
参加券がいらないイベントも
たくさんあるよ。

体験したい
イベントが
いっぱい!

※前半→スタート時間が１０時以降１２時台まで　後半→スタート時間が１３時以降

※名体団・名マーテ 参加人数

前半 １ ３２名

後半 ２ １６名

前半 ３ ６４名

後半 ４ ８０名

前半 ５ ２０組

後半 ６ １０組

前半 ７ ２４名

後半 ８ ３６名

前半 ９ ８組

後半 １０ １６組

前半 １１ １００名

後半 １２ １００名

前半 １３ ９０名

後半 １４ ９０名

前半 １５ ４８名

後半 １６ ４８名

前半 １７ ２０組

後半 １８ ３０組

前半 １９ ３０名

後半 ２０ ２０名

親子で行うロボットサッカー・体験会
（NPO法人 岡山ロボット技術子供育成協会）

Mｙ　はしふくろつくり
（株式会社トンボ）

金属を使ったコマ作り体験、子供コマ大戦
（全日本製造業コマ大戦協会　西日本事業本部）

すごいぞ！空気の力！！
（岡山県工業技術センター　）

絞り染め体験～オリジナルハンカチをつくろう！～
（岡山県工業技術センター）

できるかな　牛乳でバター作り
（岡山県農林水産総合センター）

孔（あな）のあいた材料のふしぎを体験しよう
（松陽産業株式会社）

ラムネ菓子　「ジューC」をつくろう！
（カバヤ食品株式会社）

ジーンズでストラップを作ってみよう！
（倉敷ファッションセンター㈱・岡山県アパレル工業組合）

バードコールをつくってあそぼう！！
（岡山県工業技術センター　）

参加券番号

出展テーマ
22
日

23
日

うなずきロボットとお話ししよう！
（岡山県立大学）

宇宙から見た地球は、どんなふうに動いている？
（倉敷芸術科学大学）

岡山市少年少女発明クラブ　発明くふう作品の展示
（一般社団法人岡山県発明協会）

岡山のエンジニア集団がつくる！未来の電気自動車！
（岡山県産業振興財団　次世代自動車技術研究開発センター）

おもしろ実験ショー　～食べ物が電気を通す！？
（岡山理科大学）

カラフルなテープを使った缶バッチを作ろう！！
(公益財団法人岡山県産業振興財団）

君の体のまわりにオーラが！？熱と流れを見てみよう
（岡山理科大学）

君も制服博士になろう
（株式会社明石スクールユニフォームカンパニー）

計量体験！色んなものをはかってみよう
（岡山県産業企画課　計量管理班）

手術で使う電気メスを触ってみよう
（岡山理科大学）

スライムをつくろう！
（岡山理科大学）

「太陽系の模型」で宇宙の広さを体感
（倉敷芸術科学大学）

データキッズランド～IOTってなんだ！？ドキドキ体験コーナー
（一般社団法人データクレイドル）

途中はぷにぷに！妖怪マジック大実験
（RIMTEC㈱／ゼオンリム㈱／岡山大学）

熱のふしぎ
(岡山県工業技術センター）

パーソナル３Ｄプリンタを体感してみよう！！！
（岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター）

Pepperとおもしろトーク！
（両備システムイノベーションズ）

｢ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール｣
(SEO一般社団法人システムエンジニアリング岡山/
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

丸いと強い！卵の上に乗ってみよう！
(岡山理科大学）

葉脈標本のしおり作り
（岡山大学）

※出展テーマ50音順

出展日
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※名体団・名マーテ

前半 ２１ ６０名

後半 ２２ ８０名

前半 ２３ ６４名

後半 ２４ ８０名

前半 ２５ ２０組

後半 ２６ １０組

前半 ２７ ２４名

後半 ２８ ３６名

前半 ２９ ２５名

後半 ３０ ２５名

前半 ３１ ８組

後半 ３２ １６組

前半 ３３ ３０名

後半 ３４ ３０名

前半 ３５ １００名

後半 ３６ １００名

前半 ３７ ９０名

後半 ３８ ９０名

前半 ３９ ８５名

後半 ４０ ８５名

前半 ４１ １６名

後半 ４２ ３２名

前半 ４３ ２０組

後半 ４４ ３０組

前半 ４５ ３０名

後半 ４６ ２０名

すごいぞ！空気の力！！
（岡山県工業技術センター　）

体験しよう！風力発電！
（中国職業能力開発大学校）

ウィンドカーをつくろう
（岡山理科大学）

絞り染め体験～オリジナルハンカチをつくろう！～
（岡山県工業技術センター）

はじめての電子工作～電子オルゴールを作ろう～
（岡山理科大学）

できるかな　牛乳でバター作り
（岡山県農林水産総合センター）

ストローアート体験　～恐竜・エビ・鳥をつくろう～
（シバセ工業株式会社）

飛び出す３Ｄ写真だ！キミの必殺技をきめろ！
（岡山理科大学）

ジーンズでストラップを作ってみよう！
（倉敷ファッションセンター㈱・岡山県アパレル工業組合）

バードコールをつくってあそぼう！！
（岡山県工業技術センター　）

ラムネ菓子　「ジューC」をつくろう！
（カバヤ食品株式会社）

孔（あな）のあいた材料のふしぎを体験しよう
（松陽産業株式会社）

親子で行うロボットサッカー・体験会
（NPO法人 岡山ロボット技術子供育成協会）

参加券番号 参加人数

参加券不要なテーマ

参加券番号表
QRコード・URLから専用HPへログイン。申込フォームをクリック
してご希望の参加券番号・必要事項等ご入力ください。

ホームページからご希望のテーマを選んで事前にお申し込みください

H28年 ７月１３日水 ～１７：００〆申込締切

 ［応募・抽選についての諸注意］
抽選の上、当選者を決定し、当選発表はご登録のメールアドレス
にさせていただきます。
※迷惑メール防止フィルターはあらかじめ解除してお申込みください。
※ドメイン拒否設定をしている方は（@optic.or.jp）からのメールを受信
できるようにしてください。
※上記の応募方法にて応募できない方は事務局にご連絡ください。
※当選者には7月15日（金）までに当選の連絡と参
加券のデータをメールにて発送致します。
※各テーマ当選者の方は当日ブースにて確認させて
いただきますので当選画面をプリントアウトしてお
持ちいただくか画面の確認ができるようご用意く
ださい。
※落選の通知は致しかねますのでご了承ください。

応募要項

７月２３日（土曜日）

７月２２日（金曜日）

お申し込みは
こちらから！

http://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/1031.html




