大阪ビジネス交流クラブ（2009年7月9日） Osaka Business Networking Club（July 9, 2009）

大阪市都市フォーラム（投資環境セミナー）
（2009年11月12日）
Osaka City Investment Promotion
Seminar（November 12, 2009）

第40回WTCAバルセロナ総会（2009年10月19日〜22日）
The 40th Annual General Assembly of WTCA in Barcelona（October 19 to 22, 2009）

大阪投資誘致セミナー（北京）
（2009年11月30日）
Osaka Investment Promotion Seminar（Beijing）
（November 30, 2009）

スペインでの企業誘致プロモーション（2009年12月8日〜13日）
Investment Promotion in Spain（December 8 to 13, 2009）

WTCAアジア地域会議（ムンバイ）
（2010年1月22日）
WTCA Asia Pacific Regional Meet（Mumbai）
（January 22, 2010）
大阪企業誘致セミナー（デリー、
ムンバイ）
（2010年1月18日〜22日）
Osaka Investment Promotion Seminar（Delhi, Mumbai）
（January 18 to 22, 2010）
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1. 国際部の概要
Outline of the International Division
,
With the aim of globalizing and revitalizing Osaka s
economy, the International Division supports Osakabased small and medium-sized enterprises (SMEs) in
international business by using the overseas networks
established by the World Trade Center Osaka (WTCO)
and the Business Partner Cities (BPC). The division also
implements projects to attract investment in Osaka by
Japanese and foreign companies.

大阪経済の国際化と活性化を図るために、これまで
ワールドトレードセンター大阪（WTCO）とビジネス
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。

（1）企業誘致課（IBPC大阪 企業誘致センター）
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、世界貿易センター連
合(WTCA)や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
と受付、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。
〈2009年度進出決定企業数〉

13社

（2）経済交流課（IBPC大阪ネットワークセンター）

(1) IBPC Osaka Investment Promotion Center
The promotion of investment by domestic and
international enterprises or research institutes is one of the
most important policies of Osaka City. IBPC Osaka
Investment Promotion Center was established in April
2003 to achieve this mission in order to vitalize the local
economy. Through global networks such as the World
Trade Centers Association (WTCA), Business Partner
Cities (BPC), and overseas representative offices of Osaka
City, we promote the city’s advantages as an investment
destination and offer extensive support services to
potential incoming businesses by matchmaking with
potential local business partners, publicizing incentives
and accepting applications for subsidies, providing
information about corporate locations, daily life, and
procedures for establishing companies, and offering
temporary offices. The IBPC Osaka Investment Promotion
Center now provides a “one-stop service” through a newly
established section staffed by 8 dedicated members. These
members of staff will assist enterprises preparing to
establish their business bases in Osaka by locating offices
and housings, offering business-matching opportunities,
helping them with everyday needs and corporate matters,
and providing necessary living and business information.
Number of companies supported in the fiscal year 2009:
13 companies

(2) IBPC Osaka Network Center
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
business through activities such as making trade

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
際ビジネス活動を支援している。
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国際部の概要
Outline of the International Division

information available via the Internet, organizing product
exhibitions, sending and hosting business missions and
offering training for overseas business managers.

（3）世界貿易センター連合(WTCA)・ビジネス
パートナー都市(BPC)のネットワーク
WTCA(世界貿易センター連合)は、WTC(世界貿易セ
ンター/ワールドトレードセンター)によって構成され
る、世界貿易および国際通商のための活動とサービス機
能を集約した施設もしくは組織であり、世界75万以上に
およぶ会員企業に対して各種の貿易関連サービスを提供
している。世界の主要都市で活躍するWTC相互の協力
関係を促進し、世界的なネットワークを活かした先進的
な貿易サービスにより国際ビジネスの発展に貢献してい
る。
IBPC大阪では、経済的あるいは地理的状況に共通点
のあるW TCオーランド(米国。1995年10月提携)、W TC
ル・アーブル(フランス。1998年提携)、WTC深¶(中国。
1998年提携)、WTCスウォン(韓国。2003年)と提携をし
ている。
設立：1970年7月
本部所在地：米国ニューヨーク市
加盟WTC：326（92カ国・地域）
（2009年11月現在）
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（上海市対外経済貿易委員会）
（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) WTCA and BPC Networks
The World Trade Centers Association (WTCA) brings
together World Trade Centers (WTCs), which are
organizations and facilities designed for activities and
services in the fields of world trade and international
commerce. It provides diverse trade-related services to
over 750,000 member companies worldwide. It also
promotes cooperation between WTCs active in major
cities around the world, contributing to the development
of international business by enabling advanced trading
services that take advantage of its global network.
IBPC Osaka maintains partnership agreements with
counterparts around the world that share economic or
geographical similarities. These partnerships have been
extended to include WTC Orlando (U.S.A.), WTC Le
Havre (France), WTC Shenzhen (China), and WTC
Suwon (Korea).
Established:
July 1970
Headquarters: New York City, USA
Member WTCs : 326 in 92 countries and regions (as
of November 2009)
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 Foreign Economic
Relation and Trade Commission) (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)

2. 企業誘致課（IBPC大阪企業誘致センター）
IBPC OSAKA INVESTMENT PROMOTION CENTER
（1）広報事業

(1) Public Relations

#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、産業構造、都市インフラ、
投資インセンティブ情報、生活環境情
報、既進出外資系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 3,000部
英 語 4,000部
中国語 2,000部

$ Website management

$ホームページの作成
大阪市の投資環境・重点産業分野関連情報並びに助
成制度のほか、進出サポートプログラムやテンポラリ
ーオフィスなどIBPC大阪が提供するサービス、投資
誘致セミナーなどのイベント情報を日・英・中の3言
語で掲載し、国内外企業の進出に役立つ情報を提供し
ている。直接インターネットから進出企業が問合せで
きるよう、問合せ窓口を設けている。
また、市内への進出成功事例を紹介することにより、
進出企業やIBPC大阪のPRに努めている。
〈2009年度アクセス数〉
日本語トップページアクセス数： 7,892件
英語トップページアクセス数

： 2,743件

中国語トップページアクセス数： 1,334件
全体のページビュー

# Production of Osaka City’s investment
promotion brochure
Production of “INVEST OSAKA ”
We have produced an official Osaka City brochure
called “INVEST OSAKA” to provide information on
Osaka’s economic condition and daily life. This
brochure has been distributed among participants at
investment promotion seminars and exhibitions, as well
as to enterprises that have participated in other
investment promotion programs of Osaka City.
Brochure contents:
Market size, industrial structure, urban
infrastructure, investment incentive programs,
living environment, messages from foreignaffiliated enterprises that have established
business bases in Osaka, environmental and new
energy industries based in Osaka and its vicinity,
etc.
Number of brochures printed:
Japanese version: 3,000
English version: 4,000
Chinese version: 2,000

： 3,467,586件
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To encourage investment in Osaka by both domestic
and foreign enterprises, IBPC Osaka maintains a
website in English, Chinese and Japanese that provides
information on the investment environment, priority
industry fields, and incentives offered by Osaka City,
as well as programs and services such as the Osaka
Investment Support Program and free temporary
offices. We have also set up an inquiry window for
direct investment consultations.
We also use “Messages from companies operating in
Osaka” as a public relations tool for companies
investing in Osaka as well as for IBPC Osaka.
Number of visitors to the Web site in fiscal year 2009:
Japanese top page visits: 7,892
English top page visits: 2,743
Chinese top page visits: 1,334
Total page views: 3,467,586

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

（2）誘致事業

(2) Investment Promotion Activities

#東京におけるプロモーション
1. 大阪市都市フォーラム（投資環境セミナー）
【市制120周年記念事業】
「WHY OSAKA?〜大阪の投資環境と新エネルギー産業〜」
大阪市との共催により、在京国内外企業を対象とし

# Promotional Activities (Domestic)
1. Osaka City Investment Promotion Seminar
[Commemorative event of Osaka City’s 120th
anniversary]
“WHY OSAKA? Investment Environment for New
Energy Industries in Osaka”

た大阪市投資環境セミナー「WHY OSAKA?〜大阪の
投資環境と新エネルギー産業〜」を開催し、在京企業、
研究機関等の大阪進出意欲を高め、企業誘致のための
人的ネットワークを構築するために、新エネルギー産
業の集積を中心とした大阪経済の最新動向とビジネス
ポテンシャルについて情報提供を行った。
日

時：2009年11月12日(木) 15:00〜18:30

場

所：八芳園(東京都港区)

主

催：大阪市／財団法人大阪市都市工学情報
センター／財団法人大阪国際経済振興
センター

後

援：経済産業省近畿経済産業局／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／在
日米国商工会議所−関西支部

プログラム：
15:00〜16:50

第１部：セミナー

1)大阪市の都市プロジェクトについて
DVD「More Dynamic」上映
2)「大阪･関西に集積する電池産業の特徴と強み
について」
日本政策投資銀行
常務執行役員・関西支店長 加納 望 氏
3)「グリーンフロント堺を中心としたシャープの
エコポジティブ戦略」
シャープ株式会社 代表取締役兼副社長執行役員・
東京支社長 安達 俊雄 氏
4)大阪ベイエリアの環境整備と企業進出インセン
ティブ紹介
大阪市 政策企画室企業誘致担当部長
舟越 照代 氏
5)質疑応答
17:00〜18:30

第2部：交流会

参加人数：160名

30

Osaka City and IBPC Osaka Investment Promotion
Center jointly hosted an investment promotion seminar
titled “WHY OSAKA? Investment Environment for
New Energy Industries in Osaka” for domestic and
international enterprises in Tokyo. During in this
seminar, useful information was offered on Osaka’s
the latest economic situation and business
opportunities potentials of Osaka and focused on new
energy industries located in Osaka and its vicinity, to
motivate enterprises and research institutes in Tokyo to
invest in Osaka and to create a human network in order
to facilitate investment promotion.
Date & Time: November 12 (Thu.), 2009, 15:00-18:30
Venue:
HAPPO-EN (Minato-ku, Tokyo)
Organizers: City of Osaka, Osaka City Foundation
for Urban Technology and
Communication (CITÉ OSAKA), IBPC
Osaka Investment Promotion Center
Supporters: Kansai Bureau of Economy, Trade and
Industry (METI-KANSAI), Japan
External Trade Organization (JETRO)
Osaka, Osaka Chamber of Commerce
and Industry, Osaka Business and
Investment Center, American Chamber
of Commerce in Japan –Kansai Chapter.
Program:
15:00-16:50: Part I: Seminar
1) “Osaka’s Business Potential and Urban
Projects” (Screening of DVD “More
Dynamic”)
2) “An Outline of the Strengths and
Characteristics of the Battery Industry in Osaka
and Kansai”
Mr. Nozomu Kano, Managing Executive
Officer and General Manager Kansai Branch,
Development Bank of Japan Inc.

3) “Sharp’s Eco-positive Strategy by ‘Green
Front’ SAKAI”
Mr. Toshio Adachi, Vice President,
Representative Director and General Manager
(Tokyo Branch), Sharp Corporation
4) “Osaka Bay Area Development and Corporate
Advancement Incentive Program”
Ms. Teruyo Funakoshi, Director for Business
Development, Office of the Mayor, Osaka City
Government
5) Questions and answers
17:00-18:30 Part II: Reception
Attendance: 160

2. 外国政府のための大阪プロモーションセミナー
大阪市の都市インフラの魅力・優位性について、
駐日各国大使館関係者を対象に大阪市長自らトップ
セールスするセミナーを開催した。
日

時：2010年2月8日
（月）14：00〜16：30

場

所：日本貿易振興機構（ジェトロ） IBSCホール
（東京都港区赤坂）

主

催：大阪市(IBPC大阪企業誘致センター)

共

催：日本貿易振興機構（ジェトロ）

協

力：外務省

プログラム：1)挨拶

日本貿易振興機構（ジェトロ）

副理事長 中富 道隆 氏
2)プレゼンテーション「大阪の魅力とビ
ジネスポテンシャルについて」
大阪市長 平松 邦夫 氏
3)プレゼンテーション「大阪・関西の魅
力について」
外務省特命全権大使（関西担当）
田邊 隆一 氏
4)プレゼンテーション「大阪・関西に集
積する電池産業の特徴とその強みにつ
いて」
日本政策投資銀行 常務執行役員・
関西支店長 加納 望 氏
5)IBPC大阪企業誘致センターによる大
阪への進出支援制度等の紹介
6)質疑応答
7)意見交換会
参加人数：36名（30カ国）
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2. Osaka Promotion Seminar for Foreign Governments
Osaka City held a seminar for marketing Osaka to
officials of foreign embassies in Japan, with
attendance by the mayor of Osaka, who publicized the
attractiveness and advantages of the city’s urban
infrastructure.
Date & Time: February 8 (Mon.), 2010, 14:00-16:30
Venue:
Japan External Trade Organization
(JETRO) HQ IBSC Hall
(Akasaka, Minato-ku, Tokyo)
Organizers: City of Osaka (IBPC Osaka Investment
Promotion Center)
Co-hosts:
JETRO
Cooperation: Ministry of Foreign Affairs
Program:
1) Greeting by Mr. Michitaka Nakatomi, Vice
President of JETRO
2) Presentation:
“Urban Development in Osaka City”
Mr. Kunio Hiramatsu, Mayor of Osaka
3) Presentation:
“The Charms of Osaka and the Kansai Region”
Mr. Ryuichi Tanabe, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary for the Kansai Region,
Ministry of Foreign Affairs
4) Presentation:
“Strengths and Features of the Battery Industry
in Osaka and Kansai”
Mr. Nozomu Kano, Managing Executive
Officer and General Manager Kansai Branch,
Development Bank of Japan Inc.
5) Introduction of support programs to encourage
investment in Osaka
IBPC Osaka Investment Promotion Center

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

6) Questions and answers
7) Exchange of views
Attendance: 36 (from 30 countries)

$海外におけるプロモーション
1. 世界貿易センター連合（WTCA）年次総会への参加
第40回WTCA総会に参加し、大阪でのビジネスチ
ャンスや投資環境などの情報を提供するなど、会員
企業、団体とのネットワーキングを図った。
会

期：2009年10月19日
（月）
〜22日
（木）

場

所：スペイン・バルセロナ市

参加人数：47カ国250人以上
※次回WTCA総会は2010年10月10日から13日まで
の日程で、北京で開催される。
2. スペインおよび英国での企業誘致プロモーション
①2009年10月19日から23日にわたりバルセロナ（ス
ペイン）及びケンブリッジ・ロンドン（英国）の
重点産業分野企業および経済団体などを訪問し、
大阪市の投資環境、企業サポート体制、インセン
ティブなどをPRし、大阪市内進出への働きかけ
を行った。
②2009年12月8日から13日まで、バルセロナ（スペ
イン）で開催された国際経済交流プログラム
「Bridging Opportunities with Asia Pacific（アジア
太平洋地域との連携創出）」に参加し、バルセロ
ナの市政府、経済団体、地元企業、および参加し
たアジア9カ国の政府関係者と意見交換を行い、
大阪市のビジネス投資機会をアピールした。
3. 北京・香港における対大阪投資促進セミナー
成長著しい中国企業に対して、大阪への投資を呼
びかけるセミナーを開催し、大阪の投資環境、大阪
への進出方法並びに中国企業の進出事例を紹介した。
①北京・天津の業界団体・関心企業向け大阪投資
誘致セミナー
日

時：2009年11月30日(月)10:00〜13:00

場

所：北京東方花園飯店(中国・北京市)

主

催：大阪外国企業誘致センター、IBPC大
阪企業誘致センター

プログラム：
1)「大阪の経済状況と投資環境について」
大阪外国企業誘致センター
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$ Promotional Activities (Overseas)
1. Participation in the Annual Meeting of the World
Trade Centers Association (WTCA)
We participated in the 40th Annual General Assembly
of WTCA and provided information about Osaka,
including Osaka’s business opportunities and
investment environment to foster ties with WTCA
member enterprises and organizations.
Period: October 19 (Mon.) – 22 (Thu.), 2009
Location: Barcelona, Spain
Attendance: More than 250 from 47 countries
* The next General Assembly of WTCA is
scheduled for October 10 to 13, 2010 in Beijing.
2. Investment Promotion in Spain and the U.K.
(1)From October 19 to 23, 2009, we visited
companies in the priority industries and economic
organizations in Barcelona (Spain) and
Cambridge and London (the U.K.) to publicize
Osaka’s investment environment, support
programs, and incentives, and encourage them to
expand their operations in Osaka City.
(2)From December 8 to 13, 2009, we participated an
international economic exchange program
"Bridging Opportunities with Asia Pacific" in
Barcelona, Spain, and exchanged ideas with the
Barcelona City government, economic
organizations and local business community as
well as the participating government officials
from 9 Asian countries and promoted business
and investment opportunities of Osaka.
3. Osaka Investment Promotion Seminar in Beijing and
Hong Kong
We organized a seminar for rapidly growing
Chinese enterprises, in which we provided
information on Osaka’s investment environment,
procedures of investment, and gave examples of
Chinese enterprises doing business in Osaka to
encourage them to invest in Osaka.
(1)Osaka Investment Promotion Seminar for Beijing
and Tianjin based Industrial Groups and
Enterprises
Date and time: November 30 (Mon.), 2009,
10:00-13:00

チーフ・コーディネーター 梁 瑜 氏
2) 「中国企業の大阪への進出方法について」
IBPC大阪企業誘致センター
主査 熊 文匯
参加人数：29名
②「香港国際中小企業エキスポ2009」参加者向け
大阪投資誘致セミナー
日

時：2009年12月3日
（木）14:30〜15:00

場

所：香港コンベンション＆エキジビショ
ンセンター（中国・香港）

主

催：大阪市、IBPC大阪企業誘致センター

プログラム：
1) DVD「More Dynamic」上映、大阪市
最新の都市開発プロジェクトの紹介
2) 大阪―ダイナミックな都市開発と新エ
ネルギー産業の集積地
大阪市政策企画室秘書部 海外プロモ
ーション担当課長 坊農 曜志男 氏
参加人数：10名
4. インドにおける大阪企業誘致セミナーおよびプレ
ゼンテーション実施
WTCムンバイおよびAIAI（全インド産業連盟）
がムンバイ市にて開催した「グローバル経済サミ
ット2010」（世界30カ国から約160名、インド企
業・経済団体関係者約120名が参加）において、プ
レゼンテーションを行うなど大阪への企業進出の
メリットをアピールするとともに、インドの関係
経済団体の協力を得て、デリー市およびムンバイ
市において計3回の投資環境説明会（セミナー）を
実施した。
今回のセミナー・プレゼンテーションでは、計
143名に対して大阪への企業誘致PRを行ったほか、
グローバル経済サミットでは、参加していたイン
ド企業・経済団体、そして海外からの参加者との
ネットワーク構築に努めた。
◆デリー首都圏
①2010年1月18日（月）
インド貿易振興局（ITPO）におけるセミナー
＜参加者33名＞
②2010年1月19日（火）
インド商工会議所協議会（ASSOCHAM）におけ
るセミナー

＜参加者10名＞
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Venue: Beijing Oriental Garden Hotel (Beijing,
China)
Organizers: Osaka Business and Investment Center,
IBPC Osaka Investment Promotion Center
Program:
1) Presentation
“Economy and Investment Environment of
Osaka”
Ms. Yu Liang, Chief Co-ordinator, Osaka
Business & Investment Center (O-BIC)
2) Presentation
“Procedures for Chinese Companies to Invest
in Osaka”
Mr. Xiong Wen Hui, Manager, Investment
Promotion, IBPC Osaka Investment Promotion
Center
Attendance: 29
(2)Osaka Investment Promotion Seminar for
Participants in “HKTDC World SME Expo 2009”
in Hong Kong
Date and time: December 3 (Thu.), 2009, 14:30 15:00
Venue: Hong Kong Convention and Exhibition
Center (Hong Kong, China)
Organizers: City of Osaka, IBPC Osaka
Investment Promotion Center
Program:
1) “Osaka’s Business Potential and Urban
Projects” (Screening of DVD “More
Dynamic”)
2) Presentation:
“Osaka – Dynamic Urban Development & its
Cluster of New Energy Industries”
Mr. Yoshio Bono, Manager for International
Promotion, Office of the Mayor, Osaka City
Government
Attendance: 10
4. Osaka Investment Promotion Seminar and
Presentation in India
We made presentations to emphasize the merits of
doing business in Osaka at the Global Economic
Summit on Trade & Investment Opportunities 2010
organized by WTC Mumbai and the All India
Association of Industries (AIAI) in Mumbai and
attended by about 160 people from 30 countries
around the world and about 120 people from Indian
enterprises and economic organizations. We also
organized three seminars on the investment
environment of Osaka in Delhi and Mumbai with
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cooperation of economic organizations of India.

◆ムンバイ市
③2010年1月21日（木）
インド商業会議所（IMC）におけるセミナー
＜参加者20名＞
※インド商業会議所（IMC）は大阪市のビジネスパート
ナー都市（BPC）提携機関

④2010年1月22日（金）
グローバル経済サミットにおけるプレゼンテー
ション

＜参加者約80名＞

◆講演者：
①大阪商工会議所 国際部 課長 竈門 加珠子 氏
（大阪外国企業誘致センター 副事務局長）
②大阪市シンガポール事務所 所長 西岡 大造 氏
③IBPC大阪企業誘致センター 主任 森 健二郎

In these seminars and presentations, which were
attended by 143 people in total, we encouraged the
audience to expand their corporate operations in
Osaka, while at the Global Economic Summit, we
worked to foster closer relationships with Indian
enterprises and economic organizations and foreign
participants.

◆Delhi Metropolitan Area
(1)January 18 (Mon.), 2010
Seminar at the India Trade Promotion
Organization (ITPO)
Attendance: 33
(2)January 19 (Tue.), 2010
Seminar at the Associated Chambers of
Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
Attendance: 10

◆Mumbai City
(3)January 21(Thu.), 2010
Seminar at the Indian Merchants’ Chamber (IMC)
Attendance: 20
* The Indian Merchants’ Chamber (IMC) is a
member of Osaka City’s Business Partner City
(BPC) network.
(4)January 22 (Fri.), 2010
Presentations at the Global Economic Summit on
Trade & Investment Opportunities 2010
Attendance: about 80

◆Presenters
(1)Ms. Kazuko Kamado, Manager, International
Division, Osaka Chamber of Commerce and
Industry (Deputy Secretary General, Osaka
Business and Investment Center)
(2)Mr. Daizo Nishioka, Executive Director, Osaka
City Government Singapore Representative
Office
(3)Mr. Kenjiro Mori, Chief, Investment Promotion,
IBPC Osaka Investment Promotion Center

%展示会への出展
1. 第34回日本ショッピングセンター全国大会「ビジネ
スフェア」
開催期間：2010年1月20日(水)〜22日(金)
開催場所：パシフィコ横浜
主 催 者：(社)日本ショッピングセンター協会
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% Participation in Trade Fairs & Exhibitions
1. The 34th JCSC National Convention SC Business Fair
Period: January 20 (Wed.) to 22 (Fri.), 2010
Venue: PACIFICO YOKOHAMA
Organizer: Japan Council of Shopping Centers
Activities: IBPC Osaka Investment Promotion
Center and Osaka City jointly held an

exhibition booth for promotion of the
waterfront area of Osaka City.
Specifically, we provided information on
Osaka City’s waterfront development
plan and project as well as on
amusement facilities such as ATC and
Universal Studios Japan to other
exhibitors and visitors from the Kanto
and other regions.
2. The 7th Business Link at INTEX OSAKA
Period:
February 19(Fri.), 2010
Venue:
INTEX Osaka
Organizer: Mitsubishi UFJ Financial Group
Activities: We offered information on the
development of Osaka City’s waterfront
area and investment incentive programs
to visitors and exhibitors. We also
organized a tour for interested parties to
inspect the panoramic view of the
waterfront area from the upper floor of
the Osaka WTC building.

活動内容：大阪市と共同でブースを出展し、大
阪市臨海部のプロモーションを行っ
た。臨海部の開発計画とプロジェク
トに加え、ATCやユニバーサルスタ
ジオジャパン等のアミューズメント
施設の情報を出展者および関東を中
心とした来場者に紹介した。
2. 第7回Business Link商売繁盛 at INTEX OSAKA
開催期間：2010年2月19日(金)
開催場所：インテックス大阪
主 催 者：三菱東京UFJ銀行
活動内容：来場者および出展者に大阪市の臨海
地域の開発状況と投資インセンティ
ブを紹介した。また、希望者を募っ
て大阪WTCビル上層階から臨海地域
を見学するツアーを実施した。

&相談者・見学者への対応
& Meetings with Visitors
In addition to responding to requests for advice about
investing in Osaka City, we exchanged information
with visiting organizations and explained Osaka City’s
incentive policies.
Number of visitors: 123

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。
〈IBPC大阪来訪件数〉123件

'対大阪投資関心企業招聘事業

' Osaka Business Start-up Program 2009
We offer extensive support services for companies and
organizations in Japan and abroad that are interested in
expanding their operations in Osaka City to start up
their business such as business matching with Osaka
companies, consulting services related to business
startups and interpretation.
Participation and number of cases: 28 firms from
10 countries; 31 cases in total

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。
〈招聘企業数と件数〉28社延べ31件、10カ国

(大阪フォーリン・ビジネス・ネットワーク・クラブ

( Osaka Foreign Business Networking Club
To promote investment and business establishment in
Osaka City, 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

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
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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：2009年7月1日(水)

場

所：大阪市公館

テ ー マ：「大阪の経済動向と企業進出支援の取組
みについて」
参加人数： 66名
第2回
日

時：2009年9月 2日(水)

場

所：大阪港視察クルーズ（夢洲〜鶴浜〜平林）

テ ー マ：「大阪臨海部の開発状況とポテンシャル
について」
参加人数：30名
第3回
日

時：2009年12月10日(木)

場

所：梅田阪急ビル(阪急百貨店)

テ ー マ：「阪急電鉄が描く梅田の新たな街づくり
について」
〜梅田阪急ビル建替計画等のプロジェ
クト〜
参加人数：31名
第4回
日

時：2010年2月4日(木)

場

所：大阪市公館

テ ー マ：「大阪の成長戦略に関する意見交換会」
（ラウンドテーブルディスカッション）

City. IBPC Osaka Investment Promotion Center
collaborated with this program.
Dates and numbers of participants:
The 1st Meeting
Date:
July 1 (Wed.), 2009
Venue:
Mayor’s Mansion
Theme:
Osaka’s Economic Performance and
Support Services for Business
Advancement
Attendance: 66
The 2nd Meeting
Date:
September 2 (Wed.), 2009
Venue:
Osaka Bay (Cruise from Yumeshima
to Tsuruhama and Hirabayashi)
Theme:
Development of Osaka’s Oceanfront
Area and its Potential
Attendance: 30
The 3rd Meeting
Date:
December 10 (Thu.), 2009
Venue:
Umeda Hankyu Building (Hankyu
Department Store)
Theme:
Renovation/Redevelopment of the
Northern Area of Osaka Station and
Umeda Hankyu Building
Attendance: 31
The 4th Meeting
Date:
February 4 (Thu.), 2010
Venue:
Mayor’s Mansion
Theme:
Discussion Topic – Osaka’s Growth
Strategy (Group Round Table
Discussion)
Attendance: 19

参加人数：19名

)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等を対
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1回 2008年10月開催、第2回
2009年2月開催）
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) 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 the 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 between them
and potential business partners based in Osaka. (The

〈開催実績と参加者数〉
第3回
日

時：2009年7月9日(木) 14:00〜17:00

場

所：大阪商工会議所６階

主

催：大 阪 市 、 大 阪 府 、 大 阪 商 工 会 議 所 、
JETRO大阪本部

プログラム：1)[講演] 日本銀行大阪支店

副支店長

前田 卓郎 氏
2)進出企業スピーチ、ネットワーキング
交流会
参加人数： 120名
第4回
日

時：2010年2月9日(火) 14:30〜18:30

場

所：大阪商工会議所６階

主

催：大 阪 市 、 大 阪 府 、 大 阪 商 工 会 議 所 、
JETRO大阪本部

The 4th Meeting
Date & Time: February 9 (Tue.), 2010, 14:30-18:30
Venue:
The Osaka Chamber of Commerce
and Industry Bldg., 6F
Organizers: City of Osaka, Osaka Prefectural
Government, Osaka Chamber of
Commerce and Industry, JETRO
Osaka
Program:
1) Introduction of SME support
programs by
Mr. Shinichi Higuchi, Manager for
Business Innovation and
Promotion, Economic Affairs
Bureau, Osaka City Government
Mr. Tadayoshi Hanada, Chief
Senior Staff, Financial Support
Division, Department of
Commerce, Industry and Labor,
Osaka Prefectural Government
2) Lecture by Mr. Yukihiro Gentsu,
Vice President, Group General
Manager, Greenfront Sakai
Planning Group, Sharp
Corporation
3) Speech by enterprises having
expanded their operations in
Osaka, Networking Meeting
Attendance: 150

プログラム：1)[中小企業支援メニュー説明会]
大阪市経済局産業振興部 企業支援担
当課長 樋口 真一 氏
大阪府商工労働部 金融室金融支援課
総括主査 花田 只由 氏
2) [講演]

first meeting was held in October 2008 and the second
in February 2009.)
Dates and numbers of participants:
The 3rd Meeting
Date & Time: July 9 (Thu.), 2009, 14:00-17:00
Venue:
The Osaka Chamber of Commerce
and Industry Bldg., 6F
Organizers: City of Osaka, Osaka Prefectural
Government, Osaka Chamber of
Commerce and Industry, JETRO
Osaka
Program:
1) Lecture by Mr. Takuro Maeda,
Deputy General Manager, Bank of
Japan, Osaka Branch
2) Speech by enterprises having
expanded their operations in
Osaka, Networking Meeting
Attendance: 120

シャープ（株）グリーンフロ

ント堺 企画推進本部 本部長
元津 行弘 氏
3) 進出企業スピーチ、ネットワーキング
交流会
参加人数：150名
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*大阪市の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。IBPC大阪企業誘致セ
ンターでは、広報・事前協議・交付申請受け付けな
ど、窓口業務を行った。

+進出有望企業発掘と個別アプローチ事業
本事業は、重点産業分野企業の市内への進出を促
進し、市内企業の取引機会の拡大および新産業の育
成、振興、雇用機会の創出を図り、大阪経済の活性
化に資することを目的として実施している。
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、大阪市内への
進出が有望であり、かつ大阪市の定める重点産業分
野企業を独自のネットワークやノウハウを活用して
発掘、大阪市内進出への働きかけ等の一貫した誘致
活動を行った。

（3）テンポラリーオフィスの提供

* Incentive Programs of the City of Osaka
Osaka City offers various subsidy programs to assist
enterprises and universities in establishing their base in
Osaka. We provided information on the procedures
for applying for these subsidies to enterprises
preparing to establish business bases in Osaka City,
and accepted their applications.

+ Ascertaining Prospective Candidates for
Business Expansion into Osaka City and
Individually Tailored Incentive Schemes
The aim of this initiative is to contribute to the
economic revitalization of Osaka by promoting the
expansion of companies from priority industries into
Osaka City, which would in turn expand the
opportunities for business negotiations between
companies within Osaka City, thus fostering and
promoting new industries and leading to greater
employment opportunities.
We carried out a coherent program of activities
including: outsourcing contracts with consultants who
offer both expert knowledge and company contacts not
only in Japan, but also in foreign countries, utilizing
their unique networks and expertise to ascertain
companies that have both the potential for expansion
into Osaka City and meet the criteria relating to
priority industries as established by the city, and
offering incentives to such companies to establish
businesses in Osaka.

(3) Temporary Office Rental Service

IBPC大阪の事務所内に短期貸事務所「IBPC大阪テン
ポラリーオフィス」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。
〈利用企業数〉
7社 5ヶ国・地域
〈主な業種〉
IT関連、RT関連、貿易業等
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We maintain IBPC Osaka Temporary Offices for shortterm rental within IBPC Osaka and offer these offices to
foreign firms and public organizations preparing to
establish business bases in Osaka City.
<Occupants>
7 companies from 5 countries and regions
<Main type of business>
IT, RT, trade, etc.

(4) Inviting Universities and Research
Institutes to Relocate to Osaka

(4)大学･研究機関の誘致活動

Specialist staffs are facilitating the relocation of
universities and research institutions to Osaka with the
aim of revitalizing the economy of Osaka City, which
depends on the promotion of personal exchange and the
nurturing of venture companies through the development
of industry-government-academia networks.
Important activities:
・Introducing Osaka-based educational institutions,
research institutes, and companies to foreign
universities and research institutes, and offering
matchmaking opportunities
・Inviting foreign universities, arranging their
itineraries in Osaka, and accompanying them
while in Osaka
・Providing assistance in the search for offices and
housings in Osaka, or referrals to real-estate
agents
・Offering consultations on the legal procedures
that must be taken to open educational
institutions or research institutes in Osaka
・Providing information on the Osaka City
incentive programs and offering consultations on
application procedures

産官学のネットワークの発展に伴う人的交流の振興や
ベンチャー企業の育成を始めとする大阪市経済の活性化
を目的に、専門スタッフによる大学･研究機関の誘致活
動を行っている。
〈主な進出サポート活動内容〉
・在阪の学校・研究機関・企業への紹介または提
携マッチング業務
・外資系大学の招聘ならびに来阪時の訪問アレン
ジおよびアテンド業務
・大阪市内での物件照会または不動産会社への仲
介業務
・学校・研究機関開設に当たっての法的申請のコ
ンサルテーション業務
・大阪市助成制度の案内ならびに申請手続きの相
談・申請業務
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