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IBPC大阪事業報告

1. 国際課の概要
Outline of the International Affairs Dept.
大阪経済の国際化と活性化を図るために、ビジネス
パートナー都市（BPC）提携機関や在阪貿易促進機関、
経済団体などと連携し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。

(1) Investment Promotion Project
(IBPC Osaka)

（1）企業誘致プロジェクト（IBPC大阪）
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大阪企業誘致プロジェクト（2013年4月に名称変
更）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大阪企業誘致プロジェクトでは、スタッフ4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。
〈2013年度進出決定企業数〉

19社

〈2013年度再投資決定企業数〉 2社
〈2013年度進出内定企業数〉

With the aim of globalizing and revitalizing Osaka’s
economy, the International Affairs Department supports
Osaka-based small and medium-sized enterprises (SMEs)
in international business by cooperating with the Business
Partner Cities (BPC) network members, Osaka trade
promotion organization and economic organization. The
division also implements projects to attract investment in
Osaka by Japanese and foreign companies.

3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 and changed the organization name as the IBPC
Osaka Investment Promotion Project in April 2013.
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 four dedicated members.
These members of staff assist enterprises preparing to
establish 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 of newly establishment
in FY 2013> 19 companies
<Number of achievements of reinvestment in FY
2013> 2 companies
<Number of the companies which have made
informal decision to newly establish business
bases in Osaka city in FY 2013> 3 companies

(2) Economic Exchange Project
(IBPC Osaka)

（2）経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
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、商談会
の開催、経済ミッションの派遣・受入等を通じて国際ビ
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With the aim of supporting Osaka-based SMEs in
international business activities, the IBPC Osaka 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

国際課の概要
Outline of the International Affairs Dept.

ジネス活動を支援している。

supports international business through activities such as
making trade information available via the Internet, holding
business meeting, sending and hosting business missions
and offering training for overseas business managers.

（3）ビジネスパートナー都市(BPC)の
ネットワーク

(3) Business Partner Cities (BPC) Networks

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。

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)

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タイ商業会議所(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）
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3.経済交流プロジェクト（IBPC 大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
(1)海外ビジネス相談事業
International Business Consultations
海外ビジネスに精通した経験豊かなアドバイザーが、貿易のノウハウなど取引に関する簡易な質問
から専門性の高い特殊事項に関する相談まで、中小企業が抱える様々な相談に対しコンサルティング
を行った。また、中国・ベトナム・インドに関しては、投資、法務、税務、労務、ロジスティクス、仲裁等ビジ
ネスニーズに応じた専門アドバイザーを紹介し、各地域との取引及び現地への進出、進出後の諸問題
等に関する各種個別相談を行った。
At the trade and investment consultation desk, experienced expert advisers in international business
provided SMEs with consultation services ranging from answering questions about trade know-how
and other business basics to offering advice on highly specialized matters. Also, as for business
related to China, Vietnam and India, IBPC Osaka has introduced expert advisers who is possible to
accept business needs such as investment, judicial affairs, tax matters, labors, logistics and
mediations and also has provided individual consultation such as business with each area, overseas
expansion and each troubles after expanded.
①中国ビジネス相談
相談日数 7 日
相談件数 11 件
①China-related business consulting
Days offered: 7
Number of consultations: 11
②ベトナムビジネス相談
相談日数 13 日
相談件数 16 件
② Vietnam-related business consulting
Days offered: 13
Number of consultations: 16
③インドビジネス相談
相談日数 15 日
相談件数 16 件
③ India-related business consulting
Days offered: 15
Number of consultations: 16
(2)経済セミナー開催事業
国際経済情勢や海外企業からの生の情報をセミナー等を開催して提供した。また、貿易や投資の対
象となる国や地域について最新の投資環境等の紹介や様々な国際経済に関する問題点などを判りや
すく解説した。
(2) Economic Seminars

IBPC Osaka held seminars and other events to provide information on the global economic situation
and firsthand information from overseas companies. Updated information on the investment
environments in target countries and regions for trade and investment and details of various
problems faced by the world economy were also addressed.
①IBPC 大阪経済セミナーの開催
① IBPC Osaka Economic Seminars:
・『中国・天津経済セミナー ～魅力ある投資環境＆消費市場としての天津～』
2014 年 2 月 20 日(木)開催 参加者：109 名
Tianjin, China economic seminar
–Tianjin as the attractive investment environment & consumption market–
February 20, 2014
Number of consultations: 109
・「インドビジネスセミナー2014 ～インド巨大市場進出への第一歩～」
2014 年 3 月 7 日(金)開催
参加者：93 名
Business seminar regarding India 2014 -The first step to expand into a gigantic market in IndiaMarch 7, 2014
Number of consultations: 93
②セミナーの開催（協力、後援）
Seminars held with the cooperation or support of IBPC Osaka
開催日
名 称
Date
Theme
2013 年
5 月 15 日 大阪インド IT フォーラム
May 15
IT forum Osaka and India
5 月 21～24 日 2013 上半期貿易商談会 in 釜山
May 21～24 Trade business meeting in Busan of the first half of the year 2013
5 月 21～23 日 第 17 回中国江蘇省輸出商品展示会
May 21～23 The 17th Export product exhibition on Jiangsu, China
5 月 27～30 日 2014 上半期 「貿易商談会 in 釜山」
May 27～30 Trade business meeting in Busan of the first half of the year 2014
5 月 30 日 中国からのロイヤルティ取得の法務と税務
May 30
Judicial affairs and taxation business to acquire the loyalty from China
6 月 11 日 鎮江経済技術開発区（大阪）投資説明会
June 11 Information session (Osaka) for investing in Zhenjiang Economic and technological development
zone
6 月 12 日 香港・中国環境ビジネスセミナー in 大阪
June 12
Environmental business in Hong Kong seminar in Osaka
6 月 19 日 アジアの物流・港湾シンポジウム
June 19
Logistics in Asia, ports symposium
7月2日
第 3 回 韓国 節電・エコ 商談会 in 大阪
July 2
The 3rd Conserve energy and ecology in Korea business meeting in Osaka
7 月 2 日 2013 中国・揚州経済技術開発区（大阪）投資説明会
July 2
2013 Information session (Osaka) for investing in Yangzhou Economic and Technological
Development zone in China
7 月 2 日 第 3 回 韓国 節電・エコ 商談会 in 大阪

July 2
The 3rd Conserve energy and ecology in Korea business meeting in Osaka
7月3日
最新「中国の外貨管理」講座
July 3
Lecture for The latest foreign currency in China
7 月 19～21 日 第 7 回中国民族商品交易会
July 19～21 The 7th Chinese race product trade fair
7 月 29 日 IHPC 開設 18 周年記念「カナダ住宅建材カンファレンス 2013 」
July 29
The 18th Anniversary of IHPC establishment “Canadian building materials conference 2013”
7 月 31 日 海外販路開拓セミナー
売って出よう！大阪から世界へ 「成功企業が語る海外販路開拓のポイント」
July 31
International sales route development seminar
Let’s sell to the world from Osaka “The point for sales route development that success
companies talk about”
8 月 7 日 中国射陽（大阪）新興産業・特色産業投資説明会／懇親会
August 7
sunrise industries and special industries investment seminar/meeting regarding Sheyang,
China
in Osaka
8 月 30 日 グローバル経営基盤フォーラム in 大阪
August 30 Grobal management foundation forum in Osaka
10 月 3 日 香港金融セミナー（大阪）
October 3 Hong Kong financial seminar in Osaka
10 月 16～17 日 第 7 回韓国商品展示商談会－大阪
October 16～17 The 7th Korean product exhibition and business meeting in Osaka
10 月 22 日 ベトナム・ビジネスセミナー ～ホーチミン市 貿易・投資 セミナー～
October 22 Vietnam business seminar – Ho Chi Minh city trade and investment seminar10 月 23 日 中国進出医薬品産業セミナー 天津西青開発区医薬品産業投資説明会
October 23 Medical industries seminar to expand to China. Investment seminar for medical industries
in Xiqing, Tienjin development area
10 月 29～30 日 第 6 回 海外バイヤーマッチング・大阪大商談会 2013
October 29～30 The 6th International buyer matching, business meeting in Osaka 2013
10 月 31 日 第 1 回 韓日 メディカルプラザ 商談会 in 大阪
October 31 The 1st Korean medical plaza business meeting in Osaka
11 月 13 日 江蘇省無錫惠山経済開発区投資環境説明会・懇親会
November 13 Environmental investment seminar and meeting for Xishan huishan, Jiangsu economic
development area
11 月 28 日 杭州湾上虞工業園区・紹興上虞日本工業園（大阪）投資環境説明会
November 28
Shangyu Hangzhouwan Industrial Park・Shaoxin Shangyu Japanese Industrial Park
environmental investment seminar
11 月 29 日 韓国(K) ファッション 展示商談会 in 大阪 K - Fashion Business Plaza in Osaka
Nobember 29 Korean fashion fair and business meeting in K - Fashion Business Plaza in Osaka
12 月 1～5 日 ホーチミン市経済ミッション
December 1～5 The economic mission to Ho Chi Minh city
12 月 17～18 日 【海外販路拡大 大商談会】～海外バイヤー編～
December 17～18 Business meeting for overseas sales rout expanding – Overseas buyer edition2月5日
インド・ハリヤナ州投資セミナー
February 5 Haryana, India investment seminar
2014 年
2 月 14 日 大阪特区プロモーションセミナー（東京会場）～事業者の立場から、大阪の優れた投資魅力
をご紹介！～
February 14 Osaka Innovation Ward promotion seminar in Tokyo - Superior investment attractiveness of

Osaka is introduced by the company2 月 16～21 日 インドネシア省エネ・新エネルギー市場開拓ミッション
February 16～21 The mission for expanding Indonesian energy saving and new energy market
2 月 19 日 香港 春節セミナー 2014 in 大阪～アジア市場へのゲートウェイ：「香港」～
February 19 Hong Kong Spring Festival seminar 2014 in Osaka –The gateway to Asian markets “Hong
Kong”2 月 20 日 パキスタン企業(PJBF)来日展示商談会
February 20 Pakistani companies (PJBF) visited to Japan for display and business meeting
3 月 4～5 日 第 8 回 海外バイヤーマッチング・大阪大商談会
March 4～5 The 6th International buyer matching, business meeting in Osaka 2013
3月6日
日中経済貿易センター第 67 回専門講演会
これからの対中事業のリスクマネジメント～中国ビジネスにおいて企業倫理に潜むリスクと対策 ほか～
March 6
Business risk management to China - The Risk behind in business ethics and measures
on China- etc
3 月 25 日 メルボルン・バイオ・環境ビジネスセミナー
March 25 Biotechnology and environment business seminar regarding Melbourne
3 月 25 日 オーストラリア環境関連企業との個別商談会
March 25 Individual business meeting with companies related Australian environment
（3）情報提供・広報事業
（3）Distribution of Information and Public Relations
IBPＣ大阪の業務内容を各種広報により紹介し、市内中小企業の利用促進に努めている。
またホームページにより、主催事業を含む国際ビジネス関連のセミナー、商談会、展示会、ミッション情
報を提供し、集客促進を行った。
IBPC Osaka introduces the content of its services through a range of PR efforts, encouraging SMEs in
Osaka to utilize their services.
On the website of IBPC Osaka posted various information related international business,
such as seminars, business meetings, exhibitions and missions, including hosted events, to attract
participants.
① 広報用パンフレット等の発行
・中国ビジネス相談室チラシ（2013.4 改訂版）

2,000

部

・ベトナムビジネス相談室チラシ（2013.4 改訂版）
・インドビジネス相談室チラチ（2013.4 改訂版）
・ＩＢＰＣ大阪アニュアルレポート（2012 年版）
・IBPC パンフレット（2013 年版）-日本語
・IBPC パンフレット（2013 年版）-英語
・タイ・メタレックス 2013 現地広報活動用共同チラシ作成 (英語版）

2,000
2,000
2,000
1,500
500
1,000

部
部
部
部
部
部

PR brochures and other publications
①PR brochures and other publications
- China Business Consulting flier: 2,000 copies
- Vietnam Business Consulting flier: 2,000 copies
- India Business Consulting flier: 2,000 copies
- IBPC Osaka Annual Report 2012: 2,000 copies
- IBPC Osaka brochure (2013) -Japanese: 1,500 copies
- IBPC Osaka brochure (2013) -English: 500 copies

- Metalex Thailand 2013 corporate flier for local PR (English): 1,000 copies

②FAX レポートの発行
案内事業件数 22 件
発行総数
46,050 枚
②FAX Report
Number of projects delivered: 22
Circulation: 46,050
③メールマガジンの発信
発行件数
79 件
発行部数
198,186 部
③E-mail Newsletter
Number of issues: 79
Circulation: 198,186
④ホームページ
国際部日本語トップアクセス数：
経済交流Ｐ日本語トップアクセス数：
国際部英語トップアクセス数：
経済交流Ｐ英語トップアクセス数：
国際部中国語トップアクセス数：
経済交流Ｐ中国語トップアクセス数：
全体のページビュー

64,892 件
16,996 件
2,460 件
989 件
1,136 件
550 件
721,949 件

④Web site
International affairs dept Japanese page visits: 64,892
Economic exchange project Japanese page visits : 16,996
International affairs dept English page visits: 2,460
Economic exchange project English page visits : 989
International affairs dept Chinese page visits: 1,136
Economic exchange project Chinese page visits : 550
Total page views:
721,949

（4）ミッション派遣事業
(4) Dispatch of business missions
中小企業の海外でのビジネス機会拡大や情報収集促進のため、BPC 提携先の協力のもと BPC 都市
へ、経済ミッションの派遣を行った。
To promote gathering inforamtion and expand business opportunities in oversean for SMEs, we dipatched
business delegations to BPCs in cooperation with BPC partners.
① 経済交流ミッションの派遣
①Business missions sent overseas

「メルボルン市ファッション・デザインミッション」
2013 年 9 月 2 日(月)～7 日(土) ＜6 日間＞
訪問先： オーストラリア共和国 ビクトリア州 メルボルン市
参加者： 3 名
主 催： 大阪市
協 力： 大阪府、公益財団法人大阪産業振興機構、大阪商工会議所、共同組合関西ファッション連
合、
メルボルン市、オーストラリアン・インダストリーグループ
後 援： 在大阪オーストラリア総領事館
事 務 局： 一般財団法人大阪国際経済振興センター（IBPC 大阪）
“Fashion and design mission to Melbourne”
 September 2 – 7 2013 <6days>
 Destinations: Melbourne, Victoria, Australia
 Participants: 3
 Organizer: City of Osaka
 Collaborating Organization: Osaka Prefecture Government, Osaka Foundation for Trade and
Industry, Osaka Chamber of Commerce and Industry, Association of Kansai fashion, City of
Melbourne, Australian Industry Group,
 Supporting organization: Australian Consulate-General
 Secretariat: IBPC Osaka
「ホーチミン市経済ミッション」
2013 年 12 月 1 日（日）～5 日（木） 5 日間
訪 問 先： ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市、ドンナイ省、ロンアン省
参 加 者： 14 名
主
催： 大阪市
共
催： 一般財団法人大阪国際経済振興センター（IBPC 大阪）
協
力： 近畿経済産業局、大阪府、独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）大阪本部、
公益財団法人大阪産業振興機構、ホーチミン市人民委員会、ベトナム商工会議所ホ
ーチミン支部
後
援： 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

“Economic Exchange Mission to Ho Chi Minh City”
 December 1 – 5 2013 <5days>
 Destinations: Ho Chi Minh city, Vietnam
 Participants: 14
 Organizer: City of Osaka
 Co-organizer: IBPC Osaka
 Collaborating organization: Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry, Osaka Prefecture
Government, JETRO, Osaka Foundation for Trade and Industry, People’s Committee of Ho Chi
Minh City, Vietnam Chamber of Commerce and industry, Ho Chi Minh City Ｂranch,
 Supporting Organization: Embassy & Consulate General of Viet Nam in Japan
② 商談会の開催（主催）
②Business meetings hosted
月 日

商談会名（商談企業数/商談件数）

Date

Title of business meeting (Number of companies/Business inquiries)

2013 年
・6 月 17 日 インドネシア食品商談会 （8 社 95 件 ）
・7 月 2 日 第 3 回 韓国 節電・エコ 商談会 in 大阪 （32 社 350 件）
・9 月 9 日 メルボルン経済ミッション個別訪問商談 (1 社 4 件)
・9 月 11 日～13 日 「アジア・フードショー2013」商談会 （20 社 192 件）
・12 月 3 日 天津商談会 2013（大阪） （8 社 38 件）
・12 月 3 日 ホーチミン市経済ミッション商談会 (4 社 28 件)
2013
Jun 17 Indonesia foodstuff business meeting (8/95)
July 2 The 3rd Conserve energy and ecology in Korea business meeting in Osaka (32/350)
September 9 Individual business matching at Economic exchange mission to Melbourne.(1/4)
September 11 – 13 「Asian food show 2013」 Business meetings (20/192)
December 3 Tianjin fair 2013 business meeting (8/38)
December 3 Business meeting at Economic exchange mission to Ho Chi Mihn (4/28)

（5）現地展示会出展
（5）Participation in Local Exhibitions
ＡＳＥＡＮ最大級の国際工作機械・金属加工技術展である「ＭＥＴＡＬＥＸ2013（第 27 回国際工作機械・
金属加工技術展）」に大阪共同ブースを出展することで在阪中小企業のタイ及びＡＳＥＡＮ地域での市場
販路拡大支援を行うため参加企業を募集し出展支援を行った。
2013 年
11 月 20 日（水）～23 日（土）

「METALEX 2013（第 27 回国際工作機械・金属加工技術展） 」
大阪ブース（出展社数：5 社 有望商談件数：76 件）

IBPC Osaka collected applicant companies and supported to exhibit by providing Osaka cooperate
booths to Metalex 2013 which is ASEAN's largest international machine tool and metalworking
technology trade exhibition and conference for assisting Osaka based SMEs to expand market around
ASEAN area and Thailand.
2013
November 20 – 23 “METALEX 2013 (international machine tool and metalworking technology trade
exhibition) Osaka booths (Exhibiting companies: 5, Promising business inquiries 34)
（6）人材研修事業
(6)Training Program
BPC 提携機関から、各都市の幹部候補生である実務担当者を招へいし、IBPC 大阪で研修を行うこと
により、IBPC 大阪の業務や大阪市の他機関について知識を深めていただくとともに、在阪企業への訪
問面談を行い、日本企業の経営・生産管理スタイルなどを学ぶ機会を提供した。また、同時に在阪企業
の海外ビジネス展開を円滑にサポートするため、研修生の組織的・人的つながりを最大限に活用しなが
ら、BPC ネットワークを維持・強化した。
IBPC Osaka invites contact persons from Business Partner Cities of Osaka City, who are on the
executive track to participate in in-house training programs. Through visit meetings with companies in
Osaka and provided opportunities to exchange Japanese business and production management.
Concurrently, BPC network had maintained strongly with using trainee’s human and organized

connection to a maximal degree.
期 間：2014 年 2 月 17 日（月）～2 月 28 日（金）
参加者：４名
＜上海市＞
上海浦東新区商務委員会 弁公室 主任
シャオ・ツィーファ氏
＜ホーチミン市＞
ホーチミン市人民委員会 輸出入＆産業貿易局 貿易振興スペシャリスト
ファ・ツオン・リン・タオ氏
＜メルボルン市＞
オーストラリアン・インダストリー・グループ
輸出アドバイザー － オーストレイド・トレードスタート・プログラム
クレイグ・マルコム氏
＜天津市＞
天津商務委員会 外資処
プロジェクト担当官
リ・リャン氏
■Period: February 27 – 28
■Participants: 4
<Shanghai>
Shangahai Pudong New Area Commission of Commerce
Office Director
General Office
Shao Zhihua
<Ho Chi Minh>
People's Committee of Ho Chi Minh City
Import-Export and Industry and Trade Promotion Division
Trading Promotion Specialist
Ms. Hua Thuong Linh Thao
<Melbourne>
The Ausutralian Industry Group
Austrade TradeStart Program
Export Advisor
Mr. Craig Malcolm
<Tianjin>
Tianjin Commission of Commerce
Foreign Investment Department
Project Official
Mr. Li Liang
（7）会員事業及び会員数
(7) Member Services and Membership
IBPC 大阪の会員は IBPC 大阪の活動に協賛し、その活動に対して会員サービスを受けられる。セミ
ナーなどを開催し、会員相互の交流を図っている。
IBPC Osaka members support the activities of the IBPC Osaka, while also receiving a range of member
services through such activities. IBPC promotes interactive networking among its members by hosting

seminars.
①会員事業
① Member services
・セミナーの開催
「輸出入通関実務セミナー（計 10 回）
（2013 年 9 月 26 日～12 月 9 日開催）
「実用ＴＯＥＩＣ対策セミナー（計 10 回）
（2014 年 1 月 9 日～3 月 13 日開催）
- Hosting seminars:
Import/Export Customs Clearance Practices Seminar (10 sessions) (September 26 - December 9, 2013)
Practical TOEIC Seminar (January 9 – March 13 2014)
②会員数（2014 年 3 月 31 日現在）
② Membership (as of March 31, 2014)
法人会員（A）
6社
法人会員（B）
17 社
団体会員 A
1社
団体会員 B
17 社
個人会員
11 人
名誉会員
60 人
（社）大阪輸出入協会からの継続会員 13 社
計 125 社（人）
Corporate members (A):
6
Corporate members (B):
17
Organization members, Category A:
1
Organization members, Category B:
17
Individual members: 11
Honorary members: 60
Continuing members from Osaka Importers & Exporters Association: 13
Total: 125 companies/individual
（8）BPC ラウンドテーブルの開催
(8) BPC Roundtable
アジア太平洋地域との経済ネットワークを構築のために設立された、BPC 提携都市の 14 都市（香港、
シンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、ジャカルタ、ソウル、上海、ホーチミン市、ムンバイ、
メルボルン、天津、オークランド、大阪）が年 1 回集まり今後の方針等を意見交換する場として開催した。
23 回目となる今回は 9 月 5 日（木）にオーストラリア、メルボルンにて開催した。
開 催 日： 2013 年 9 月 5 日（木）
開催都市： メルボルン（メルボルン市議場）
参加都市： 香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、ジャカルタ、上海、
ホーチミン市、メルボルン、大阪（以上 10 都市）
主
催： 大阪市、メルボルン市、オーストラリアン・インダストリー・グループ
テ ー マ： 「ビジネス・オブ・デザイン」 －ニュービジネスと都市機能の推進

アジア太平洋地域との経済ネットワークを構築のために設立された、BPC 提携都市の 14 都市（香港、シ
ンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、ジャカルタ、ソウル、上海、ホーチミン市、ムンバイ、メ
ルボルン、天津、オークランド、大阪）が年 1 回集まり今後の方針等を意見交換する場として開催した。
23 回目となる今回は 9 月 5 日（木）にオーストラリア、メルボルンにて開催した。
Osaka Business Partner City Council was organized with cooperated 14 cities (Hong Kong, Singapore,
Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Seoul, Shanghai, Ho Chi Minh, Mumbai, Melbourne, Tianjin,
Oakland, Osaka) to establish an economic network in the Asia Pacific region hold roundtable once a year
to exchange views of policy in the future. The 23rd roundtable was held in Melbourne at September 5,
2013.
● 大阪市海外事務所の運営を通じた交流事業
大阪の貿易振興と各種の交流促進を目的に設置されている大阪市海外事務所を運営するとともに、引
合斡旋業務や経済情報等の収集・提供、外国企業の誘致をはじめ各種交流を推進しました。
●Networking projects through the operation of Osaka City Overseas Offices
Overseas Offices of Osaka City have been established to promote international trade and deepen ties
with Osaka City. These offices, run through the IBPC Osaka Network Center, facilitate various
exchanges, including business matching, gathering and providing economic/business information as well
as promotion of investment in Osaka City．
■大阪市上海事務所（大阪国際経済振興中心上海代表処）
City of Osaka, Shanghai Office
Address: 2201 Yan An West Road, Shanghai 407, Shanghai International Trade Centre Building, Shanghai
200336
Tel: 86-21-6275-1982
E-mail: dabanshi@osakacity-sh.com
URL: http://www.shanghai.or.jp/osaka-city

