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主たる事業所を岡山県内に有する機械系
ものづくり企業等
180社･機関（316小間）
中国ブロック合同広域商談会
無料シャトルバス運行
「中庄駅」⇔「コンベックス岡山」
岡山県、（公財）岡山県産業振興財団
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〒701-1221 岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山内）
TEL：086-286-9670　FAX：086-286-9671
E-mail：otex-support@optic.or.jp

今年のOTEXは「Real」と「Online」で同時開催します!!

中四国最大級の展示商談会

おかやまテクノロジー展 2021

岡山県委託事業

～精鋭企業と出会う技術展示商談会～

20212021 2022

Online

Real
11.8 -3.31  （火） （月）（水） （木）11.16  -17  

10:00～17:00 10:00～※最終日は16:30まで

会 場 コンベックス岡山
岡山県岡山市北区大内田675番地

Real
に先立ち
先行公開

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、本展は「事前来場登録制」となっております。
ご来場にはOTEX公式ホームページからの「事前来場登録」が必要です。

事前来場登録の
お願い

OTEX

10月15日（金）より事前登録 受付開始10月15日（金）より事前登録 受付開始

岡山が誇る精鋭企業の技術や製品が集結する、
ものづくり展示商談会を開催します。
新たなビジネスの拡大につながる
千載一遇のチャンスです！ ぜひお見逃しなく！!
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マスクの着用、入場時の検温など感染防止対策へのご協力を
お願いします。
マスクの着用、入場時の検温など感染防止対策へのご協力を
お願いします。
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あ
株式会社アァル技研
株式会社アイ・エス　☆
株式会社英田エンジニアリング
株式会社アイダメカシステム
株式会社赤沢鉄工所
アサゴエ工業株式会社
株式会社アステア
株式会社アドバネット　☆
アライヴ株式会社　☆
池田精工株式会社
株式会社石原パッキング工業
株式会社イノテック
株式会社岩田製作所　☆
WinTool Japan　☆
株式会社植田板金店
上田ブレーキ株式会社
エア・ウォーターＮＶ株式会社　☆
株式会社エイシン 岡山営業所
株式会社エイチ・エス・ピー
株式会社ＡＤＦ・アヤベ　☆
株式会社エージェンシーアシスト
株式会社エース
株式会社江口電機　☆
株式会社エコボード
株式会社エスイーシー
エスタカヤ電子工業株式会社
（旧：シャープタカヤ電子工業株式会社）

株式会社エナジーフロント
株式会社エヌ・シー・ピー
エビスコーティング株式会社
オーエヌ工業株式会社
オーエム産業株式会社
オーニック株式会社
株式会社大宮日進　☆
株式会社オーリス
岡山県自動車関連企業ネットワーク会議
岡山三相電機株式会社
岡山八光商事株式会社
か
株式会社化繊ノズル製作所
株式会社ガモウ鉄工所
株式会社賀陽技研
株式会社川上鉄工所
木村スチール株式会社　☆
共和機械株式会社　☆
株式会社共和工業所　☆
株式会社共和鋳造所　☆
協和ファインテック株式会社

か
株式会社熊防メタル　☆
有限会社倉敷システムデザイン
倉敷ボーリング機工株式会社　☆
倉敷レーザー株式会社
株式会社クレスコ
株式会社クレファクト
グローリー株式会社 岡山営業所
KBKエンジニアリング株式会社
コアテック株式会社
興南設計株式会社
株式会社国正精密　
ゴフェル株式会社
さ
坂口電熱株式会社
合同会社佐藤プランニング
サムテック・イノベーションズ株式会社
株式会社更井豊商店　☆
三共精機株式会社
有限会社三協鋲螺
三東工業株式会社　☆
株式会社山陽アルミ
山陽イシダ株式会社
山陽鉄工株式会社
山陽ロード工業株式会社
三和精機株式会社
株式会社C-INK
塩田工業株式会社　☆
株式会社システムエイ・ブイ
株式会社システムズナカシマ
システムプロダクト株式会社
品川ファインセラミックス株式会社
株式会社昭和工業所
新興工業株式会社
株式会社新興製作所
株式会社精密スプリング製作所　☆
瀬戸内エンジニアリング株式会社
株式会社瀬戸内クラフト
た
株式会社タイガーマシン製作所
大松精機株式会社
株式会社大丸鋲螺製作所
タイメック株式会社
ダイヤ工業株式会社
タカヤ株式会社
株式会社タグチ工業
タケシンパッケージ株式会社
合同会社竹とんぼ技術設計　☆
竹久工業株式会社

た
有限会社田中製作所た
田中実業株式会社
タナカマシーナリー株式会社
株式会社TANIGAWA
玉機プラントテックス株式会社　☆
株式会社タンゴ技研　☆
株式会社中外
中国精油株式会社
株式会社中四国コニック
有限会社チューメックス定金
津山ステンレス・メタルクラスター
帝人ナカシマメディカル株式会社
ＤＰＦメンテ
株式会社テクノア　☆
テクノドローン株式会社
株式会社TechSword
有限会社寺田板金製作所
株式会社デンソーソリューション
東京特殊印刷工業株式会社　☆
東洋重機工業株式会社
東洋精機産業株式会社
トーカロ株式会社 水島工場　☆
株式会社戸田レーシング
トミーグローバル　☆
巴ライジング株式会社
株式会社トライ
トリツ機工株式会社　瀬戸内ロボットサポートセンタ
な
株式会社長崎鉄工所
ナカシマプロペラ株式会社
仲精機株式会社 岡山工場
株式会社中原製作所
有限会社南野製作所
有限会社難波研削所
有限会社西口ベンダー工業
株式会社日伝 岡山営業所
日米礦油株式会社 中国支店
日光計装株式会社
日本ケミカル機器株式会社
日本交通教育サービス株式会社
ネクストイノベーション株式会社
は
萩原工業株式会社
服部電池株式会社 倉敷営業所
林電化工業株式会社
株式会社B's STYLE
備商株式会社
ヒルタ工業株式会社

は  
株式会社福谷電装
株式会社藤岡エンジニアリング
株式会社フジオカ 岡山営業所
富士鋼業株式会社
株式会社フジワラケミカルエンジニアリング
株式会社フジワラテクノアート
双葉電機株式会社
株式会社プローバ
株式会社フロロコート 岡山事業部
ま
株式会社マクライフ
マックエンジニアリング株式会社
松正工機株式会社
株式会社マリンフロート
丸五ゴム工業株式会社
株式会社水内ゴム
水島機工株式会社
株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー
株式会社ミツトヨ 岡山営業所　☆
株式会社光畑製作所
三菱重工マリタイムシステムズ株式会社
（旧:三井E&S造船株式会社）

三乗工業株式会社
モリマシナリー株式会社
や
安田工業株式会社
山一化学工業株式会社 岡山工場
株式会社山善
株式会社山本金属製作所 岡山研究開発センター　☆
ユアサ工機株式会社
ユアサシステム機器株式会社
ユアサ商事株式会社
油圧技研株式会社　☆
ユニバーサルシステムズ株式会社 PDA工房
有限会社頼鉄工所
ら
菱自梱包株式会社
レプタイル株式会社
わ
合同会社ワーウォ技術研究所
株式会社YM工業　☆
　　　　　　　　　　　
☆マークのついた企業･機関は、
　オンライン展のみの出展となります。

OTEX
10月15日（金）より事前登録 受付開始10月15日（金）より事前登録 受付開始

基 調 講 演

株式会社NTTドコモ

特 別 展 示

工 作 機 械 展 示

基調講演関連展示

一般社団法人MASC

空飛ぶクルマ
（EHang216）

日本交通教育サービス株式会社

岡部機械株式会社
住友重機械ファインテック株式会社
株式会社滝澤鉄工所
トリツ機工株式会社
瀬戸内ロボットサポートセンタ

アスラテック株式会社

自動運転歩行速モビリティ
「RakuRo®（ラクロ®）」

360°リアルタイム空間共有ソリューション
AVATOUR（アヴァツアー）

株式会社 ZMP 提供株式会社 ZMP 提供

11月16日（火）11：00～12：00

「リチウムイオン電池の
 開発と社会変革」
旭化成株式会社

松岡 直樹氏研究・開発本部  研究開発センター
次世代蓄電戦略部　部長

11月16日（火）13:00～14:00

「固定観念を無くした提案企業への進化」

国本工業株式会社
代表取締役社長

静岡県の中小企業が如何にしてトヨタ自動車の
Tier1になる事が出来たのか

11月17日（水）11：00～12：00

「今こそスタートアップ企業と
 協業するべき3つの理由」
KOBASHI HOLDINGS株式会社
代表取締役社長

アスラテック株式会社
チーフロボットクリエイター／ 
V-Sido開発者

11月17日（水）13:00～14:00

「ロボットは人類を超えるか？
 ～これからのロボット～」

旭化成のDNA ～受け継がれる想い～

メーカーに認められた町工場

地元100年企業の新たな取り組み

ロボットが共存する社会の実現

小橋 正次郎氏

国本 賢治氏 吉崎 航氏

最新5Gソリューション最新5Gソリューション OTEXに実機初上陸！OTEXに実機初上陸！

会場内を無人走行！会場内を無人走行！


