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(1）企業誘致課(IBPC大阪 企業誘致センター) (1) IBPC Osaka Investment Promotion Center

　大阪市は、国際経済交流促進事業の一環として、国内
外の企業・研究開発機関等の誘致を重要施策の一つと捉
えてきた。IBPC大阪企業誘致センターは、この誘致事
業をより具体的な形にすべく2003年4月に設立された。
　IBPC大阪企業誘致センターは、ビジネスパートナー
都市（BPC)、そして、大阪市の海外事務所のネット
ワーク等を活用し、対日進出拠点としての大阪市の魅力
を国内外に伝えると同時に、在阪企業との商談アレン
ジ、インセンティブの紹介、企業立地・生活関連情報・
会社設立の諸手続き等の情報提供、短期の事務所スペー
スの提供等、企業ニーズに応じたきめ細かいサービスで
大阪進出を支援している。
　IBPC大阪企業誘致センターでは、スタッフ8名による
誘致専任のセンターを設置し「ワンストップサービス」
を実施している。これにより、事務所や住宅などの物件
探し、ビジネスマッチング、居住支援活動、事業に関す
る各種のサービス、情報提供が可能となった。
  〈2011年度進出決定企業数〉　　17社

The City of Osaka has regarded attracting both domestic 
and international businesses and research/development 
institutes as a major priority in its overall efforts to 
advance international economic relations. In order to 
realize its investment promotion goals, the City of Osaka 
established the IBPC Osaka Investment Promotion Center 
in April 2003.  
With extensive ties with Business Partner Cities (BPCs) 
and a network of overseas branches, we are engaged 
in domestically and internationally advertising Osaka’
s advantages as a base of operations for advancing 
business in Japan. We also endeavor to meet the needs of 
companies considering investment in Osaka by offering a 
wide range of services which include arranging business 
negotiations with Osaka-based corporations; preparing 
business incentives; providing information on facility 
setup, living environment, and legal incorporation 
procedures; and preparing temporary office space. 
We provide a “one-stop service” through a newly 
established section staffed by eight dedicated members. 
These members of staff assist enterprises preparing to 
establish their business bases in Osaka by locating offices 
and housing, offering business-matching opportunities, 
helping them with everyday needs and corporate matters, 
and providing necessary living and business information. 
(Number of achievements in fiscal year 2011:17) 

(2）経済交流課(IBPC大阪ネットワークセンター) (2) IBPC Osaka Network Center

　市内中小企業の国際経済活動を支援するため、経験豊
富な専門家による海外ビジネス相談事業や各種経済・実
務セミナーの開催、貿易関連情報などを備えたライブラ
リーの運営などを実施している。また、インターネット
を活用した貿易取引情報の提供をはじめ、商品展示会の
開催、商談ミッションの派遣・受入等、研修を通じて国

With the aim of supporting Osaka-based SMEs in 
international business activities, the IBPC Osaka Network 
Center provides international business consultation 
services by experienced experts, organizes a wide 
variety of economic and practical business seminars and 
maintains a library that provides trade and other business 
information. The Center also supports international 

　大阪経済の国際化と活性化を図るために、これまでビ
ジネスパートナー都市（BPC）が培ってきた海外ネッ
トワークを利用して、大阪の中小企業の国際ビジネスを
支援している。また、国内外企業の大阪進出を促進する
ための企業誘致事業にも取り組んでいる。

With the aim of globalizing and revitalizing Osaka’s 
economy, the International Division supports Osaka-based 
small and medium-sized enterprises (SMEs) in international 
business by using the overseas networks established by the 
Business Partner Cities (BPC). The division also implements 
projects to attract investment in Osaka by Japanese and 
foreign companies.
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(3）ビジネスパートナー都市(BPC)の
ネットワーク

　BPC（ビジネスパートナー都市）とは、アジア太平洋地
域との経済ネットワークを構築するために大阪市がアジ
ア地域の各都市と提携を進めているものである。この提
携は各都市の自治体がリーダーシップをとって民間レベ
ルでの経済交流を促進するという新しい形の都市提携だ
が、このネットワークを利用して、大阪の中小企業の国
際対応や活性化に寄与すると共に、BPC提携都市間の経
済交流を促進することを目的としている。

　　BPC提携先機関（提携年月）
①香港貿易発展局（1988年3月）
② インターナショナル・エンタープライズ・シンガポール
(1989年2月)
③タイ商工会議所（1989年6月）
④クアラルンプール市（1989年8月）
⑤マニラ市（1989年10月）
⑥ジャカルタ商工会議所（1990年4月）
⑦ソウル商工会議所（1992年9月）
⑧上海市（上海市商務委員会)（1995年7月）
⑨ホーチミン市人民委員会（1997年5月）
⑩インド商業会議所（1998年5月）
⑪オーストラリアン・インダストリー・グループ（1999年6月)
⑫天津市（天津市商務委員会)（2004年6月）
⑬オークランド商工会議所（2009年2月）

(3) Business Partner Cities (BPC) Networks

With the aim of establishing an economic network in 
the Asia Pacific region, the Osaka City Government 
has promoted partnerships with Asian cities through the 
Business Partner Cities (BPC) program. This inter-city 
partnership program is innovative in that it facilitates 
economic exchange at the private sector level under 
the leadership of relevant local governments. While 
promoting economic exchange between BPCs, this 
program is designed to contribute to the globalization and 
revitalization of SMEs in Osaka through the network.

　　BPC network members (date of partnership)
 ( 1 ) Hong Kong Trade Development Council (March 1988)
 ( 2 ) International Enterprise Singapore (February 1989)
 ( 3 ) The Thai Chamber of Commerce (June 1989)
 ( 4 ) City of Kuala Lumpur (August 1989)
 ( 5 ) City of Manila (October 1989)
 ( 6 )  Jakarta Chamber of Commerce & Industry (April 1990)
 ( 7 )  Korea (Seoul) Chamber of Commerce & Industry 

(September 1992)
 ( 8 )  City of Shanghai (Shanghai Municipal Commission 

of Commerce) (July 1995)
 ( 9 )  People’s Committee of Ho Chi Minh City (May 1997)
 (10) Indian Merchants’ Chamber (May 1998)
 (11) Australian Industry Group (June 1999)
 (12)  City of Tianjin (Tianjin Commission of Commerce) 

(June 2004)
 (13)  The Auckland Regional Chamber of Commerce & 

Industry (February 2009)

際ビジネス活動を支援している。 business through activities such as making trade 
information available via the Internet, organizing product 
exhibitions, sending and hosting business missions and 
offering training for overseas business managers.
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（1）広報事業 (1) Public Relations

①大阪市企業誘致パンフレットの作成
　「INVEST OSAKA」の作成
　 　大阪の経済情報、生活情報を掲載したパンフレット
｢INVEST OSAKA｣を日本語・英語・中国語にて作成
し、企業誘致セミナーや展示会の参加者の他、招聘企
業等に配布を行った。
　　　内　　容： 市場規模、都市インフラ、投資インセ

ンティブ情報、生活環境情報、既進出
企業からのメッセージ、環境・新エネ
ルギー産業の集積情報等

　　　発行部数：日本語　2,500部
　　　　　　　　英　語　2,500部
　　　　　　　　中国語　1,600部

②INVEST大阪ウェブサイトでの情報発信
　 　大阪市の成長戦略拠点である大阪駅周辺地区（うめ
きた）と夢洲・咲洲地区の広報活動を中心にセミナー
などのイベント情報の掲載を積極的に行い、包括的に
大阪市の魅力的な投資環境についてＰＲを行った。ま
た、大阪市投資環境を紹介したＤＶＤ映像や夢洲の将
来完成予想動画も掲載し、重点産業分野である環境・
エネルギーや医療福祉分野などにおけるビジネスチャ
ンスや、大阪市のサポート内容、立地促進助成制度な
ど国内外企業の進出・再投資に役立つ幅広い情報を日・
英・中の3言語で掲載した。
　　  〈2011年度アクセス数〉
　　　　日本語トップページアクセス数：　62,927件
　　　　英語トップページアクセス数　：　14,623件
　　　　中国語トップページアクセス数：　8,964件
　　　　全体のページビュー　　　　　：　537,989件

①  Making of Osaka City’s Investment Promotion 

Brochure

“INVEST OSAKA” 
We made Japanese, English and Chinese versions of the 
brochure, “INVEST OSAKA”, which features 
information on the business environment and daily life in 
Osaka. The brochure was distributed to prospective 
companies as well as participants of investment 
promotion seminars and exhibitions. 

Contents: 
The brochure included information on market scale, 
urban infrastructure, investment incentives, living 
environment, and concentration of environment and 
new energy industries. It also contained messages 
from companies which have already invested in 
Osaka.  

Circulation:
Japanese version: 2,500
English version:  2,500
Chinese version:  1,600

②  Offering Information via the INVEST Osaka 

Website

Through the INVEST Osaka website, we proactively 
offered information on seminars and other events to 
widely communicate the advantages of the investment 
environment of Osaka City, focusing on the Osaka Station 
district known as “Umekita” and the Yumeshima/
Sakishima district, which are the city’s growth strategy 
hub. On the website, we also showed movies of the 
investment environment of Osaka City and the image of 
the Yumeshima district upon completion, while offering a 
wide range of information on business opportunities in the 
key industrial areas such as the environment, energy, 
medical and welfare services, as well as support services 
including Incentive program available in Osaka City. 
Such information was provided in Japanese, English and 
Chinese to encourage companies, both domestic and 
foreign, to establish business bases in Osaka City and 
reinvest in the city.

(Number of visits in 2011)
Japanese homepage: 62,927 
English homepage: 14,623 
Chinese homepage: 8,964 
Total number of visits:  537,989
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③メールマガジンの発行
　 　大阪市政策企画室が訪問を実施した日本企業を対象
にイベント情報や大阪市が報道発表している有益情報
などをメルマガにて配信した。
　　　年：　14回

④大阪市成長戦略拠点のＰＲ
　 　関西イノベーション国際戦略総合特区に指定され、
大阪市の成長戦略拠点でもある「知の集積」エリアと
しての大阪駅北地区（うめきた）と「知の実践」エリ
アとしての臨海部の夢洲・咲洲地区の効果的な広報活
動を行い、高いポテンシャルを有する両地域のPRと
進出事業者の獲得に努めた。
1 夢洲デジタルＰＲツール（バーチャルリアリ
ティー（VR）コンテンツ及びCGパース図）
　 　2012年度に先行開発区への進出事業者の募集
を開始する夢洲全体のコンセプトとイメージを
立体的に表現し（CGパース）、環境・エネルギー
産業や次世代産業の研究施設や製造拠点として
立地を検討する国内外企業に対して、バーチャ
ルリアリティー（VR）技術を用いて視覚的に夢
洲の将来イメージを提供し、立地検討の為の打
合せにも利用できるＰＲツールを制作した。
2 夢洲・咲洲地区ＰＲ資料ケース並びにパンフレッ
トの制作
作成部数：　パンフレット4,000部
　　　　　　　資料ケース3,000部

3日経ビジネスへの広告掲載
 発行部数：270,030部（2009年1～12月 ABC認証
部数）
①特別企画として4ページの広告記事を掲載
掲 載 日：8月5日（金）　発売号
 　大阪市の広告記事（4頁）のみならず、民
間の都市開発プロジェクトと連携し、計17頁
の記事を掲載した。大阪市の2大戦略拠点（夢
洲、うめきた）を中心にインタビュー記事等
を交えて、次世代産業の創出をめざす知的創
造拠点から日本・世界の産業をリードする環
境技術や新エネルギー産業の生産施設等の集
積を図る知の実践エリアまで、好アクセス環
境の中で全て揃っているダイナミックな大阪

③  Email Newsletter

Editions of the newsletter featured items such as events 
and useful business information included in Osaka City’s 
press releases, and were delivered to Japanese companies 
which the office of the Mayor of the City of Osaka 
visited.

Issued: 14 times a year

④  Promotion of the Growth Strategy Hub

We conducted highly effective public relations activities 
to promote the promising Growth Strategy Hub in Osaka 
which was designated as Kansai Innovation 
Comprehensive International Strategy Zone. These 
activities were intended to characterize the Osaka Station 
North district (Umekita) as “Knowledge Capital” and the 
coastal Yumeshima/Sakishima district as “Knowledge 
Application”.  
1)  Production of digital tools for promotion of the 

Yumeshima district (virtual reality presentations and 
computer-generated perspective drawings)
We produced PR tools to promote the Yumeshima 
district, where Osaka City is inviting applications for 
business occupancy in this priority development area in 
FY 2012. Specifically, computer-generated perspective 
drawings allow us to present the concept and image of 
the entire Yumeshima district three-dimensionally, 
while the virtual reality technology provides a visual 
image of what the Yumeshima district will be like in 
the future. These tools can be used also when 
discussing the feasibility of opening a business base in 
this area, and therefore are highly useful to companies, 
both domestic and foreign, that are considering 
establishing research and production centers in the 
environmental, energy or next generation industries.

2)  Production of files for holding PR material on the 
Yumeshima/Sakishima district, together with brochures 
about the district
Number of brochures produced: 4,000
Number of files produced: 3,000

3)  Placement of an advertisement in the Nikkei Business 
weekly magazine 
Number of copies printed: 270,030 (average from 
January to December 2009, audited by the Japan Audit 
Bureau of Circulations)
①  Placing a 4-page advertisement in conjunction with 

a special feature article 
Date of issue: Friday, August 5
In addition to an advertisement for Osaka City, we 
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の魅力を伝えた。また、成長し続けるアジア
の巨大なマーケットへのゲートウェイ都市と
してグローバル展開が可能となる立地的な優
位性も訴求した。
【内容】・ 商都としてのDNAを受け継いできた大

阪の紹介
・ 大阪の重点産業分野。特に「環境」、「医
療」、「研究拠点」が集積
・ 成長戦略拠点　知の集積「うめきた」
知の実践「夢咲地区」誕生により変
化を遂げる大阪
・ 市長インタビュー　人の都　
大阪に込める思い　大阪のおもてな
し文化

② 毎月1回　角雑報広告を掲載（6頁　日経ビジ
ネスオンライン）
掲 載 日：毎月第３週月曜日号
 　シリーズ広告として企業幹部並びに各界各
層に対して幅広くかつわかり易く大阪市への
投資の魅力を伝えた。また、大阪検定事務局
（大阪商工会議所）の協力、監修のもと、「大
阪クイズ」の出題をスタートし、抽選で読者
へ素敵なプレゼントを提供した。

4日本経済新聞全国版への広告掲載
掲 載 日： シリーズ広告　2011年10月7日、10

月18日、11月4日、2012年3月9日
　　　　　 セミナー広告　2011年5月24日、9月

22日、10月7日
 　シリーズ広告として大型突出し広告を計4回掲
載し、クオリティーの高い再開発が続く大阪市
の魅力を企業幹部並びに各界各層に対して幅広
く伝えた。また、東京と福岡で開催したセミナー
案内広告を計3回掲載し集客アップに繋げた。

5朝日新聞への広告掲載
掲 載 日：2011年10月8日、2012年3月16日
 　2012年度に進出事業者募集が開始される夢洲
に焦点を絞り、計2回の全2段の広告掲載を行っ
た。

6週刊 東洋経済への広告掲載
掲 載 日： 2011年10月24日、11月14日、2012年

2月20日、3月5日
 　カラー1/3ページの広告を計4回掲載し写真を

placed a 17-page article in cooperation with private 
organizations implementing urban development 
projects. With focus placed on the two major 
strategic districts of Osaka City—the Yumeshima 
and Umekita districts—the article was designed to 
communicate, by interviews and other means, the 
dynamism and attractiveness of the city with its 
convenient accessibility and ideal business 
environment, by introducing the “knowledge 
capital” where next-generation industries are to be 
created and the “knowledge application” area where 
Japan’s and the world’s leading companies in 
environment- and new energy-related industries are 
encouraged to establish production bases. 
Furthermore, the article emphasized the 
geographical advantage of the city as a hub of 
global business development with its proximity to 
the huge Asian market that is continuing to expand. 
[Contents of the article]

-  Osaka as a city that inherits the DNA of the nation’s 
commercial center

-  Key industries of Osaka: a concentration of 
environmental and medical industries and research 
institutions  

-  The growth strategy hub: Osaka is about to undergo 
an evolution with the completion of the “Umekita” 
district, a knowledge capital, and the “Yumeshima/
Sakishima” district, a knowledge application area 

-  Interview with the Mayor: My love for Osaka, a 
city renowned for human warmth—the culture of 
hospitality in Osaka

②  Placing an advertisement once a month (6 pages in 
Nikkei Business Online) 
Date of issue: The third Monday of each month
We placed a series of advertisements to 
communicate the advantages of the investment 
environment of Osaka City to corporate managers 
and people in various areas of society in a 
comprehensive and easy-to-understand manner. In 
the advertisements, we included a quiz about Osaka 
in cooperation with and under supervision of the 
Osaka Kentei (test of general knowledge about 
Osaka) Office established within the Osaka 
Chamber of Commerce and Industry, and sent some 
great prizes to readers selected at random. 

4)  Placement of advertisements in a national newspaper, 
the Nihon Keizai Shimbun 
Dates of placement: 
Advertisement series: October 7 and 18, 2011, 
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企業誘致課（IBPC大阪企業誘致センター）
Investment Promotion Department (IBPC Osaka Investment Promotion Center)

交えながら、うめきた地区と夢洲・咲洲地区の
魅力についてＰＲを行った。

7日刊工業新聞発行「新製品情報」への広告掲載
 　ものづくり関連企業の経営者が読者層として
多く存在する同誌に記事・広告を掲載し、大阪
市の重点戦略拠点であるうめきた地区と夢洲・
咲洲地区のPRを行った。
発行部数：     約39,000部
発 行 日：2012年2月1日
増し刷り部数：　3,000部

November 4, 2011, March 9, 2012
Seminar announcements: May 24, September 22, 
October 7, 2011
We placed a series of four advertisements to widely 
communicate the attractiveness of Osaka City, where 
high-quality urban redevelopment projects are 
underway, to corporate managers and people in various 
areas of society. We also placed three advertisements to 
announce seminars held in Tokyo and Fukuoka and call 
for participation. 

5)  Placement of advertisements in the Asahi Shimbun 
newspaper 
Dates of placement: October 8, 2011, March 16, 2012
We placed an advertisement twice focusing on the 
Yumeshima/Maishima district where applications for 
business occupancy are to be invited during FY 2012. 

6)  Placement of advertisements in the Weekly Toyo 
Keizai magazine 
Date of placement: October 24, 2011, November 14, 
2011, February 20, 2012, March 5, 2012
We placed a 1/3-page color advertisement four times, 
in which we included photographs to emphasize the 
advantages of the Umekita and the Yumeshima/
Sakishima districts. 

7)  Placement of advertisements in New Products 
Information published by Nikkan Kogyo Shimbun
We placed an advertisement and article in the New 
Products Information magazine, whose readership is 
mostly managers of manufacturing companies, to 
publicize the Umekita and the Yumeshima/Sakishima 
districts—the City’s key strategic areas.   
Number of copies printed: approx. 39,000
Date of issue: February 1, 2012
Number of additional copies printed: 3,000

(2）誘致事業 (2) Investment Promotion Activities

①東京・福岡・大阪におけるプロモーション
　1. 大阪市ビジネスセミナー「WHY OSAKA?～いま、
　大阪にできること～」
　 　大阪市との共催により、在京の国内及び外資系企業、

研究機関などを対象とした大阪市ビジネスセミナーを
開催し、うめきた・グランフロント大阪の中核機能と
なるナレッジキャピタルや臨海部（夢洲地区・咲洲地
区）を紹介し、日本復興に向けた大阪市の企業支援の
とりくみについて説明した。また、会場内に資料展示

①  Promotional Activities in Tokyo, Fukuoka and 

Osaka

1. Osaka City Business Seminar   "WHY OSAKA? – 
Osaka's Role Right Now –"
In cooperation with Osaka City, we organized an 
investment promotion seminar specifically for Tokyo-
based domestic and foreign-affiliated companies and 
research institutions, in which we provided 
information on the “knowledge capital” that 
constitutes the core of the Umekita district and Grand 
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スペースを設け、現在大阪市内でプロジェクトを進め
る不動産関連企業など12社が参加者からの相談を受け
付けるとともに、最新開発プロジェクトのPRなどを
行った。
　　日　　時：2011年6月13日（月）　14:00～17:00
　　場　　所：第一ホテル東京（東京都港区）
　　主　　催： 大阪市／財団法人大阪国際経済振興セン

ター（IBPC大阪企業誘致センター）
　　後　　援： 経済産業省近畿経済産業局／大阪府／日

本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部／
大阪商工会議所／大阪外国企業誘致セン
ター（O-BIC）／在日米国商工会議所／在
日フランス商工会議所／在日ドイツ商工
会議所／財団法人日本立地センター／夢
洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム

　　プログラム：
　　　1 『新エネルギー立国"ニッポン"を創りあげろ!!

～主役は西日本エリア、急がれる大型の設備増
強～』 

　　　　 株式会社産業タイムズ社　代表取締役社長　　
泉谷渉 氏 

　　　2 『企業立地の動向と企業のハザードリスクにつ
いて』 

　　　　財団法人日本立地センター　常務理事
　　　　德増秀博 氏
　　　3 『外資系グローバル企業から見た大阪・関西の

魅力』
　　　　 日本アイ・ビー・エム株式会社大阪事業所　ディ

レクター　坪田知巳 氏
　　　4 『うめきた・グランフロント大阪～『ナレッジ

キャピタル』からはじまる知的価値の創出』
　　　　 株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント

代表取締役社長　間渕豊 氏
　　　5大阪市プレゼンテーション
　　　　 『いま、大阪にできること～大阪市の企業支援

のとりくみ～』
　　　　大阪市長　平松邦夫 氏
　　参加人数：248名
　 2. 大阪市ビジネスセミナー in 福岡 
　 「変貌する大阪と九州が連動　～環境・エネルギー分
野を主軸に次代を動かす～
　 　大阪市との共催により、大阪・関西と九州の双方が
強みを持つ環境・エネルギー分野の経済交流を促進す

Front Osaka, and on the coastal area (the Yumeshima/
Sakishima district). We also explained business 
support services offered by Osaka City to facilitate the 
restoration of the Japanese economy. 
At the venue of the seminar, exhibition space was 
provided where twelve real estate businesses in charge 
of development projects in Osaka City met with 
seminar participants to offer advice, and publicize their 
latest development projects. 

Date and time: Monday, June 13, 2011, 14:00–17:00
Venue:   Dai-ichi Hotel Tokyo (Minato-ku, 

Tokyo)
Organizers:   The City of Osaka, IBPC Osaka 

Investment Promotion Center
Supporters:   Kansai Bureau of Economy, Trade and 

Industry (METI-KANSAI), Osaka 
Prefectural Government, Japan 
External Trade Organization (JETRO) 
Osaka, Osaka Chamber of Commerce 
and Industry, Osaka Business and 
Investment Center (O-BIC), American 
Chamber of Commerce in Japan, 
French Chamber of Commerce and 
Industry in Japan, German Chamber of 
Commerce and Industry in Japan, 
Japan Industrial Location Center, 
Cooperation Team for Attracting 
Business and Universities to the  
Yumeshima/Sakishima Districts

Program:
1)  “Japan should be the leading authority of Green 

Energy”
Mr. Wataru Izumiya, CEO, Sangyo Times Inc.

2)  “Trends in Location Selection and Risks to 
Companies”
Mr. Hidehiro Tokumasu, Managing Director, 
Japan Industrial Location Center

3)  “Attractions of Osaka and the Kansai Region: 
From the Viewpoint of a Foreign-affiliated Global 
Company”
Mr. Tomooki Tsubota, Director, Osaka Office, 
IBM Japan Ltd.

4)  “Umekita/Grand Front Osaka—Creation of New 
Intellectual Values Spearheaded by Knowledge 
Capital”
Mr. Yutaka Mabuchi, President, Knowledge 
Capital Management Corporation

5)  “Osaka’s Role Right Now: How we can support 
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るため、初めて福岡にてセミナーを開催し、今後の企
業間交流や相互立地などの地域間連携を図り、環境・
新エネルギー分野における両地域の動向や、企業の取
組み、大阪のビジネス環境とその強みなどを紹介した。
　 　また、会場内に資料展示スペースを設け、現在大阪
市内でプロジェクトを進める不動産関連企業など10社
が参加者からの相談を受け付けるとともに、最新開発
プロジェクトのPRなどを行った。
　　日　　時：2011年10月24日（月）　14:30～19:00
　　場　　所： ホテル日航福岡　3階「都久志」 （福岡市

博多区）
　　主　　催： 大阪市／財団法人大阪国際経済振興セン

ター（IBPC大阪企業誘致センター）
　　後　　援： 九州経済産業局／近畿経済産業局／福岡

市／財団法人九州経済調査協会／大阪
府／大阪商工会議所／財団法人日本立地
センター／夢洲・咲洲地区企業等誘致協
働チーム

　　プログラム：
　　第１部　セミナー　14:30～17:40 
　　　⑴ 来賓挨拶　九州経済産業局　局長　　　　　　

滝本徹 氏
　　　⑵基調講演
　　　　 「新エネルギー立国ニッポンの将来は西日本に

かかっている!!～欧米系の日本進出、世界最強
の国内素材メーカーをキャッチ～」

　　　　 株式会社産業タイムズ社　代表取締役社長　　 
泉谷渉 氏  

　　　⑶企業プレゼンテーション
　　　　 「エコアイディアの取り組み　－ 藤沢でのス

マートタウンの事例 －」
　　　　 パナソニック株式会社　システム・設備事業推

進本部事業推進グループ
　　　　グループマネージャー　宮原智彦 氏
　　　⑷企業プレゼンテーション
　　　　 「大阪ガスグループが推進するオープン・イノ

ベーション～新たな連携で技術開発を加速し、
新市場を創造する～」

　　　　 大阪ガス株式会社　技術戦略部オープンイノ
ベーション室 室長　松本毅 氏

　　　⑸企業プレゼンテーション
　　　　 「音環境の問題解決で九州から全国、そして世

your business during the recovery”
Mr. Kunio Hiramatsu, Mayor of Osaka

Number of participants: 248
2. Osaka City Business Seminar in Fukuoka
“Osaka and Kyushu, two regions currently undergoing 
evolution, are working together as the driving force of 
the next generation of industries, especially in the 
fields of the environment and energy.”
In cooperation with Osaka City, we organized a 
seminar in Fukuoka for the first time, with a view to 
promoting economic exchanges between Osaka (the 
Kansai region) and the Kyushu region in the fields in 
which both regions play a leading role: the 
environment and energy. In the seminar, inter-regional 
collaboration was fostered to facilitate business 
interactions and encourage mutual investment between 
the regions, and presentations were made on the 
business trends in the environment- and new energy-
related industries in both regions, corporate activities 
in these fields, and Osaka’s business environment and 
its advantages. At the venue of the seminar, exhibition 
space was provided where ten real estate businesses in 
charge of development projects in Osaka City met 
with seminar participants to offer advice, and publicize 
their latest development projects.

Date and time:  Monday, October 24, 2011, 
14:30–19:00

Venue:   Hotel Nikko Fukuoka (Hakata-ku, 
Fukuoka)

Organizers:   The City of Osaka, IBPC Osaka 
Investment Promotion Center

Supporters:   Kyushu Bureau, Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI Kyushu); 
Kansai Bureau of Economy, Trade and 
Industry (METI-KANSAI); Fukuoka 
City Government; Kyushu Economic 
Research Center; Osaka Prefectural 
Government; Osaka Chamber of 
Commerce and Industry; Japan 
Industrial Location Center; 
Cooperation Team for Attracting 
Business and Universities to the 
Yumeshima/Sakishima Districts

Program: 
Part I: Seminar  14:30–17:40

(1)  Opening speech by guest of honor 
Mr. Toru Takimoto, Director-General, Kushu 
Bureau, Ministry of Economy, Trade and 
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界へ」
　　　　株式会社ハウス119　代表取締役　
　　　　古澤秀和 氏
　　　⑹ 大阪駅北地区最新開発プロジェクト「グランフ

ロント大阪」プレゼンテーション　「『ナレッジ
キャピタル』からはじまる知的価値の創出」

　　　　 株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント
マネージングディレクター   高橋豊典 氏

　　　⑺大阪市プレゼンテーション
　　　　 「大阪市の経済成長戦略と環境・エネルギー関

連産業の集積に向けた取組み」
　　　　大阪市政策企画室企業誘致担当部長　
　　　　舟越照代 
　　第２部　交流会　17:45～19:00
　　参加人数： 109名
　3. 大阪ベイエリア 産業立地セミナー
　 ～関西イノベーション国際戦略総合特区指定からはじ
まる！環境・エネルギー産業の集積に向けた大阪ベイ
エリアの挑戦～
　 　大阪市等との共催により、国内及び外資系企業、研
究機関を対象とした大阪ベイエリア 産業立地セミ
ナーを開催し、大阪・関西における環境・エネルギー
産業の最新動向や昨年12月の関西イノベーション国際
戦略総合特区の指定を受けた大阪ベイエリアの現状と
ポテンシャル、今後の展望について紹介した。
　　日　　時：2012年3月23日（金）　14:00～19:00
　　場　　所：大阪府咲洲庁舎（大阪市住之江区）ほか
　　主　　催： 夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム／

大阪市／財団法人大阪国際経済振興セン
ター（IBPC大阪企業誘致センター）

　　後　　援：経済産業省近畿経済産業局
　　プログラム：
　　第１部　セミナー　14:00～17:00
　　　1 基調講演『環境エネルギー産業の将来像と西日

本の役割～大阪エリアに多くのポテンシャル
～』

　　　　 株式会社産業タイムズ社　代表取締役社長　　
泉谷渉 氏

　　　2 講演『再生可能エネルギーなど新技術の試験需
要に対応した西日本での取組み』 

　　　　 テュフ ラインランド ジャパン株式会社   執行役
員　西日本統括　岡本邦裕 氏

Industry
(2)  Keynote lecture 

“West Japan holds the key to the future success 
of Japan as a world leader in new energy 
technology!! Western companies based in 
Japan and Japanese material manufacturers 
that dominate the world’s markets”
 Mr. Wataru Izumiya, CEO, Sangyo Times Inc.

(3)  Corporate presentation 
“Promoting eco-ideas: The Case of a Smart 
Town in Fujisawa”
Mr. Tomohiko Miyahara, General Manager 
Business Promotion Group, Panasonic 
Corporation

(4)  Corporate presentation
“Open Innovation promoted by the Osaka Gas 
Group: accelerating technical development 
through new partnerships to create new 
markets”  
Mr. Takeshi Matsumoto, Manager Open 
Innovation Office Technology Planning 
Department
Osaka Gas Co.,Ltd

(5)  Corporate presentation
“Developing business from Kyushu to the rest 
of Japan and the world by offering ideal 
solutions to noise problems”
Mr. Hidekazu Furusawa, CEO, HOUSE119 
Co.,Ltd.

(6)  Presentation on “Grand Front Osaka”, the 
latest development project of the Osaka 
Station North district. 
“Knowledge Capital as a source of new 
intellectual values”
Mr. Toyonori Takahashi, Managing Director, 
Knowledge Capital Management Corporation

(7)  Presentation by Osaka City 
“Osaka City’s strategy for economic growth 
and policy measures to facilitate concentration 
of energy-related industries” 
Ms. Teruyo Funakoshi, Director for Business 
Development, Office of the Mayor, Osaka City 
Government

Part II: Reception  17:45–19:00
Number of participants: 109
3. Seminar on Osaka Bay Area as an Industrial Hub 
Efforts of Osaka Bay area to encourage concentration 
of environment- and energy-related businesses upon 
its designation as Kansai Innovation Comprehensive 
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　　　3 プレゼンテーション 『大阪臨海部のポテンシャ
ルと今後～国際戦略総合特区の取り組み～』

　　　　 夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム／大阪市
計画調整局　理事　佐藤道彦

　　第２部　見学ツアー　16:15～17:45
　　第３部　交流会　17:45～19:00
　　参加人数： セミナー参加者154名　

見学会参加者124名
交流会参加者57名

International Strategy Zone.
In cooperation with Osaka City, we organized a 
seminar to introduce the Osaka Bay area as an 
industrial hub, specifically for domestic and foreign-
affiliated companies and research institutions. In the 
seminar, we informed the participants of the latest 
trends of the environment- and energy-related 
businesses in Osaka and the rest of the Kansai region; 
and the current situation, potentials and future 
prospects of the Osaka Bay area that was designated 
as Kansai Innovation Comprehensive International 
Strategy Zone in December 2011. 

Date and time: Friday, March 23, 2012, 14:00–19:00
Venue:   Osaka Prefectural Government 

Sakishima Building (Suminoe-ku, 
Osaka) and other places.

Organizers:   Cooperation Team for Attracting 
Business and Universities to the 
Yumeshima/Sakishima Districts; Osaka 
City; IBPC Osaka Investment 
Promotion Center

Supporters:   Kansai Bureau of Economy, Trade and 
Industry (METI-KANSAI)

Program: 
Part I: Seminar  14:00–17:00

1)  Keynote lecture: “Future prospects of 
environment- and energy-related industries and 
the role of West Japan: the huge potential of the 
Osaka area”
Mr. Wataru Izumiya, CEO, Sangyo Times Inc.

2)  Lecture: “Efforts of companies in West Japan to 
meet the demand for the testing of new 
technologies including renewable energy 
technology”
Mr.Kunihiro Okamoto, Regional Manager West 
Japan, TÜV Rheinland Japan Ltd.

3)  Presentation: “Potential and future prospects of 
the Osaka Bay area: its strategy as a 
Comprehensive Special Zone for International 
Competitiveness Development”
Mr. Michihiko Sato, Director General , 
Planning and Coordination Bureau Osaka City 
Government ; Cooperation Team for Attracting 
Business and Universities to the Yumeshima/
Sakishima Districts

Part II: Site visit  16:15-17:45
Part III: Reception  17:45-19:00

Number of participants  
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②海外におけるプロモーション
　1. 米国における企業誘致活動
　　⑴ サンフランシスコおける大阪市ビジネスセミナー

「Green Osaka ‒ Business Networking Seminar」
　　　　日　　時：2011年7月13日（水）　8:00～9:30
　　　　場　　所：Parc 55 Wyndham Hotel
　　　　主　　催：大阪市
　　　　プログラム： （進行役：Clean Edge社シニア・エディ

ター　クリント・ワイルダー）
　　　　　　　　1 来賓挨拶　
　　　　　　　　　ジェトロサンフランシスコセンター
　　　　　　　　2 「Green Osaka Today: an introduction 

to the latest in Japan’s clean tech 
hub」

　　　　　　　　　大阪市副市長　北山啓三 氏
　　　　　　　　3 「Industry-University-Government 

Collaboration in Clean Tech in 
Greater Osaka」

　　　　　　　　　 大阪大学　理事・副学長　国際交流
担当　辻毅一郎 氏

　　　　　　　　4 「Business Opportunities in Clean 
Tech in Osaka」

　　　　　　　　　 大阪商工会議所　経済産業部　ベン
チャー振興担当課長　松本敬介 氏

　　　　　　　　5 大阪企業の取り組み事例：
　　　　　　　　　 Panasonic R&D Company of America

社長　ジェームス・フレンチ 氏
　　　　参加人数：68名
　　⑵ サンフランシスコにおける大阪観光セミナー

「Osaka-Kansai Showcase」
　　　　日　　時：2011年7月14日（木）　10:30～13:30
　　　　場　　所：Westin San Francisco Airport
　　　　主　　催： 大阪市、日本政府観光局　ロサンゼ

ルス事務所、ユナイテッド航空
　　　　プログラム：
　　　　　　　　1 開会挨拶　
　　　　　　　　　大阪市副市長　北山啓三 氏
　　　　　　　　2 来賓挨拶　

Number of participants for Seminar:154  
Number of participants for Site visit:124 
Number of participants for reception:57

② Promotional Activities (Overseas)

1. Investment Promotion Activities in the US
(1)  Osaka City Business Seminar “Green Osaka 

Business Networking Seminar” in San Francisco
Date and time:  Wednesday, July 13, 2011, 08:00–

09:30
Venue:  Parc 55 Wyndham Hotel 
Organizer:  The City of Osaka
Program:   (Moderator: Clint Wilder, Senior 

Editor, Clean Edge Inc.)
1)  Greetings

JETRO San Francisco
2)  “Green Osaka Today: an introduction to the 

latest in Japan’s clean tech hub”
Mr. Keizo Kitayama, Vice Mayor of Osaka

3)  “Industry-University-Government 
Collaboration in Clean Tech in Greater 
Osaka”
Mr. Kiichiro Tsuji, Ph.D., Vice President, 
Osaka University

4)  “Business Opportunities in Clean Tech in 
Osaka”
Mr. Keisuke Matsumoto, Manager, Economy 
and Industry Division, Osaka Chamber of 
Commerce and Industry

5)  Presentation by Panasonic
Mr. James French, President, Panasonic 
R&D Company of America

Number of participants: 68
(2) Osaka – Kansai Showcase

Date and time:  Thursday, July 14, 2011, 10:30–
13:30

Venue:  Westin San Francisco Airport
Organizers:   The City of Osaka, JNTO-LA, 

United Airlines
Program:

1)  Opening Remarks 
Mr. Keizo Kitayama, Vice Mayor of Osaka

2)  Greetings
Mr. Hiroshi Inomata, Consul General, 
Consulate General of Japan in San Francisco

3)  Introduction to Japan and the Kansai Region
Mr. Hidenao Takizawa, Executive Director, 
Japan National Tourism Organization, Los 
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　　　　　　　　　 在サンフランシスコ日本国総領事　
猪俣弘司 氏

　　　　　　　　3 「Introduction to Japan and the 
Kansai Region」

　　　　　　　　　 日本政府観光局　ロサンゼルス事務
所 所長　滝沢秀直 氏

　　　　　　　　4大阪紹介
　　　　　　　　　 大阪市 ゆとりとみどり振興局　理事   

楞川義郎 氏
　　　　　　　　5 「Exchanges Between the Cities of 

San Francisco and Osaka, San 
Francisco Tourism  Promotion」

　　　　　　　　　 サンフランシスコ観光協会　バイス・
プレジデント　トム・キーリー 氏

　　　　　　　　6 Travel Between San Francisco 
(SFO) and Kansai (KIX)

　　　　　　　　7 ネットワーキング・ビュッフェ（昼
食交流会）

　　　　参加人数：68名
　　⑶米国での経済団体・企業訪問
　　　 　日本貿易振興機構（ジェトロ）サンフランシス

コセンター、大阪大学サンフランシスコセンター、
スタンフォード大学、北カリフォルニア日本文化
コミュニティセンター、Japan-America Business 
Initiatives（日米間のビジネス交流促進に取り組む
コンサルタントグループ）などを訪問し、サンフ
ランシスコ／シリコンバレー地区と大阪のビジネ
ス・投資交流の可能性について意見交換するとと
もに、大阪進出が有望な米国企業を訪問して、大
阪でのビジネスチャンスや投資インセンティブに
ついて説明を行った。

　２. 中国における企業誘致活動
　　 ⑴中国・深センにおける大阪プロモーションセミナー
　　　 　近年経済発展が著しい中国・深センにおいて、

深セン市政府協力のもと、大阪市との共催により、
海外での事業展開に積極的な同市企業10数社を対
象に「大阪プロモーションセミナー」を開催し、
投資先としての大阪のビジネス環境、進出企業に
対するインセンティブとサポート内容などについ
て情報提供を行ったとともに、対日投資に関する
深セン企業のニーズと要望をヒアリングした。

Angeles Office 
4)  Introduction to Osaka

Mr. Yoshiro Kadokawa, Director General, 
City of Osaka Tourism Promotion Office

5)  Exchanges between the Cities of San 
Francisco and Osaka
Mr. Tom Kiely, Vice President, San Francisco 
Tourism Promotion, San Francisco Travel 
Association

6)  Travel between San Francisco (SFO) and 
Kansai (KIX)

7) Networking buffet lunch
Number of participants: 68

(3)  Visits to companies and business associations in 
the US
For the exchange of opinions on the potential 
business and investment relationship between 
Osaka and San Francisco/Silicon Valley, IBPC 
visited the related business organizations such as 
Japan External Trade Organization (JETRO) San 
Francisco Center, Osaka University San 
Francisco Center, Stanford University, the 
Japanese Cultural and Community Center of 
Northern California (JCCCNC) and Japan-
America Business Initiatives—the consultant 
group promoting business relationships between 
Japan and the US. 
Also, we visited American companies which 
could potentially invest in Osaka and showed 
them the business opportunities and investment 
incentive programs in Osaka.

2. Investment Promotion Activities in China
(1)  Osaka Promotion Seminar in Shenzhen, China

We organized the Osaka Promotion Seminar 
jointly with Osaka City, supported by the 
Shenzhen Municipal Government. The seminar 
was attended by more than ten companies 
interested in developing their businesses 
overseas. We informed them of the business 
environment of Osaka City as an investment 
destination and incentive programs and support 
services offered by the city, while hearing the 
needs and requests of companies in Shenzhen 
that were considering investing in Japan.  
Date and time:  Friday, August 12, 2011, 9:30–

12:30
Venue:  Futian Shangri-La, Shenzhen
Organizers:  Osaka City; IBPC Osaka 

Investment Promotion Center
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　　　　日　　時：2011年8月12日（金）　9:30～12:30
　　　　場　　所：深セン 福田シャングリ・ラ ホテル
　　　　主　　催： 大阪市／財団法人大阪国際経済振興

センター（IBPC大阪企業誘致セン
ター）

　　　　共　　催： 深セン市科学技術工業貿易及び情報
化委員会、深セン市外事弁公室

　　　　プログラム：9:30～9:40　
大阪市平松邦夫市長挨拶
深セン市科学技術工業貿易及び情報
化委員会高林副主任挨拶
9:40～10:10
『ビジネスチャンスと魅力あふれる
都市－大阪』
大阪市長　平松邦夫
10:10～10:30
『中国企業の投資スポット－大阪』
（逐次通訳無し）
IBPC大阪企業誘致センター　熊文匯
10:30～10:45
深セン企業の日本進出事例「華為と
華為日本について」
華為技術日本㈱　ガバメントリレー
ションズ本部長　魏新挙 氏
10:45～11:00
日東電工（中国）会社紹介
日東電工（中国）投資有限会社　　
取締役社長　高淵秀郎 氏
11:00～11:30
質疑応答と意見交換
11:30～12:30
交流会

　　　　参加人数：12社　22名
　　⑵中国での企業訪問
　　　 　中国・深センにおける大阪プロモーションセミ

ナーのあと、平松市長と華為技術有限公司を同行
訪問した。平松市長は同社蒋副総裁と大阪・関西
における華為の事業展開について話し合い、蒋副
総裁から年内には大阪・梅田エリアへ営業拠点を
開設することが示された。

　　　 　また、2011年11月1～5日には上海で開催される
中国国際工業博覧会へ出展の機会を活かし、上海

Co-hosts:   Science,Industry,Trade and 
Information Technology 
Commission of Shenzhen 
Municipality; Shenzhen Foreign 
Affairs Office of Shenzhen 
Municipality

Program: 9:30–9:40
Greeting by Mr. Kunio Hiramatsu, 
Mayor of Osaka
Greeting by Mr. Gao lin, Vice 
Director, Science,Industry,Trade 
and Information Technology 
Commission of Shenzhen 
Municipality
9:40–10:10
Osaka – a city where business and 
other attractive opportunities 
abound
Mr. Kunio Hiramatsu, Mayor of 
Osaka
10:10–10:30
“Osaka, an ideal investment 
destination for Chinese 
companies” (No consecutive 
interpretation provided)
Mr. Xiong Wen Hui, Manager, 
Investment Promotion, IBPC 
Osaka Investment Promotion 
Center
10:30–10:45
Case of a Shenzhen company that 
has opened a business base in 
Japan: “Huawei Technologies and 
Huawei Japan”
Mr.Wei xinju, Director 
Government Relations, Huawei 
Technologies Japan K.K
10:45–11:00
Profile of Nitto Denko (China) 
Investment
Mr.Hideo Takabuchi, Managing 
Director , Nitto Denko(China) 
Investment Co.,Ltd
11:00–11:30
Questions and answers, exchange 
of opinions
11:30–12:30
Reception

Number of participants: 22 (from 12 companies)
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と深センにおいて日本進出関心企業などを訪問
し、大阪市の投資環境、進出企業に提供するサー
ビス、投資インセンティブなどをPRし、大阪市
内への進出を働きかけた。

③国内におけるプロモーション活動
　1. 臨海部見学会の開催
　　 　個別企業や団体向け大阪市臨海部（夢洲・咲洲・
舞洲地区）の現地見学を行い、同地区の現状とポテ
ンシャルを紹介し、産業立地促進を図った。

　　　〈開催実績〉
　　　　個別企業向け見学会：30社　63名
　　　　団体向け見学会：4団体（205社　231名）
　　　　具体的には
　　　　① 大阪市産業経営協会臨海部見学会（2011年4

月25日実施、28社29名参加）
　　　　② 大阪の最新開発プロジェクト視察見学会

（2011年7月28日実施、関西企業など31社34
名参加）

　　　　③ 大阪の最新開発プロジェクトとオフィスエリ
ア視察・見学会（2011年11月25日実施、関
西企業など33社44名参加）

　　　　④ 大阪ベイエリア 産業立地セミナー／現地見
学会（2012年3月23日実施、日本企業など
112社124名参加）

(2)  Visits to Companies in China
After the Osaka Promotion Seminar in Shenzhen, 
China, we accompanied Mayor Hiramatsu to 
Huawei Technologies Co. Ltd., where Mayor 
Hiramatsu and Mr. Jiang, Vice President of 
Huawei Technologies, discussed how Huawei 
Technologies would develop business in Osaka 
and the Kansai region at large. In addition, Mr. 
Jiang told us that they were going to open a sales 
office in the Umeda area of Osaka by the end of 
2011.
We also set up a booth in the China International 
Industry Fair held in Shanghai from November 1 
to 5, 2011. On this occasion, we visited 
Shanghai- and Shenzhen-based companies 
interested in expanding business to Japan and 
informed them of the advantages of the 
investment environment of Osaka City, support 
services offered to foreign companies in Osaka, 
and the city’s investment incentive programs to 
encourage them to establish business bases in 
Osaka City. 

③ Investment Promotional Activities at Home 

1.  Tour to the Osaka Bay Area 
We organized tours to the Osaka Bay area 
(Yumeshima, Sakishima, Maishima districts) for 
individual companies and industrial groups to show 
them firsthand the current situation and potential of 
these districts, and encourage them to establish 
business bases there. 
<Number of participants>
Tour for individual companies: 63 persons from 30 
companies 
Tour for industrial groups: 4 groups (231 persons 
from 205 companies)
The details;
①  Tour to the Osaka Bay Area hosted by Osaka 

City Industrial Management Association
(Date: April 25, 2011, Number of participants: 29 
(from 28 companies)

②  Information Tour of Latest Development Projects 
in Osaka
(Date:July 28, 2011, Number of participants: 34 
from 31 companies)

③  Information Tour of Latest Development Projects 
and Office area in Osaka
(Date: November 25, 2011, Number of 
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　2.  「第5回国際太陽電池展～PV EXPO 2012～」　　　
会場内でのセミナー

　　　日　　時：2012年3月1日（木）　11:00～12:00
　　　場　　所：東京ビッグサイト
　　　プログラム：1 「環境エネルギー産業の最新動向と

大阪・関西企業の強み」
株式会社産業タイムズ社　環境エネ
ルギー産業情報編集長 兼 半導体産
業新聞記者　甕秀樹 氏
2 「大阪市のエネルギー政策について」
 大阪市環境局　環境施策部エネル
ギー政策担当課長　井上雅史 氏

　　　参加人数：87名

④展示会への出展
　1. 「Intersolar North America 2011」
　　 　北米最大規模の太陽光発電・太陽熱関連産業の展
示会である「インターソーラー北米2011」に、大
阪企業誘致センター（O-BIC）、大阪市シカゴ事務所
とともに大阪の企業誘致ＰＲブースを出展した。3日
間の会期中、世界各国から来場した企業関係者に対
し、大阪のビジネス環境や投資への魅力について説
明し、BSO、助成制度などの投資インセンティブ・
サービスに関する情報提供を行った。

　　　期　　間： 2011年7月12日（火）～14日（木）10:00～
18:00（最終日は16:00まで）

　　　場　　所： The Moscone Center ‒ West Hall（米国・
サンフランシスコ市）

　　　主　　催： Solar Promotion International GmbH
Freiburg Management and Marketing 
International GmbH

　2. 「2011中国国際工業博覧会」
　　 　中国政府などが主催する同国最大級の総合工業展
示会に、売りづくりセンターの支援を受ける市内企
業－八洲電業株式会社と共同で日本貿易振興機構
（ジェトロ）のジャパン・パビリオン内での出展を

participants: 44 from 33 companies)
④  Seminar on Osaka Bay Area as an Industrial Hub 

and Site visit
(Date: March 23, 2012, Number of participants: 
124 from 112 companies)

2.  Seminar at PV EXPO 2012 – 5th Int'l Photovoltaic 
Power Generation Expo
Date and time:  Thursday, March 1, 2012, 11:00–

12:00
Venue: Tokyo Big Sight
Program: 

1)  “The latest move in the environment and energy 
industries and strength of the companies in the 
Osaka and Kansai area”
Mr. Hideki Motai, Editor in Chief, (Tokyo) 
Editorial Dept., Sangyo Times, Inc.

2)  “The energy policy of the City of Osaka”
Mr. Masafumi Inoue, Section Manager of 
Energy Policy, Environmental Measures 
Division, Environment Bureau, the City of 
Osaka

Number of participants: 87

④ Exhibition Participation

1.  Intersolar North America 2011
Together with Osaka Business and Investment 
Center (O-BIC) and the Chicago Office of the City 
of Osaka, IBPC presented a showcase at one of the 
largest PV trade shows in North America. During 
the show, we introduced the business environment 
and attractive reasons to invest in Osaka to visitors 
from all over the world, and provided information 
about investment incentive services such as the 
Business Support Office (BSO) and subsidy 
programs. 
Period:  Tuesday, July 12 to Thursday, July 14, 2011, 

10:00–18:00 (closed at 16:00 on the final 
day)

Venue:  The Moscone Center – West Hall (San 
Francisco, USA)

Organized by:  Solar Promotion International GmbH
Freiburg Management and Marketing 
International GmbH

2.  China International Industry Fair 2011
We participated in the China International Industry 
Fair, one of the largest industrial exhibitions hosted 
by the Chinese government, among others. Together 
with Yashima Dengyo Co. Ltd., a company in 
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通じて、出展企業や来場者に大阪の環境・新エネル
ギー関連産業の現況と今後の展望、並びに環境・新
エネルギー関連企業を誘致するための大阪市の投資
環境と取り組みをアピールし、大阪市への進出・再
投資の有望企業を発掘した。

　　　期　　間：2011年11月1日（火）～5日（土）
　　　場　　所：上海新国際博覧中心（中国・上海市）
　3. 「第5回国際太陽電池展～PV EXPO2012～」
　　 　大阪市及び大阪外国企業誘致センターと共同で
ブースを出展し、昨年12月に指定された「国際戦略
総合特区」対象エリアである「大阪駅周辺地区」・「大
阪ベイエリア(夢洲・咲洲)」等の最新動向をはじめ、
環境エネルギー産業における大阪・関西企業の強み
を紹介した。

　　　期　　間：2012年2月29日（水）～3月2日（金）
　　　場　　所：東京ビッグサイト
　　　主 催 者： リード エグジビション ジャパン株式

会社

⑤相談者・見学者への対応
　 　大阪市進出に関する相談に対応する他、関係機関の
来訪に応じて情報交流を行うとともに大阪市の誘致施
策の紹介などを実施した。
　　〈相談対応件数〉198件

⑥対大阪投資関心企業招聘事業
　 　大阪への投資に関心を持つ国内外の企業等を招聘
し、大阪企業とのビジネスマッチング、進出に関する
コンサルティングや翻訳サービスを無料で提供するな
ど、具体的なビジネス開始の支援を行った。

Osaka City and a recipient of the support of the 
Overseas Business Development Initiative, we set 
up a booth in the Japan Pavilion organized by the 
Japan External Trade Organization (JETRO), where 
we provided exhibiting companies and visitors with 
information on the current trends and future 
prospects of environment- and new energy-related 
industries in Osaka and also on the investment 
environment of Osaka City and various programs 
offered by the city to encourage companies in these 
industries to invest in Osaka. In doing so, we 
identified Chinese companies likely to establish 
business bases in Osaka City or to reinvest in the 
city. 
Period: November 1 (Tue) - 5 (Sat) , 2011
Venue:  Shanghai New International Expo Centre 

(Shanghai,China)
3.  PV EXPO 2012 – 5th Int'l Photovoltaic Power 

Generation Expo
Jointly with Osaka City and the Osaka Business and 
Investment Center, we set up a booth in the Expo to 
offer the latest information on the “Osaka Station 
district” and “Osaka Bay area (Yumeshima/
Sakishima district)” designated as Kansai 
Innovation Comprehensive International Strategy 
Zone in December 2011, and communicate the 
advantages of Osaka- and Kansai-based companies 
in the environment- and energy-related industries. 
Period:  Wednesday, February 29 to Friday, March 2, 

2012
Venue: Tokyo Big Sight, Japan
Organizer: Reed Exhibitions Japan Ltd.

⑤  Services for Consultation Inquiries and 

Visitations

As part of its effort to introduce Osaka’s investment 
promotion policy, IBPC responded to consultation 
inquiries and also welcomed visits by various parties 
for the purpose of information exchange.

<Number of Consultations> 198

⑥  Program to Invite Businesses Interested in 

Investment in Osaka

We provided specific help for launching business 
operations by inviting domestic and international 
companies interested in investing in Osaka and 
providing them, at no cost, with business matching 
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　　〈招聘企業数〉  28社、11カ国

⑦大阪フォーリン・ビジネス・ネットワーク・クラブ
　 　大阪市では、大阪への投資・進出を促すため、関西
で活動する外資系企業や在阪の海外領事館・海外商工
会議所のメンバーを招いて大阪の最新状況を提供する
情報交換会「大阪フォーリン・ビジネス・ネットワー
ク・クラブ」を開催しており、IBPC大阪企業誘致セン
ターも実施に協力した。
　　〈開催実績と参加者数〉
　　第１回
　　日　　時：2011年10月5日(水)
　　場　　所： 大阪市環境局会議室（大阪市阿倍野区）
　　テ ー マ：「阿倍野地区の開発について｣
　　参加人数：50名

　　第２回
　　日　　時：2012年3月22日(木）
　　場　　所： ものづくりビジネスセンター大阪MOBIO

（東大阪市）
　　テ ー マ： 「関西イノベーション国際戦略総合特区

の説明とMOBIO見学」
　　参加人数：30名

⑧大阪ビジネス交流クラブ
　 　これまで大阪進出支援を行った外資系企業などを対
象に、企業相互の交流を促進し、あらたな事業拡張の
機会を提供するために、2008年10月に創設し、在阪企
業とのビジネスマッチング、情報交換・交流の場を提
供している。

　　第７回  
　　日　　時：2011年6月2日（木）　14:00～17:00
　　場　　所：大阪商工会議所

opportunities with potential partners in Osaka, 
consultation for investment, and translation services. 

Number of participants:  28 companies from 11 
countries

⑦  Osaka Foreign Business Networking Club

To promote investment and business establishment in 
Osaka City, the City of Osaka hosts the Osaka Foreign 
Business Networking Club, inviting foreign companies 
active in the Kansai region, foreign consulates in 
Osaka, and foreign members of the Chamber of 
Commerce to hear the latest information on Osaka 
City. IBPC Osaka Investment Promotion Center 
collaborated with this program. 

<Achievements and Participants>
The 1st Meeting

Date and time: Wednesday, October 5, 2011
Venue:   conference room of Environment 

Bureau, Osaka City Government 
(Abeno-Ku Osaka city)

Theme:   Development of the Abeno District
Number of participants: 50

The 2nd Meeting
Date and time: Thursday, March 22, 2012
Venue:   Monodzukuri Business Information-

center Osaka(MOBIO) (Higashi 
Osaka City)

Theme:   Briefing on the Comprehensive 
Special Zone for International 
Competitiveness Development for 
Kansai Innovation and a visit to 
MOBIO

Number of participants: 30

⑧  Osaka Business Networking Club

The Osaka Business Networking Club was established 
in October 2008 to promote exchanges between 
foreign companies and organizations whose operations 
in Osaka have been supported by Osaka City, as well 
as to provide them with opportunities to further expand 
their operations in Osaka. The club also offers a forum 
for business match-ups, face-to-face interaction, and 
exchange of information with potential business 
partners based in Osaka.

The 7th Meeting 
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　　主　　催： 大阪市、大阪府、大阪商工会議所、　　 
ジェトロ大阪本部

　　共　　催：近畿経済産業局
　　プログラム：1「日本の復興に向けた取組み」
　　　　　　　　経済産業省通商交渉官　中尾泰久氏
　　　　　　　2 大阪府、大阪市、ジェトロ等の震災へ

の取り組み発表
　　　　　　　3ネットワーキング交流会　
　　参 加 者： 70名

　　第８回
　　日　　時：2011年9月27日（火）　12:00～14:30
　　場　　所：大阪商工会議所
　　主　　催： 大阪市、大阪府、大阪商工会議所、 　　

ジェトロ大阪本部
　　プログラム：1 「震災後のわが国経済の見通し並びに

大阪経済の展望」
　　　　　　　　早川英男・日本銀行大阪支店支店長
　　　　　　　2ネットワーキング交流会　
　　参 加 者：80名

⑨大阪市立地促進助成制度の窓口業務
　 　大阪市では、大阪市に進出する企業・大学に対して
各種助成制度を設けている。また、今年度は東日本大
震災で被災した企業を対象とした支援制度も設けた。
IBPC大阪企業誘致センターでは、これらの助成制度
及び支援制度の広報・問合せ対応など、窓口業務を行っ
た。

⑩国内外進出有望企業等発掘事業
　 　本事業では、国内外の専門知識や企業とのネット
ワークを持つコンサルタント等と委託契約を締結し、

Date and time: Thursday, June 2, 2011, 14:00–17:00
Venue:  Osaka Chamber of Commerce and 

Industry
Organizers:  The City of Osaka; Osaka Prefectural 

Government, Jetro Osaka
Co-hosts:   Kansai Bureau of Economy, Trade 

and Industry (METI-KANSAI)
Program: 1)  Japan's challenges towards recovery

Mr. Yasuhisa NAKAO, Deputy 
Director-General for International 
Trade Policy, Ministry of Economy, 
Trade and Industry

2)  Osaka Prefectural/City Government 
and JETRO’s tasks for reconstruction 
from the great earthquake

3)  Reception for Networking Club 
members

Number of participants: 70

The 8th Meeting 
Date and time:  Tuesday, September 27, 2011, 

12:00–14:30
Venue:  Osaka Chamber of Commerce and 

Industry
Organizers:  The City of Osaka; Osaka Prefectural 

Government, Jetro Osaka
Program: 1)  Outlook of the Japanese economy 

after the Great East Japan Earthquake 
and prospects for Osaka’s economy
Mr.Hideo,Hayakawa, General 
Manager, Osaka Branch, Bank of 
Japan

2)  Networking
Number of participants: 80

⑨  Incentive Programs of the City of Osaka

The City of Osaka offers various types of subsidies for 
businesses and universities establishing operations in 
Osaka. In this fiscal year, new support programs were 
introduced for businesses affected by the Great East 
Japan Earthquake. IBPC Investment Promotion Center, 
as a point of contact, publicized these subsidies and 
support programs, and handled inquiries about them. 

⑩  Program to Identify Domestic and International 

Companies Potentially Interested in 

Investment in Osaka. 
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大阪市への進出もしくは既存拠点の増床など再投資の
意向や計画を有する企業を発掘、個別面談を通じて、
大阪市内への大規模な先端技術の工場、研究開発拠点、
および事業所等の誘致を行った。

The program aims to attract large-scale high-tech 
factories, research and development bases and business 
offices to Osaka. We contract consultants with 
extensive connections with specialists and businesses 
both domestically and abroad. These consultants 
identify and then arrange individual consultations with 
companies considering or already planning 
reinvestment efforts such as further advancement into 
Osaka or expansion of existing bases of operations.
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（3）ビジネス・サポート・オフィス（BSO）の提供
及び大阪生活オリエンテーションの実施

(3) Business Support Office and Orientation 

on Living in Osaka

（4）その他事業 (4) Others

　IBPC大阪の事務所内に短期貸事務所「IBPC大阪ビジ
ネス・サポート・オフィス」を設置し、大阪への事業所
設置を考える外国企業や公的団体等に提供した。さらに、
外国人入居者に対し、大阪で安全快適な生活を送る為、
財団法人大阪国際交流センターと連携し、医療、教育、
税制、年金制度など、生活に必要な情報を多言語（日本
語、英語、中国語、韓国・朝鮮語等）で説明する「大阪
生活オリエンテーション」を実施した。
　　〈利用企業数〉
　　　12社　6ヶ国・地域
　　〈主な業種〉
　　　在外公館、IT、RT、環境関連、貿易業等

The temporary rent-free office, “Business Support Office 
(BSO)”, is located within our office, and provided to 
international firms and public organizations interested in 
setting up their business base in Osaka. Furthermore, in 
order to facilitate a secure and comfortable living 
environment for the international community, IBPC and 
the Osaka International House Foundation held an 
orientation titled, “Living in Osaka”. The orientation 
explained issues such as health care, education, taxation 
and pensions in multiple languages including Japanese, 
English, Chinese and Korean. 

BSO users:  12 companies from 6 countries and 
regions. 

Main type of business:  government office abroad, 
Information technology, 
robotics, trade, environmental 
firms, foreign organizations, 
etc.

1. フランス－大阪 経済投資セミナー
　 　フランスと大阪の経済投資交流の促進を図るため、
大阪市及び在日フランス商工会議所、在日フランス大
使館対仏投資庁日本事務所等と共同で、「フランス－大
阪 経済投資セミナー」を開催した。
　 　相互に進出している企業による進出事例の報告の
他、フランスの投資環境や大阪での企業進出サポート
等についてプレゼンテーションを行い、セミナー終了
後には、開発が進む大阪駅北地区先行開発区域「グラ
ンフロント大阪」PRセンターの見学会も実施した。
　　日　　時：2011年6月15日（水）　10:15～16:30

1.France-Osaka Economic Investment Seminar 
To promote exchanges between France and Osaka in 
economic investment, we organized the “France-Osaka 
Economic Investment Seminar” jointly with Osaka City, 
the French Chamber of Commerce and Industry in Japan, 
and the Japan Office of the Invest in France Agency. 
In the seminar, presentations were made on cases of 
French and Osaka-based businesses establishing 
operations in Osaka and France respectively, the 
investment environment of France, and support services 
available in Osaka for foreign companies. After the 
seminar, a tour was organized to visit the PR Center of 
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　　場　　所：大阪市公館
　　主　　催： 在日フランス商工会議所、在日フランス

大使館対仏投資庁日本事務所、大阪外国
企業誘致センター、大阪市、大阪国際経
済振興センター、大阪府、大阪商工会議
所

　　講 演 者：・ ＮＴＮ株式会社　常務執行役員／経営
戦略本部 本部長　木戸章司 氏
・ エスモード・インターナショナル代表
仁野覚 氏
・ 在日フランス大使館 対仏投資庁 日本事
務所代表　クリストフ・グリニョン 氏
・ 大阪外国企業誘致センター（O-BIC）　 
事務局次長　竈門加珠子 氏
・ TMI総合法律事務所 外国法事務弁護士
（フランス法）デヴィ・ル・ドゥサール氏

　　参加人数：セミナー103名　　見学会37名
2. アーバン・イノベーション・セミナー
　 「新たな産業創造を目指す国際的産学官連携のありか
た」　～英国オックスフォード大学の事例～
　　日　　時：2012年3月23日（金）　15:00～20:00
　　場　　所：阪急グランドビル
　　主　　催： 都市活力研究所
　　共　　催： 大阪商工会議所、大阪国際経済振興セン

ター
　　講 演 者：・ 都市活力研究所 専務理事 奥田耕二 氏

・ 在大阪英国総領事館 英国総領事　
  サイモン・フィッシャー 氏
・ オックスフォード大学 アイシスイノ
ベーション アジア代表　
  デビッド・バグハースト 氏
・ オックスフォード大学 アイシスイノ
ベーション 日本代表　饗庭賢治 氏
・ 在大阪英国総領事館 上席商務担当官
宮松寛有 氏
・ 株式会社堀場製作所 常務執行役員 開
発本部本部長　足立正之 氏
・ 大阪大学 産学連携本部 特任教授 樺澤
哲 氏

　　参加人数：72名

“Grand Front Osaka”, a priority development area of the 
Osaka Station North district currently under 
redevelopment.  

Date and time:  Wednesday, June 15, 2011, 10:15–
16:30

Venue:   Mayor’s Mansion 
Organizers:   French Chamber of Commerce and 

Industry in Japan; Invest in France 
Agency; Osaka Business and 
Investment Center; the City of Osaka; 
IBPC Osaka Investment Promotion 
Center; Osaka Prefectural Government; 
Osaka Chamber of Commerce and 
Industry

Speakers: ・ Mr. Shoji Kido, Senior Executive 
Officer, Corporate Strategy & 
Information Technology, NTN 
Corporation

 ・ Mr. Satoru Nino, President, Esmod 
International

 ・ Mr. Christophe Grignon, Director for 
Japan, Invest in France Agency

 ・ Ms. Kazuko Kamado, Deputy 
Secretary General, Osaka Business 
and Investment Center

 ・ Mr. Davy Le Doussal, Foreign Law 
Counsel, TMI Associates

Number of participants:
   seminar – 103, information tour – 37

2. Urban Innovation Seminar 
“International university-industry-government 
collaboration for creating new industries – a case study of 
Oxford University” 

Date and time: Friday, March 23, 2012, 15:00–20:00
Venue:  Hankyu Grand Building  
Organizer:  Urban Innovation Institute 
Co-organizers:   Osaka Chamber of Commerce and 

Industry, Osaka International Business 
Promotion Center

Speakers:

 ・ Mr. Koji Okuda, Director, Urban 
Innovation Institute

 ・ Mr. Simon Fisher, British Consul-
General, British Consulate-General 
Osaka

 ・ Dr. David Baghurst, Head of ISIS 
Innovation Asia, Oxford University

 ・ Mr. Kenji Aiba, Head of ISIS 
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Innovation Japan, Oxford University

 ・ Mr. Hirokuni Miyamatsu, Senior 
Trade Advisor, British Consulate-
General Osaka

 ・ Mr. Masayuki Adachi, Ph.D., Senior 
Corporate Officer, General Manager, 
Research & Development Division, 
Horiba Ltd.

 ・ Mr. Satoshi Kabasawa, Ph.D., Office 
for University-Industry Collaboration, 
Osaka University

Number of participants: 72
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