
沿革

2006年 3月

2009年 3月

10月

2011年 12月

2013年 12月

2014年 7月

2015年 11月

2016年 1月

2017年 3月

2018年 10月

2019年 3月

5月

10月

11月

「株式会社オーティーエス 」本社設立(千葉市稲毛区)

品質マネジメントシステム「ISO14001」認証取得

グループ企業「株式会社フィドシア」設立

本社移転(千葉市若葉区)

ベトナム法人「OTS DEVICE VIETNAM CO.,LTD設立

日本経済新聞に「OTS DEVICE VIETNAM」の記事掲載

本社移転 (千葉市中央区都町)

グループ会社「株式会社吉村電機」設立

株式会社オーティーエス「成田事業所」開設

ちばぎん総研「MANAGEMENT SQUARE」9月号に掲載

品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得

千葉テレビ「ビジネスビジョン」出演

機械器具設置工事業取得

グループ会社「株式会社オーティーエスEIT」設立

COMMPANY TIMELINE

CORPORATE PROFILE

https://www.ots06.co.jp

OTS Co.,Ltd



社名

英名

設立

本社所在地

成田事業所

資本金

代表取締役

事業内容

主要営業品目

法事番号

株式会社オーティーエス

ＯＴＳ ＣO.,ＬTD

2006年(平成18年)3月24日

〒260-0001

千葉県千葉市中央区都町6-1-1

TEＬ 043-420-8007

FAX 043-420-8008

〒285-0927

千葉県印旛郡酒々井町酒々井1604-1

TEL 043-235-8744

FAX 043-235-8745

14,000,000円

大塚 一徳

1.一般産業機械及び工具の販売

2.一般産業機械製作

3.一般産業機械設計業務

4.一般産業機械設計者育成業務

5.前各号に附帯する一切の業務

省力自動化機器・空油圧機器

マテハン機器/FA機器工作機械

伝導機器/切削工具/測定機器

電動工具/空気工具/工作機械

作業工具/ポンプ・管材/砥石

研磨材/工業用品・事務機器/化学製品

8040001010499

会社概要 OUTLINEユーザーニーズの中から

会社の進むべき方向を見出し

お客様と共に発展し

社会に貢献できる企業を目指します

モノという経営資源は、競争力の根源であり企業成長の切り札です。

オーティーエスでは、工場に関わる全ての商品をトータルサポートいたします。

工場運営の真のサプライヤーとして「オーティーエス」をご指名下さい。

時代の変化を先取りし、他の商社では追従のできない、

キメ細やかなサービスとスピード対応で

貴社のニーズを最大限に充たしていくことをお約束いたします。



私たちの企業は、商社でありながらエンジニアを有し

顧客の希望に柔軟に対応できる社内づくりを行っております

総合商社の顔だけではなく、メーカーの顔を合わせもち

消耗品の販売はもちろん、お客様の欲しいをカタチにします。

よりお客様目線に近い位置から最適な機器の選定や、

ご相談に対応できる環境づくりも行っており、

単なるモノを販売する商社には出来ないソリューションを提供しています。

他社では追従出来ない
サービスをご提供いたします

真のソリューション営業を目指す

単なる資材調達の窓口としての

営業活動に終止することなく、

自動省力化機器の設計を始め

コスト削減やより高品質な

モノづくりを全力をあげて

サポートする事を使命として

活動しています。

✔ 商社部門

グループ企業の窓口として

株式会社オーティーエスは

商社としての側面だけでなく、

グループ企業（設計会社・製造会社）

それぞれの得意分野を生かした、

製造メーカーとしての

営業活動も行っています。

その中でも一番お客様に近い位置で

活動し、より良いご提案が出来るよう

にサポートいたします。

技術スタッフが社内に常駐

メーカーの顔を持ち合わせている

株式会社オーティーエスでは、

構想段階から設計解析までを

カバーするエンジニアが

所属しております。

治具製作から大型省力機器まで、

幅広い分野で製作対応可能です。

エンジニアが技術提案サポート致します

必要に応じて、技術部との構想・設計

打ち合わせを行い

お客様に高品質で低コストの

設備提案が出来るよう、

社内で情報を共有し満足度を高めら

れるよう日々の営業活動に

生かし行動しております。

自社所有CAD/CAEソフトウェア

•AutoCAD (2D / 3D設計)

•AutoCAD Inventor

(デザイン～シュミレーション)

•Sledworks (3D設計)

・Sledworks Simulation(解析)

・Sledworks Flow Simulation(流体解析)

・自社所有ソフトウェアは社外 / 

社内研修を随時実施

✔ 技術部門



✔ 本社

2006年千葉市で機械工具卸売商社として設立

2015年よりお客様のニーズに応えるべく設計業務、

セットメーカーを設立し、

エンジニアリング・ソリューションをご提供できる

技術者を有する商社としての立場を確立致しました。

また、海外のお客様へも対応出来るよう、輸出入対応

も行っております。

現在では、グループ企業に4社を迎え

本社工場では、様々なお客様に対応できるよう設備環境

を整えお客様の希望に応えられるよう活動しております。

✔ 成田事業所

2017年3月にはより多くのお客様に満足して

いただけるよう千葉県印旛郡酒々井町へ

成田事業所を開設、営業活動の幅も広がり商社として

より濃い活動が行えるよう対応しております。

また、技術部では一般設備の製造の他、

量産機製造にも力をいれ品質を一定に保ち製造を行う

取り組みを行っております。

近隣には、高速道路のＩＣや成田空港などがあり

交通の面でも恵まれた場所にあります。立会や、デバッグなど

お客様の来社もスムーズに応えることが出来ます。

基本情報

✔ ISO認証

株式会社オーティーエスはお客様工場の生産性、利益向上に貢献すべく機械、工具、FA等

あらゆる方面の問題解決の為、消耗品の選定、調達から設計まで、トータルにサポートいたします。

製造業に深く関わる企業として、環境への配慮と品質向上に常に努めて行く事を重要な

経営課題としております。認証取得するとともに弊社の提供する商品、

サービスがより良い環境、品質を作り上げていく様、社員一丸となって取り組んで参ります。

✔ 取得資格

機械器具設置工事業とは、

機械具の組立等により工作物を建設し、

または工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。

株式会社オーティーエスでは、

2019年10月1日付けで取得しています。

機械器具設置工事業 資格取得

ISO14001

2009年3月25日付
ISO9001

2019年3月26日付

MSA-ES-799
MSA-QS-4532



2016年1月に設立

電機設計全般・制御盤製作・機内配線・ソフト設計を行う。

2016年よりOTS Groupの傘下となり、グループ設備の

全ての制御盤製作、機内配線作業を行います。

OTS GROUP

✔ 株式会社フィドシア

2009年10月に設立

セットメーカーとしてお客様の生産性向上のために、フルオーダーメイドのFA装置、自動組立機、

自動検査機等を設計からメンテナンスまで一貫して受注いたします。

グループ内での部品供給をはじめ、海外の協力工場より加工部品の調達を行っているため

低価格で高品質な設備製造が可能です。

✔ 株式会社 吉村電機

✔ OTS DEVICE VIETNAM CO.,LTD

2013年12月に設立

ベトナム現地法人として図面の3D化・バラシを行う会社として設立。

ベトナムユーザーだけではなく、グループ内の設計業務も行い、設備を低価格に抑える事が

出来るのもベトナムの協力があってこそ

日本の高品質な仕上がりをベトナム価格でご提供します。

✔ 株式会社オーティーエスＥＩＴ

2019年11月に設立

ＰＣソフト製作・ＰＬＣソフト製作・産業用ロボットプログラム及びティーチング作業を行い、

グループ設備の電気設計を全て管理しております。

お客様の希望する仕様をしっかりとヒアリングし、

忠実に装置の動きを制御できるようプログラムを組みます。



OTS Groupでは母体となる株式会社オーティーエスを中心に設備の設計・

製造に対応できる環境づくりをグループ全体で行っております。

Technology分野では、各部門に長けているエンジニアを各企業に有しており

お客様の希望に柔軟に対応できる環境を整えております。

Setメーカーとして株式会社フィドシアを置き、構想から設計、製作・

メンテナンスまでを一括管理いたします。

エレクトリック部門では、電気設計を株式会社オーティーエスＥＩＴが行い、

株式会社吉村電機ではそれを「カタチ」にし装置に命を吹き込みます。

Group企業の役割をそれぞれが確実にこなし、

お客様へ高品質・低価格・短納期対応で

設備を納められるよう各社が協力し

対応しております。

Runningコストを抑える事で、間接費が減ります。

国内4社については、同じ建屋内に事務所を構える事で、

間接費を抑えお客様にはより高いコストパフォーマンスを実現出来るよう

体制を整えております。

OTS DEVICE VIETNAM Co.,Ltdでは、ベトナム国に現地法人を置き、

日本人スタッフのもと国内設計のサポート業務及び、

現地ユーザー様の対応を行っており

UPしがちな設計費を低価格に抑える事が出来るのも

グループならではの強みとなります。

Performance を上げる事で自然とお客様満足度の向上へ繋がります。

わたしたちはお客様の希望・期待に応えられるよう、

グループの役割をしっかり果たせる企業として活動しています。
全 て の 分 野 の ノ ウ ハ ウ を 活 か し 、 高 い コ ス ト パ フォ ー マ ン ス を 実 現 で き ま す

OTS Groupはお客様のニーズを

全ての分野でトータルサポート致します

グループ全体で、他社には提供できない

商品やサービスをお客様に提供していきます。


