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【展示規模】  219 社・機関／ 461 小間

【併催行事】  OKAYAMAものづくりコンテスト 2020
                 広域商談会 ほか

【アクセス】  「岡山駅西口」↔「コンベックス岡山」
　　　　　  無料シャトルバス運行

【入 場 料】    無料
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基調講演基調講演
1月23日（木）10:30～11:30
株式会社本田技術研究所

輪嶋 善彦 氏
「ホンダにおけるジェット
エンジン開発への挑戦」

執行役員
エアロエンジンセンター担当

【テーマ】

1月24日（金）10:30～11:30
帝人ナカシマメディカル株式会社

池田 亨 氏

「機械加工＆積層造形に
よる医療機器製造」

【テーマ】

生産技術部 生産技術課



219

株式会社アァル技研
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
アイリスオーヤマ株式会社
株式会社アキオカ
アサゴエ工業株式会社
旭ダイヤモンド工業株式会社
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
IKOMAロボテック株式会社
株式会社石原パッキング工業
株式会社イノテック
ウィンゴーテクノロジー株式会社
ウィンセス株式会社
内田金属株式会社
株式会社ウッディヨネダ
株式会社エイシン 岡山営業所
エイシンテクノ株式会社
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
株式会社エステック
ＭＭＣテクニカルサービス株式会社 水島事業部
有限会社オイルサービス
オーエスジーコーティングサービス株式会社
オーエム機器株式会社
オーエム産業株式会社
株式会社大熊
オーニック株式会社
岡山・産学官連携推進会議
岡山技研工業株式会社
岡山三相電機株式会社
国立大学法人岡山大学
有限会社岡山ネジ製作所
岡山八光商事株式会社
岡山ロボケアセンター株式会社
株式会社化繊ノズル製作所
金田コーポレーション株式会社
株式会社ガモウ鉄工所
株式会社賀陽技研
株式会社カヨーメカニカル
株式会社川上鉄工所
株式会社希少金属材料研究所
株式会社キッカワ
株式会社共和工業所
株式会社共和鋳造所
倉敷ボーリング機工株式会社
倉敷レーザー株式会社
グリーンツール株式会社

株式会社クレスコ
株式会社クレファクト
有限会社ケイ・テクノ
株式会社ゲートジャパン
KBKエンジニアリング株式会社
コアテック株式会社
有限会社巧伸製作所
興南設計株式会社
広和機工株式会社
株式会社興和製作所
株式会社国正精密
株式会社ゴフェルテック
坂口電熱株式会社
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
山鋼プランテック株式会社
サンコー株式会社
サンテスト株式会社
株式会社山陽アルミ
山陽イシダ株式会社
山陽総業株式会社
山陽鉄工株式会社
山陽三菱電機販売株式会社
山陽レジン工業株式会社
塩田工業株式会社
株式会社重利鉄工所
株式会社システム エイ・ブイ 
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
シャープタカヤ電子工業株式会社
株式会社昭和工業所
株式会社白獅子
新青山株式会社
新興工業株式会社
株式会社新興製作所
新生産業株式会社
親和パッケージ株式会社
セイテック株式会社
精密工業株式会社
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
セリオ株式会社
センコー商事株式会社
大松精機株式会社
株式会社ダイシン機工
株式会社大丸鋲螺製作所
タイメック株式会社
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
竹久工業株式会社

田中実業株式会社
有限会社田中製作所
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
株式会社ツラジマ
DMノバフォーム株式会社
株式会社テクノア
テクノドローン株式会社
デジタル総合印刷株式会社
有限会社寺田板金製作所
株式会社電研社
株式会社デンソーソリューション
株式会社電費半分
東洋エレクトロニクス株式会社
東洋重機工業株式会社
株式会社東洋リース
トーカロ株式会社
株式会社トスコ
株式会社戸田レーシング
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
株式会社長崎鉄工所
仲精機株式会社 岡山工場
株式会社中原製作所
株式会社長峰製作所
株式会社ナゴヤ機工
有限会社南野製作所
有限会社 難波研削所
株式会社ニシキ金属
株式会社日伝  岡山営業所
日米礦油株式会社 中国支店
株式会社ニッカリ
ニッケン技術株式会社
日光計装株式会社
日本ケミカル機器株式会社
ネクストイノベーション株式会社
萩原工業株式会社
服部電池株式会社
パナソニック株式会社 岡山工場
林電化工業株式会社
株式会社ハル技術研究所
株式会社B's STYLE
東山陽スリーボンド株式会社
光軽金属工業株式会社
株式会社ビサン
ビジネスセンター岡山株式会社
有限会社備前精機
備前発条株式会社
株式会社日立物流

ヒルタ工業株式会社
株式会社フォーシーズン
福島工業株式会社
株式会社福谷電装
株式会社藤岡エンジニアリング
富士鋼業株式会社
株式会社フジックス
フジモト工業株式会社
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
株式会社プラズマイオンアシスト
株式会社プローバ
株式会社フロロコート
株式会社ヘルヴェチア
株式会社ホクシン
株式会社前嶋　
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
株式会社丸善
マルヨシ株式会社
株式会社水内ゴム
水島機工株式会社
株式会社ミツトヨ 岡山営業所
三菱自動車工業株式会社
三菱商事テクノス株式会社
三乗工業株式会社
株式会社明晃
株式会社メイワ
メディカルネット岡山
株式会社最上川環境技術研究所
株式会社本山合金製作所
モリマシナリー株式会社
安田工業株式会社
山崎研磨メッキ有限会社
株式会社山本金属製作所
ユアサ工機株式会社
ユアサシステム機器株式会社
油圧技研株式会社
株式会社ユーコム
ユニバーサルシステムズ株式会社 PDA工房
ライト電業株式会社
株式会社LAPO
菱自梱包株式会社
両備ホールディングス株式会社ソレックスカンパニー
株式会社レーザックス
株式会社レーザマックス
レプタイル株式会社
合同会社ワーウォ技術研究所
渡辺化成株式会社
株式会社渡辺ビニール化学工業所

1月 24日（金）11:40～ 12:40

GEアディティブ

トーマス・パン 氏
「金属3Dプリンターによる
製造業の革新」

日本統括責任者

【テーマ】

特別展示特別展示

ナカシマプロペラ株式会社 株式会社システムズナカシマ 帝人ナカシマメディカル株式会社

巨大人工関節模型CFRPプロペラ 生産管理システム
AI ソリューション

ナカシマホールディングス株式会社

村田製作所チアリーディング部
ムラタセイサク君®
ムラタセイコちゃん®

GAIA　XRV872
AERONEXT
共同開発ドローン

株式会社岡山村田製作所 小橋工業株式会社 三井E&S造船株式会社   株式会社三井E&Sマシナリー

無人洋上中継器ＡＳＶ
（Autonomous Surface Vehicle）

ディーゼルエンジン連接棒
新型ガスタービン（SB5N)

1月 23日（木）11:40～ 12:40
一般社団法人
インダストリアルバリューチェーンイニシアティブ

高鹿 初子 氏
「製造データの新たな取引」と
IVIの活動紹介

エバンジェリスト

（所属会社：富士通株式会社）
【テーマ】

岡部機械株式会社

株式会社シギヤ精機製作所

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

工作機械展示工作機械展示 特別講演特別講演

進捗状況確認生産計画

工場内
ディスプレイ

作業改善 タブレット

造船所〇×造船㈱

SNo６６４

*00080019001*
*00080019001*

バーコード
ラベル

無線
ハンディ

生産管理
自動スケジューラー

生産実績




