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おかやまテクノロジー展 2022

岡山県委託事業

～精鋭企業と出会う技術展示商談会～

2022

（火） （月） （土）（水）11.1 -2  
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

2022

10.24 -12.31  
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【出展企業】

【展示規模】
【入 場  料】
【アクセス】

【主     催】

【出展企業】

【展示規模】
【入 場  料】
【アクセス】

【主     催】

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
201社･機関（374小間）
無料
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

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
201社･機関（374小間）
無料
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

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

9月26日（月）より事前登録 受付開始9月26日（月）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！!

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！!

不織布マスクの着用、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。
不織布マスクの着用、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
株式会社アキオカ
アサゴエ工業株式会社
株式会社旭プレシジョン
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
井原精機株式会社
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
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SEC
エスタカヤ電子工業株式会社
エビスコーティング株式会社
有限会社オイルサービス
オーエム機器株式会社
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
オカネツ工業株式会社
株式会社岡本　DPFメンテ　☆
岡山県自動車関連企業ネットワーク会議
岡山県の自動車産業振興の取組とOVEC-TWO
岡山三相電機株式会社
岡山八光商事株式会社
株式会社小野製作所
か
株式会社化繊ノズル製作所
加藤精工株式会社
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
株式会社川上鉄工所
希少金属材料研究所
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
キングパーツ株式会社
株式会社熊防メタル
倉敷動力工業株式会社
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
KEアルファ株式会社
KBKエンジニアリング株式会社
興南設計株式会社
株式会社国正精密
さ
坂口電熱株式会社
合同会社佐藤プランニング
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
山陽三菱電機販売株式会社
株式会社ジーネット
JFEテクノリサーチ株式会社 倉敷事業部
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
株式会社島津製作所
協同組合島根県鐵工会
松陽産業株式会社　
株式会社昭和工業所　
新青山株式会社
新川電機株式会社
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
大喜産業株式会社
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 岡山営業所
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
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
タマデン工業株式会社
株式会社中外
中四国ウェルディックス株式会社
津山ステンレス・メタルクラスター
株式会社テクノア
有限会社テクノス
テクノドローン株式会社
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 岡山支店
東京コンピュータサービス株式会社
東洋研磨材工業株式会社
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 倉敷工場
株式会社トスコ
トミーグローバル株式会社
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
な
長尾鉄工株式会社　☆
株式会社長崎鉄工所
ナカシマプロペラ株式会社
株式会社中原製作所
株式会社ナテック
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
株式会社西山ケミックス
株式会社日圧機販　☆
株式会社日伝
日電商工株式会社
日米礦油株式会社 中国支店
日本ケミカル機器株式会社
は
株式会社ハイドロヴィーナス
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
株式会社ビサン  
備商株式会社
有限会社備前精機
ヒルタ工業株式会社
HILLTOP株式会社
株式会社ファインテクノ・タケダ
株式会社福谷電装
株式会社フジオカ 岡山営業所

は
株式会社藤岡エンジニアリング
冨士ベークライト株式会社
株式会社フジワラケミカルエンジニアリング
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
株式会社真庭運創研
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
三井物産マシンテック株式会社
御津電子株式会社
株式会社ミテック
三乗工業株式会社
ミライ・パーツ・メイカー株式会社　☆
株式会社メイワ
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
ユニパルス株式会社
有限会社頼鉄工所
ら
株式会社ラピート
菱自梱包株式会社
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
わ
株式会社YM工業　☆
和研ハーディ株式会社

☆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
9月26日（月）より事前登録 受付開始9月26日（月）より事前登録 受付開始

基 調 講 演

株式会社NTTドコモ コアテック株式会社

株式会社パドック 三菱自動車工業株式会社　水島製作所

特 別 展 示

工 作 機 械
展 示

岡部機械株式会社
株式会社滝澤鉄工所
トリツ機工株式会社

11月1日（火）11：00～12：00

「進化を 100年企業
 ＴＡＫＩＳＡＷＡのこれから」
株式会社滝澤鉄工所

三宅 成人氏
取締役執行役員 兼 
研究開発部長

11月1日（火）13:00～14:00

11月2日（水）11：00～12：00

11月2日（水）13:00～14:00

歩みを止めない地元企業の展望

「HOP STEP DX
 -スモールスタートから始めるDX-」
城善建設株式会社

和田 正典氏
IT情報システム
マネージャー

楽して儲かる！DXの始め方

「仲間と共に歩む
 V字回復ストーリー」
御津電子株式会社

人見 雄一氏代表取締役

製造業における新時代の営業手法

「「タタメルバイク」の
  開発秘話と今後の展望」
株式会社ICOMA

生駒 崇光氏代表取締役社長

個人から世界へ、日本発の変形型EV

DataMesh Director スポーツEV eFalcon

eKクロスEV

総社発➡次世代ライトウェイトスポーツ総社発➡次世代ライトウェイトスポーツ

水島発➡毎日にちょっといい軽EV水島発➡毎日にちょっといい軽EV

超小型EVミニカー emoシリーズ

津山発➡Personal Mobility津山発➡Personal Mobility

OTEX発➡すぐそこにある未来OTEX発➡すぐそこにある未来

DataMesh DirectorDataMesh Director


