これまで研究開発したAI モジュー
ル群を紹介します。また、生産や物流の省力化の
ためのアイデアをすぐに試せる模擬環境の提供や、
企業の未来の姿を共に考え、その実現に必要な最
適な技術を提案する情報・人間工学領域のコンサ
ルティング活動について紹介します。

広島大学デジタルものづくり教育研究センター 広島県商工労働局イノベーション推進チーム

出展内容
ものづくりのデジタル化に活用できる機器（画像検査の評価設備，非接触３Ｄ表面形状測定装置，
食品の品質評価機器）のご紹介

出展概要（みどころ）
1 西部工業技術センター生産技術アカデミー
2019年度導入の「画像検査検討用照明機器」（実演）と，小型部品や工具等の３次元形状
測定が可能な「非接触３Ｄ表面形状測定装置」（パネル）を紹介します。
２ 食品工業技術センター
製品の客観的評価を行う機器として「味認識装置」「粘弾性試験装置」（以上パネル）「色彩
色差計」（実演）を紹介します。

出展内容
企業様のデジタル技術の活用を促進するため、人材育成、ハード・ソフトの活用及び研究開発等に対する「ひろしま産業振興機構」の支援策を紹介します。

出展概要（みどころ）
「ひろしま産業振興機構」では、『ものづくり革新統括センター』、『ものづくり人材育成センター』、『ひろしまデジタルイノベーションセンター』、『カーテクノロジー革新センター』
等を整備し、企業の皆様によるデジタル技術の活用促進を支援しています。会場では様々な支援内容をまとめてご紹介し、利用方法等に関するQ&Aにもお答えします。

広島県立総合技術研究所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

ひろしま産業振興機構／ひろしまデジタルイノベーションセンター／カーテクノロジー革新センター／ものづくり革新統括センター

（加工エリア） （組立エリア）

産業技術総合研究所人工知能研究センター

ひろしまデジタルイノベーションセンターにおけるHPC（ハイパフォーマンスコンピュータ）利用サービス／CAE利用サービス

「非接触３Ｄ表面形状測定装置」




