
現場の
作業環境改善

『データ集積と
ヒューマンエラーの改善』

ＩｏＴ 測定における
コスト削減と品質向上

出展
７０社以上 入場無料

in OKAYAMA

測定技術展

〒701-0165
岡山県岡山市北区大内田 675 番地
TEL:086-292-6111 

10:00 ~ 17:00
8

9:45 より入場可能

ご来場者先着４００名様限定！
卓上ミニ加湿器をプレゼント！！

 

会社名

お名前

住 所 

ＴＥＬ 

部　署  

〒
 

 

アクセス 問い合わせ先

JR 岡山駅からバスで約 30 分 ( 約 2 時間 / 便 )
JR 山陽本線 中庄駅から車で約 10 分
JR 倉敷駅から車で約 25 分
JR 瀬戸大橋線 早島駅から車で約 10 分
瀬戸中央自動車道 早島 I.C から車で約 5 分

※ご来場時に名刺２枚の
　ご提出をお願い致します。

お申込み参加者記入欄 主催事務局までＦＡＸでお申込みください。　
ＦＡＸ番号：０８６-２６３－５１２３

※全セミナー定員３５名　複数受講可能。受講をご希望のセミナーにチェックください。
展示会のみご参加

１４：１５～１５：００ ハカルプラス株式会社

脱炭素対策！ LoRa 無線機を使った電力監視システムのご紹介

１３：００～１３：４５ 株式会社ミツトヨ
ミツトヨが提案する最新の測定ソリューション事例

１１：１５～１２：００ 理研計器株式会社
Bluetooth 機能を用いた安全管理のご提案

オーハウス１０：００～１０：４５

天秤・はかりを用いたデータ集積 / ヒューマンエラーの改善

セミナー内容・申込書
会場
CONVEX 岡山２Ｆ　中会議室７



展示メーカー・出展内容（カテゴリー別五十音順）

計測機器（長さ ・硬さ ・角度など）

計測機器（量 ・重さ ・比重など）

電気計測機器

食品 ・農業関連機器

環境計測機器

観察 ・光学機器

荷重測定機器

ゲージ ・治具 ・定盤 ・ マグネット類

保全 ・診断機器

センサー ・ＦＡ機器メーカー

切削工具

株式会社尾崎製作所

創業100年を超えるダイヤルゲージ製造の老舗です。

株式会社小野測器
回転、寸法、変位、騒音等の計測機器全般を
取り扱っております。

株式会社ケット科学研究所

新型のプリンタ付膜厚計、オンライン水分計を展示します。

株式会社小坂研究所
小さな設置スペースで大きな測定範囲。
小型アーム式三次元測定機。

株式会社サンコウ電子研究所

60年の実績を持つ膜厚計　NEOシリーズが登場。

株式会社テクロック
Bluetooth測定機で貴社の
「測定DX(デジタルトランスフォーメーション)」を実現します。

測定データをデジタル管理。
作業工程をスピーディーに解決。

株式会社中村製作所
加工現場における測定需要が増加しており、
様々な困りごとを解決致します。

株式会社東京精密
ユーザーニーズを的確に見極めた
「今までにないプロ向け商品」

東栄工業株式会社

新たな「世界標準」ねじ寸法測定ゲージ

ノガ・ウォーターズ株式会社
メーカー問わず、広範囲な計測機器を
迅速に受託校正します。

株式会社ノイタービラック
ニコンの計測・検査・光学技術で次の一手を
サポート致します。

株式会社ニコンソリューションズ

JIS・ISO準拠「高精度硬さ基準片」
～硬さばらつきゼロの追及～

株式会社山本科学工具研究社
JIS1級を超える高精度なコンベックスを始め、
様々な現場のニーズに応える製品の紹介をします。

ムラテックKDS株式会社

すべての測りたいにこたえたい。

株式会社ミツトヨ

長さ計/測定機を通じて生産現場のニーズに応えます。

ヤマヨ測定機株式会社

切削油や防錆剤などの油をとる環境にも
優しい強力スチームクリーナーを是非お試しください。

アルファミラージュ株式会社

計量・計測メーカーのエー・アンド・デイ

株式会社Ａ＆Ｄ
高性能な天秤とはかりを用いた
データ集積/ヒューマンエラーの改善。

オーハウスコーポレーション

はかりはクボタ︕
防爆エリア含む計量データ取集/管理をサポート︕

株式会社クボタ計装

計量器の事なら何でもはかりの守随本店にご相談ください。

株式会社守随本店

現場の自動化に欠かせないセンサ類を展示いたします︕︕

東和制電工業株式会社

計量作業における作業改善をご提案させていただきます。

大和製衡株式会社

「はかる」を企業理念とし、
環境への取組みをお手伝いいたします。

株式会社カスタム
HIOKIは創業80年を超える電気計測器メーカーです。
HIOKIは、プラントやインフラ、ビル・工場の保守現場で
使用されています。

日置電機株式会社

温度計の専門メーカー、豊富な製品ラインナップで
ご提案します。

安立計器株式会社
環境測定器のメーカーです。
温度・湿度・ph・熱中症指数系を
展示しておりますのでお立ち寄り願います。

株式会社佐藤計量器製作所

圧倒的短納期に対応する圧力メーカーです。

株式会社第一計器製作所

各種環境測定器を展示し測定から
報告書作成までの効率化にご提案。

株式会社テストー
pH、EC、溶存酸素など「水質測定機」の
専用メーカーです︕

ハンナインスツルメンツ・ジャパン株式会社

安全・安心・快適な環境創りに挑戦する指名とし、
ガス警報器・ガス検知器をお届けとして居ります。

新コスモス電機株式会社
産業用計測・制御機器・センサの輸出入
および製品開発、販売。

株式会社サカキコーポレーション
現場(温度/湿度)の見える化を支援する
機器・センサ・無線機器をご紹介。

株式会社チノー

風速計・パーティクルカウンターの実機を用意しています。
是非、手に取ってお試しください。

日本カノマックス株式会社
工場の設備やユーティリティ設備の
データ取集システムをご紹介。

ハカルプラス株式会社
地震感知器「グラカット」は震度5弱相当以上の
地震を感知すると接点信号を出力します。

ユーアイニクス株式会社

見えない危険を見える安心にガスの検知一筋80年。

理研計器株式会社
気中・液中微粒子測定器をご紹介。
清浄度評価や付着粒子管理に。

リオン株式会社

世界初の有機EL照明拡大鏡や
同軸照明拡大鏡をぜひご覧ください。

株式会社オーツカ光学
技術開発・品質管理評価における
精密測定・分析・非破壊機器。

株式会社エビデント(オリンパス)
位置決めを追及した改造・特注対応に
強みを持つステージメーカー。

神津精機株式会社

小型精密位置決め製品＆同軸照明付き観察ユニット。

シグマ光機株式会社

ハイスピードカメラ、アイトラッキングシステムを展示致します。

株式会社ディテクト
非接触外観検査が可能な3D立体顕微鏡です。
展示会で体感してください。

日本ヴィジョンエンジニアリング株式会社

ハンドツールを中心に、マイクロスコープや静電気対策品など
多彩なラインナップ。

ホーザン株式会社

リアルを観察したいならLeica。

ライカマイクロシステムズ株式会社

荷重測定を通して、「品質向上」に向けたサービスを
ご提供してまいります。

アイコーエンジニアリング株式会社
荷重測定専門企業ならではの品揃えと
提案力でモノづくりに貢献︕

株式会社イマダ
トルク管理を通じてお客様製品の品質性向上を
サポート致します。

株式会社東日製作所

工具を用いる生産工程で作業者のミスの
防止(ポカヨケ)を支援。

ヘルツ電子株式会社

日本初のピンゲージメーカーとして創業した
株式会社アイゼンです。

株式会社アイゼン
定盤のエキスパートとして、
どこよりも高品質な製品づくりを。

大西測定株式会社

マグネット応用技術で皆様のニーズにお応えします。

カネテック株式会社

精密技術と当社ならではの複合力で
産業の高度化をサポートします。

黒田精工株式会社
ネジゲージ及び、各種限界ゲージ・マスターゲージを
取り扱っております。

株式会社測範社

ゲージメーカーが測定の合理化をご提案。

株式会社第一測範製作所

原材料、製造工程で発生する磁性体を回収します。

有限会社マグネットプラン

スマホ・タブレットとBluetooth接続、手元で数値確認、
機械のレベル出しに最適。

株式会社アカツキ製作所
検査表システムは、検査表作成の工数削減や
転記ミスを防ぎます。

アンドール株式会社
『最新技術の膜厚計︕
　　非接触でコーティング厚(μm)を測定︕』

エフティーエス株式会社

振動計測診断機器・エアー漏れの可視化機器などを
展示しています。

JFEアドバンテック株式会社
回転機械の有害な振動を抑える、
試験機・測定器メーカーです。

シグマ電子工業株式会社
創業より50年以上「振動計専門メーカー」として
様々な工業系分野にて、振動計測による効用より
安全で快適な社会に貢献すべく努力して参りました。

昭和測器株式会社

はかるものを必要としている現場のプロに
確かな製品を提供します。

シンワ測定株式会社
適正な燃料管理によるコスト削減・環境保全を
目指します。

ホダカ株式会社
監視カメラや工作機械用カメラ等、
工程の見える化をご提案。

株式会社マザーツール

人間の「目」に変わって監視、観察できるカメラ製品です。

株式会社ミルス・システムズ
Ｘ線専門の分析装置メーカー
最新機種やインラインでの実績をご紹介。

株式会社リガク
レニショーの計測システムは様々な製造工程で
生産性を向上します。

レニショー株式会社

創業84年を迎える静電気対策装置・測定機の
専業メーカー。

シシド静電気株式会社

非接触センサならお任せください。

株式会社センテック

自動はんだ付システムによる工程改善のご提案。

白光株式会社

人為的、機械の故障等による現場の危険に対して
安全を確保します。

ライン精機株式会社
静電気のお悩みはベッセルにお任せ下さい︕
当日は静電気対策製品の実演展示します。

株式会社ベッセル
重筋作業から解放︕
重量物を手作業感覚で簡単に動かせる助力装置。

ユニパルス株式会社

NEOLOGIQ製品と高付加価値ソリューションで
生産性向上︕

イスカルジャパン株式会社
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