
第2部

◆IBPC大阪事業報告
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ベトナムIT商談会　in　大阪　（2015年9月4日）
Vietnam IT Business Matching in Osaka
（September 4, 2015）

フィリピン経済ミッション
（2015年10月13日～17日）
Philippine business delegation
（October 13-17, 2015）

中国国際工業博覧会
（2015年11月3日～7日）
China International Industry Fair
（November 3 to 7,2015）

マニュファクチャリング
インドネシア2016
（2015年12月2日～5日）
Manufacturing Indonesia 2015
（December 2 to 5, 2015）

オーストラリア食品商談会
（2016年3月10日）
Australian Foodstuff Business 
Matching
（March 10, 2016）

フィリピン食品商談会inアジア・フード
ショー2015
（2015年10月21日～23日）
Phil ippines FoodstuffBusiness 
Matching in Asian Food Show 2015 
（October 21 to 23, 2015）

BPC人材研修プログラム
（2016年2月29日～3月11日）
BPC training program in Osaka
（February 29- March 11, 2016）

タイ国コスメティック商談会
（2016年1月１9日）
Thailand Cosmetics Business
Matching
（January 19, 2016）

BPCラウンドテーブル 2015 マニラ
（2015年10月15日）
BPC Roundtable 2015 Manila　  
（October 15, 2015）

香港フードエキスポ2016
（2015年8月13日～15日）
HKTDC Food Expo 2015
（August 13 to 15, 2015）

IBPC Osaka Event Topics
国際課

経済交流プロジェクト

 International Affairs Department, Economic Exchange Project
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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）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。
〈2015年度進出決定企業数〉　17社
〈2015年度進出内定企業数〉　 1社

（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、研修を通じて
国際ビジネス活動を支援している。

(1) Investment Promotion Project

(IBPC Osaka)

<Number of achievements of newly establishment

in FY 2015> 17 companies

<Number of the companies which have made 

informal decision to newly establish business 

bases in Osaka city in FY 2015> 1 company

(2) Economic Exchange Project

(IBPC Osaka)

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

(3) Business Partner Cities (BPC) Networks

BPC network members (date of partnership)

国際課の概要
Outline of the International Affairs Dept.
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（1）BPCラウンドテーブルの共催

フィリピン貿易産業省外国貿易サービス公社（DTI／
FTSC）との共催で、フィリピン経済区庁（PEZA）の
協力のもと、マニラ市内の同区庁舎にて、「BPCラウン
ドテーブル2015」を開催した。26回目となる今回は7都
市が集い、「中小企業の参入による持続可能な地域経済
およびグローバル経済の構築」をテーマとして、動向が
注目されている環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）の
話題と併せて、それぞれの施策・課題を発表し、活発な
意見交換が行われた。ミーティング終了時には、ホーチ
ミン市人民委員会より、来年度の会議開催をホーチミン
市にて行う旨が発表され、各都市の了承のもと、会議は
終了した。
また、同日の夕刻には、市内ホテルにて、大阪市の主
催により「BPCラウンドテーブル ネットワーキングレ
セプション」が開催された。ラウンドテーブルミーティ
ング参加者をはじめ、フィリピン貿易産業省関係者、マ
ニラ市政府関係者、大阪、ジャカルタからの経済ミッショ
ン団、フィリピン現地企業・経済団体など、82名が出席
し、名刺交換や情報交換など活発な交流が行われた。
■実施事業名：BPCラウンドテーブル2015 マニラ
■実 施 時 期：平成27年10月15日（木）
■実 施 場 所：フィリピン経済区庁（PEZA）新庁舎 

５階
■主　　　催：大阪市、大阪ビジネスパートナー都市

交流協議会、フィリピン貿易産業省外
国貿易サービス公社 （DTI／FTSC）

■参 加 都 市：大阪、香港、クアラルンプール、マニ
ラ、ジャカルタ、ホーチミン、メルボ
ルン（７都市）

■テ　ー　マ：「中小企業の参入による持続可能な地
域経済およびグローバル経済の構築」

■関 連 行 事：○BPCラウンドテーブル　ウェルカム
　　　　　　　　レセプション
　　　　　　　　開催日時：平成27年10月14日（水）
　　　　　　　　マカティ シャングリラ ホテル

○フィリピン経済区庁（PEZA）主催
　昼食会
　開催日時：平成27年10月15日（木）
　フィリピン経済区庁（PEZA）新庁
　舎５階

(1) BPC Roundtable Meeting 2015 Manila

～

・
 ・
 ・

3. 経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
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○ものづくり・IT関連ビジネス マッ
　チング商談会
　開催日時：平成27年10月15日（木）
　フィリピン経済区庁（PEZA）新庁
　舎５階
○BPCラウンドテーブル ネットワー
　キングレセプション
　開催日時：平成27年10月15日（木）
　ニューワールド マカティ ホテル

＜ビジネスパートナー都市（BPC）関連活動＞
BPCラウンドテーブルの開催にあたり、事前に開催
都市へ赴き、打合せや会場視察等を行った。また、近年
BPC事業に参加していない提携先にも訪問し、事業へ
の協力を打診し、協力関係の強化を図った。
■関 連 活 動：○平成27年５月23日（土）～27日（水）

フィリピン（マニラ・セブ）に出張
し、フィリピン貿易産業省（DTI）
等を訪問

 ○平成28年１月19日（土）～23日（水）
ベトナム（ホーチミン市）へ出張し、
ホーチミン市人民委員会等を訪問。
タイ（バンコク）へ出張し、タイ商
業会議所等を訪問。

 ○平成28年２月14（日）～19日（金）
インド（ムンバイ）へ出張し、イン
ド商業会議所等を訪問。韓国（ソウ
ル）へ出張し、大韓商工会議所等を
訪問。

（2）BPCからの研修受入れ

平成20年度より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大阪へ招聘し、BPCネットワー
ク強化のため、研修を実施している。平成27年度はマニ
ラ市、ホーチミン市、メルボルン市、天津市から各１名
の計４名を迎え２週間の日程で研修を行った。研修前半
の１週間は、大阪市役所をはじめとした市内経済関連施
設等の訪問・ヒアリングを通じ、大阪経済や中小企業支
援施策等について理解を深め、後半の１週間は、海外展
開拡大・検討中の市内企業を訪問し、当該地域・都市へ
のニーズを吸い上げ、帰国後も引き続き案件サポートが

(2) Accepting trainees from BPC
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できるよう研修を実施した。
■実施事業名：BPC研修事業 in Osaka
■実 施 時 期：平成28年２月29日（月）～３月11日（金）
■実 施 場 所：大阪市経済戦略局、インテックス大阪、

大阪市経済戦略局関連施設等
■参　加　者：①フィリピン貿易産業省
 　海外貿易サービス部
 ②ホーチミン市人民委員会
 　産業貿易局　貿易管理部
 ③オーストラリアン・インダストリー
 　グループ
 　国際ビジネス相談サービス部
 ④天津市商務委員会
 　外国投資促進・開発ゾーン管理部

（3）BPC等における海外ビジネス促進事業
ミッション派遣

フィリピンものづくり・IT関連産業経済ミッション
ASEAN（東南アジア諸国連合）の中でも2番目に多

い人口を擁し、教育レベルの高い、豊富な労働力をベー
スに堅調なGDP成長率を誇るフィリピンに焦点を当て、
今回は首都マニラに加え、第二の経済都市セブ市にもの
づくり・IT関連企業ミッションを派遣した。両都市で
は多様な参加者ニーズに対応したビジネスマッチング（商
談会）を開催し、今後のビジネスチャンスを探ると共に、
PEZA（フィリピン経済区庁）管轄の工業団地や日系進
出企業の視察、政府機関等への訪問を通じ、ものづくり
とIT産業を中心とした現地ビジネス事情の理解を深めた。
■実施時期：平成27年10月13日（火）～10月17日（土）

＜４泊５日間＞
■実施場所：フィリピン　セブ市・マニラ市
■主　　催：大阪市、（一財）大阪国際経済振興センター
 （IBPC大阪）
■共　　催：在大阪フィリピン共和国総領事館商務部

／フィリピン貿易産業省外国貿易サービ
ス公社

■協　　力：大阪・海外市場プロモーション事業推進

(3) Overseas business promotion activity at 

BPC, etc.: Mission dispatch

経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
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協議会
 （大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公

益財団法人大阪産業振興機構、一般財団
法人大阪国際経済振興センター）

 JETRO大阪本部
■参加企業：９社（13名）
■商談件数：126件　（マニラ：80件　セブ：46件）

（4）BPC等における海外ビジネス促進事業
海外商談会

フィリピンでの個別商談会
■概　　要：マニラ市とセブ市にてミッションに参加

した企業より市内企業３社を選定し、別
途、事前に海外展開サポーターを各社に
派遣し、商材のポテンシャルや新規取引
先への要望を出来る限りくみ上げ、現地
企業との確度の高い商談を実施した。

■実施時期：平成27年10月14日（水）セブ
 15日（木）マニラ
■会　　場：セブ：ウォーターフロントセブシティホテル
 マニラ：フィリピン経済区庁（PEZA）

オフィス
■主　　催：大阪市、（一財）大阪国際経済振興セン

ター（IBPC大阪）、フィリピン貿易産業
省外国貿易サービス公社（FTSC）、フィ
リピン経済区庁（PEZA）

■大阪市内企業数：３社
■フィリピン企業数：38社
■商談件数：35件　（マニラ：19件　セブ：16件）
■海外展開サポーター：２名（国内１名／現地１名）

（5）BPC等における海外ビジネス促進事業
見本市出展

①香港フードエキスポ2015
香港で開催されたアジア最大級の食の見本市「香港フー

(4) Overseas business promotion activity at 

BPC, etc.: Overseas business meetings

Business Meetings in the Philippines

(5) Overseas business promotion activity at 

BPC, etc.: Exhibiting at Trade Fairs

(1) Hong Kong Food Expo 2015
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ド・エキスポ」へインセンティブ（出展小間料補助、通
訳提供、海外展開サポーター（＊）による支援）の提供
を受けた大阪市企業5社と大阪府企業８社にて「大阪ブー
ス」を形成し、企業の販路拡大支援を行うとともに、「食
いだおれ」の町としての大阪の強みをプロモーションした。
（＊）幅広いジャンルでの知識や貿易実務の専門知識
を有する専門家で、会期前の出展準備段階から会期中、
会期後の商談等をフォローし、企業ニーズに応じた支援
を行う。
■実施時期：平成27年８月13日（木）～15日（土）
■実施場所：香港コンベンション＆エキシビジョン・

センター
■支援企業数：５社（４小間） ※大阪府：８社（４小

間）　計13社（８小間）
■商談件数：150件
■海外展開サポーター：２名

＜香港フードエキスポ2015 概要＞
会　　　期：平成27年８月13日（木）～15日（土）　

※13日、14日はB to B, 15日はB to C
会　　　場：香港コンベンション＆エキシビション・

センター
主　　　催：香港貿易発展局
取扱品目：①食品及び飲料製品
 ■パン・焼き菓子類、■アルコール飲料、

■ノンアルコール飲料、健康飲料、コー
ヒー、■ビスケット、スナック、菓子類、
■缶詰、冷凍食品、保存食品、■簡易食
品、インスタント食品、■乳製品、■フ
ルーツ、野菜、■健康食品、グリーンフー
ド、自然食品、■食肉、■魚介類、■米、
麺、パスタ、■ソース、調味料、■糖菓、
スイーツ

 ②食品包装、ラベリング、安全性と物流、
 　製品とサービス
 ③食品加工製品、機械類、関連サービス
出展者数：○世界中の食品・飲料、食品関連製品及び

サービスに関るメーカー、商社、卸売業者
 ○2015年は24ヶ国・地域から1,192の出展者
 香港、中国本土、日本、韓国、インドネ

シア、イラン、ポーランド、オーストラ
リア、フィリピン、台湾、マレーシア、
ウクライナ、カナダ、アメリカ、ニュー
ジーランド、フランス、イタリア、タ

経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
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イ、ブルネイ、ベトナム、ロシア、ミャ
ンマー、アラブ首長国連邦、イギリス

来場者数：○アジア、中国本土、香港の食品・飲料の
輸入業者、ディストリビューター、小売
業者、ホテル、レストラン、ケータリン
グ業者

 ○「フード・エキスポ2015」には60ヶ国・
 　地域から20,452名のトレード・バイヤー

が来場

②2015中国国際工業博覧会
近年、環境ビジネス市場が急速に拡大している中国・
上海にて開催された「中国国際工業博覧会2015工業環境
保護技術・設備展」において、大阪市内企業２社に対し
インセンティブ（出展小間料補助、通訳提供、海外展開
サポーターによる支援）を提供し、中国環境市場への販
路拡大支援を行った。
■実施時期：平成27年11月３日（火）～７日（土）
■実施場所：国家会展センター（中国 上海）ホール１
■出展企業数：２社（２小間）
■商談件数：174件
■海外展開サポーター：１名

＜2015中国国際工業博覧会概要＞
会　　期：平成27年11月３日（火）～７日（土）
会　　場：国家会展センター（中国 上海）ホール１
主　　催：国家発展改革委員会、商務部、工業信息化

部、科学技術部、中国科学院、中国工程院、
中国国際貿易促進委員会、上海市人民政府

内　　容：環境保全技術及び設備展、CNC工作機械
＆金属加工展、工業オートメーション展、
産業用ロボット展、情報通信技術応用展、
新エネルギー＆電力電工展、科技革新展、
省エネルギー・新エネルギー自動車産業展、
航空宇宙産業技術展

出展者数：○中国最大の国際工業総合見本市、同時に
９つテーマの専門展示が併催し、2015年
は規模を拡大し、世界最大級の展示会場
“国家会展センター”で開催した。

 ○「2015中国国際工業博覧会」には世界27
カ国・地域から2,101社の企業・団体が
出展した。

来場者数：○欧米、アジア、中国本土の環境保全技術
及び設備業者、工作機械＆金属加工業者、

(2) China International Industry Fair
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工業オートメーション業者、産業用ロボッ
ト業者、情報通信業者、新エネルギー＆
電力電工業者、省エネルギー・新エネル
ギー業者、自動車産業業者、航空宇宙産
業技術関係者

 ○「2015中国国際工業博覧会」には27ヶ国・
地域から業界関係者121,000名が来場

③マニュファクチャリング インドネシア2015
インドネシアでは高品質な日本製品や生産効率の高い
日本技術に対するニーズが急速に拡大しており、多様な
業種の製造業の生産現場での用途が見込まれている中、
ジャカルタで開催された「マニュファクチャリングイン
ドネシア2015」にインセンティブ（出展小間料補助、通
訳提供、海外展開サポーターによる支援、共同チラシ作
成等）の提供を受けた大阪企業4社と「大阪ブース」を
出展し、企業の販路拡大支援を行うとともに、日本（大
阪）の高性能、高品質製品のプロモーションを実施した。
■実施時期：平成27年12月２日（水）～５日（土）
■実施場所：Jakarta International Expo Kemayoran
■支援企業数：４社（４小間）
■商談件数：330件
■海外展開サポーター：１名

＜マニュファクチャリング インドネシア2015概要＞
会　　期：平成27年12月２日（水）～５日（土）
会　　場：Jakarta International Expo Kemayoran
主　　催：PT.PAMERINDO INDONESIA
取扱品目：工作機械ならびに関連機器/金属加工機械

ならびに関連機器/産業機械、オートメイ
ション、工具、測定機器/その他関連機器

出展者数：2015年は36ヶ国・地域から2,123の出展者
 オーストラリア、オーストリア、ベルギー、

カナダ、中国、チェコ、デンマーク、エジ
プト、フィンランド、フランス、ドイツ、
香港、インド、インドネシア、イタリア、
日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブル
ク、マレーシア、フィリピン、ポーランド、
ポルトガル、韓国、ロシア、シンガポール、
南アフリカ、スペイン、スウェーデン、ス
イス、台湾、タイ、ニュージーランド、ト
ルコ、UK、アメリカ、ベトナム

来場者数：「マニュファクチャリング インドネシア
2015」には36,164名が来場

(3) Manufacturing Indonesia 2015

経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
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（6）大阪でのBPCとのビジネス交流事業
（商談会）

①ベトナム「IT」商談会2015（大阪）
■概　　要：ベトナムは近年、情報通信産業、特にソ

フトウェアのアウトソーシングやプログ
ラム開発などプロジェクトの発展が目覚
ましく、海外からも注目が高まっている。
この様な中、ベトナム有数のソフトウェ
アパーク、クアンチュン・ソフトウェア
シティ（QTSC）事務局率いるIT関連企
業8社を大阪に招き、ベトナムビジネス
に関心を持つ在阪のIT関連企業との商
談会を実施した。

■実施時期：平成27年９月４日（金）
■実施場所：マイドームおおさか　８Ｆ
 会議室３・会議室２
 商談会：会議室３
 企業プレゼンテーション：会議室２
■主　　催：大阪市、（一財）大阪国際経済振興センター

（IBPC大阪）
■共　　催：大阪商工会議所、ホーチミン市人民委員

会、サイゴン商業公社（SATRA社）
■後　　援：在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館、

（公財）大阪産業振興機構、大阪・海外
市場プロモーション事業推進協議会

 （大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公
益財団法人大阪産業振興機構、一般財団
法人大阪国際経済振興センター）

■来日企業数：８社（13名）
①　Quang Trung Software City Development 

Co. Ltd.
②　ISB Vietnam
③　The Saigon Inst itute of Technology 
（Saigontech）

④　TMA Solutions Co.
⑤　Rikkei Soft Co.
⑥　Global Cybersoft （Vietnam） JSC
⑦　Hanel Software Solutions
⑧　IMT Solutions

■参加日本企業：15社（24名）
■商談件数：46件
■商談品目：ソフトウェア開発、ITアウトソーシング、

(6) Business interactions activities with 

BPCs in Osaka (Business Meetings) 

(1) Vietnam IT Business Meeting 2015 in Osaka

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
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ITメンテナンスサービス、コンサルティ
ングサービス（イノベーション、セキュ
リティ＆IP保護等）トレーニングサー
ビス、コンピュータ科学技術、マーケティ
ング＆マネジメント、スマートフォンア
プリの開発、ITパーク運営等

②フィリピン食品商談会 in アジア・フードショー2015
■概　　要：在大阪フィリピン総領事館商務部との共

催で、インテックス大阪で開催されたア
ジア・フードショーに出展したフィリピ
ン食品関連企業17社と在阪企業との商談
会を開催した。健康志向で需要の高まる
ココナッツ製品他多彩なフィリピン産品
を巡り活発な商談が行われた。

■実施時期：平成27年10月21日（水）～23日（金）
■実施場所：インテックス大阪6号館Asian Food
 Show2015内　フィリピンパビリオン
 （AF17-34）
■主　　催：大阪市、（一財）大阪国際経済振興セン

ター（IBPC大阪）、フィリピン総領事館
商務部

■共　　催：大阪商工会議所
■後　　援：（公財）大阪産業振興機構、大阪・海外

市場プロモーション事業推進協議会
 （大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公

益財団法人大阪産業振興機構、一般財団
法人大阪国際経済振興センター）

■来日企業数：17社２団体（フィリピン貿易産業省
（DTI）／フィリピン農業省（DA））（46名）

①　Aslaxphils Corp.
②　Castillejos Agri-Farms Inc.
③　CocoPlus Aquarian Development Corp.
④　Fruits of Life Inc.
⑤　Greenlife Coconut Products Philippines Inc.
⑥　Healthy Sweets
⑦　Ilocos Food Products （IFP）
⑧　JNRM Corporation
⑨　JPM Japan Philippines Malunggay Eco 

Farm Inc.
⑩　KF Nutri Foods International Inc.
⑪　La Carlota Enterprise
⑫　Mapagmahal Foods
⑬　Monde Nissin Corp.

(2) The Philippines Food Business Meeting in Asian 

Food Show 2015

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
　 
⑮ 
⑯ 
⑰ 
⑱ 
⑲ 

経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
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⑭　Pacific Isles International Trading Inc./ 
Mardak Global Export Inc.

⑮　Pasciolco Agri Ventures
⑯　Tropicana Food Products Inc.
⑰　Valmarce Food Marketing Corp.
⑱　フィリピン貿易産業省（DTI）
⑲　フィリピン農業省（DA）

■参加日本企業：144社（約300名）
■商談件数：313件
■商談品目：ココナッツオイル・パウダー、フルーツ

ジャム、フルーツゼリー 、ジュース、
紅茶、バナナチップ、スイートポテト
チップ、ナッツ類、冷凍フルーツ、冷凍
野菜、焼き鳥等

③タイ国コスメティック商談会
■概　　要：美容大国タイから美容関連企業５社を招

聘し、商談会を行った。アセアン最大の
化粧品市場規模を誇るタイと、古くから
の化粧品メーカーが多くある大阪は非常
にポテンシャルが高く、タイ側、大阪側
ともに満足度の高い商談会となった。

■実施時期：平成28年１月18日（月）
■実施場所：マイドームおおさか　８階　第３会議室
■主　　催：大阪市、タイ国政府貿易センター大阪、

（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC
大阪）

■共　　催：大阪商工会議所
■後　　援：JETRO大阪本部、（公財）大阪産業振興

機構、大阪・海外市場プロモーション事
業推進協議会

 （大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公
益財団法人大阪産業振興機構、一般財団
法人大阪国際経済振興センター）

■来日企業数：５社（８名）
①　K.O.P. International Co.,Ltd
②　Kovic Kate International （Thailand） Co., Ltd.
③　PREMA CARE INTERNATIONAL Co.,LTD.
④　Srichand United Dispensary Co., Ltd.
⑤　M.Y.R Cosmetics Solution Co., Ltd

■参加日本企業：19社（29名）
■商談件数：63件
■商談品目：スキンケア、ヘアケア、栄養補助食品、

ハーブエキス、ダイエットサプリメント、

(3) Thailand Cosmetics Business Matching

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
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SPA製品、香り付パウダー、透明パウ
ダー、金粉マスク、オイルコントロール
パウダー、スキンケア商品、ボディケア
商品、石鹸

④オーストラリア食品商談会
■概　　要：ビジネスパートナー都市提携先である

Australian Industry Groupが率いる豪州
食品関連企業4社を招聘し、在阪企業と
の商談会を実施した。製菓材料を中心と
したデザイン性の高い、高品質な商品は
在阪バイヤーの関心を引き、商談は商品
輸入や代理店契約にまで至り、非常に有
意義なやり取りが行われた。

■実施時期：平成28年３月10日（木）
■実施場所：マイドームおおさか　８階
 第１・２会議室
■主　　催：大阪市、Australian Industry Group、（一

財）大阪国際経済振興センター（IBPC
大阪）

■共　　催：大阪商工会議所
■後　　援：JETRO大阪本部、（公財）大阪産業振興

機構、大阪・海外市場プロモーション事
業推進協議会

 （大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公
益財団法人大阪産業振興機構、一般財団
法人大阪国際経済振興センター）

■来日企業数：４社（６名）
①　Queen Fine Foods Pty. Ltd. （Taylor and 

Colledge Vanilla’s）
②　Old Colonial Cookie Company
③　Chris's Dips
④　C.G.＆.L.DICHIERA trading as （Cosigrape）

■参加日本企業：18社（18名）
■商談件数：46件
■商談品目：バニラエキスとバニラ風味関連製品、

ショートブレッド、バタークッキー、
ディップソース・ヨーグルト等乳製品、
レーズン、ナッツ類

(4) Australian Food Business Meetings

① 

② 
③ 
④ 

経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)



49

（7）大阪でのBPCとのビジネス交流事業
（セミナー）

フィリピンビジネスチャンスセミナー 2015
■概　　要：人口1億人を抱え、近年、アジアで最も

高いGDP成長率を誇るフィリピンは平
均年齢の低さから将来性も高く、英語が
通じるためビジネスを発展させるには最
適な環境といえる。近年注目されている
フィリピンへの投資機会と魅力、数多く
ある経済特区の投資優遇制度など「フィ
リピンの今」を、フィリピン経済区庁
（PEZA）デリマ長官並びに実際にフィ
リピンに進出した在阪企業や現地のビジ
ネス事情に精通する識者よりご講演いた
だいた。

■実施時期：平成27年７月13日（月）
■実施場所：マイドームおおさか　８階　第３会議室
■主　　催：大阪市、（一財）大阪国際経済振興センター

（IBPC大阪）
■共　　催：大阪商工会議所
■後　　援：JETRO大阪本部、大阪・海外プロモー

ション事業推進協議会
 （大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公

益財団法人大阪産業振興機構、一般財団
法人大阪国際経済振興センター）

■講　　演：①「フィリピン経済特区における投資の
 　機会」

フィリピン経済区庁（PEZA）長官／
フィリピン貿易産業省副大臣
リリア B. デリマ 博士

 ②「進出に対しての経験談など」
丸亀商事株式会社
代表取締役　亀田 光宏 氏

 ③「失敗しない海外進出」
フィリピン経済区庁（PEZA）長官ア
ドバイザー／元ジェトロ投資アドバイ
ザー　辻　一郎 氏

■出席者数：109名

(7) Business interaction activities with 

BPCs in Osaka (Seminar)

Philippine Business Chance Seminar 2015

① 

② 

③ 
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（8）広報活動

ビジネス・パートナー都市（BPC）等交流事業とその
支援内容、並びに海外展開に役立つ情報をウェブサイト
（ホームページ）やパンフレット等の広報媒体により、
広く市内企業へ周知し、海外展開を検討しており、支援
事業の利用を希望する企業の発掘に努めた。

■メールマガジンを活用したBPC事業及び海外ビジネ
ス関連情報の発信
国内外の商談会、経済ミッションなどのBPC関連事
業に加え、他団体が実施するイベント情報をIBPC大阪
メールマガジン会員（約2800社）に向け配信した。
メールマガジン配信数：61回／年
広報協力件数：166件／年

■SNSでの情報発信
フェイスブック等のSNSページを開設し、国内外の商
談会、経済ミッションなどのBPC関連イベントの告知
を行う他、他団体のイベント情報、海外ビジネスに役立
つ情報をタイムリーに発信した。
SNS（フェイスブック等）発信回数：768回／年

■ウェブサイトを活用した情報発信
IBPC大阪が制作、運営しているウェブサイト（日・

英・中）に加えて、別途新たに、画像やイラストなどを
駆使した広報効果の高いウェブサイト（日本語）を制作
し、ビジネス・パートナー都市（BPC）等交流事業と支
援内容について分かりやすく掲載するとともに、BPC
事業だけでなく、他団体が実施するイベント情報など、
海外ビジネス展開に役立つ幅広い情報を掲載した。
公開期間：平成27年4月～平成28年3月
トップページアクセス総数（日・英・中）：28,249／年
内　日本語トップページ：23,619／年
内　英語トップページ：2,486 ／年
内　中国語トップページ：2,144／年
全体ページビュー（可視トラフィックのみ）：452,220／年
ウェブサイト訪問回数：70,372／年

■FAXレポート配信
ビジネス・パートナー都市（BPC）等交流事業の内、
国内外の商談会、経済ミッション、海外展示会出展事業

(8) Public Relations Activities

Transmission of information regarding BPC 

activities and overseas businesses using email 

newsletters

Transmitting information using SNS

Information transmission using websites

Fax report transmissions

経済交流プロジェクト（IBPC大阪）
Economic Exchange Project (IBPC Osaka)
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な　どの企業募集や集客が必要な事業に限り、IBPC大
阪会員に向けFAXにてイベント情報を配信した。
FAXレポート送付数：22,253件

■広報用パンフレットの制作、情報発信
ビジネス・パートナー都市（BPC）等交流事業と支援
内容について分かりやすく取りまとめたパンフレット（日
本語）を制作し、関連のイベント会場や企業・団体訪問
時に提供し、当該事業について幅広く情報を発信した。
制作部数：1,000部
配布期間：平成27年４月～平成28年３月
配布場所：BPC事業（セミナー、展示会、国内商談会）

実施会場、関連産業の展示会での企業個別
アプローチ、大阪産業創造館、JETRO大
阪、大阪商工会議所等の関連団体

■その他
海外展開支援フェスタ（開催日：平成27年10月８日（木）

場所：大阪産業創造館　マーケットプラザ）に出展し、
来場者に対してビジネス・パートナー都市（BPC）等交
流事業とその支援内容について紹介し、海外展開を検討
しており、支援事業の利用を希望する企業の発掘を行った。

（9）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。

■大阪市上海事務所（日本 一般財団法人 大阪国際経済
振興中心上海代表処）
住所：中華人民共和国
　　　上海市延安西路2201号
　　　上海国際貿易中心407室
電話：86-21-6275-1982
E-mail：dabanshi@osakacity-sh.com
URL：http://www.shanghai.or.jp/osaka-city

Creation of advertisement pamphlets, information 

dissemination

Other

(9) Networking projects through the 

operation of Osaka City Overseas Offices

City of Osaka, Shanghai Office
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（10）その他、自主事業

① 海外ビジネス相談事業
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。

（11）会員事業

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。

■セミナーの開催
「輸出入通関実務セミナー」（計10回）
（2015年9月3日～11月26日開催）
　参加者：32名

「ビジネス英語セミナー」（計10回）
（2016年1月21日～3月31日開催）
　参加者：28名

(10)  Other

International Business Consultations

(11) Member Services
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