2 IBPC大阪この一年
IBPC Osaka Event Topics

企業誘致課
（IBPC大阪企業誘致センター）

Investment Promotion Department
（IBPC Osaka Investment Promotion Center）

大阪ベイエリア見学・分譲説明会
（2012 年 7月23日）
Information Tour to the Osaka Bay Area and
Briefing Session of the Land for Sale
（July 23, 2012）

産業立地セミナー in 東京
（2012 年 10月18日）
Osaka Business Seminar in Tokyo
（October 18, 2012）

産業立地セミナー in 大阪
（2012 年 11月6日）
Osaka Business Seminar in Osaka
（November 6, 2012）
PV Japan 2012 出展
（2012 年 12月5日〜 7日）
PV Japan 2012
（December 5 to 7, 2012）
大阪ベイエリア見学・分譲説明会
（2012 年 12月11日）
Information Tour to the Osaka Bay Area and
Briefing Session of the Land for Sale
（December 11, 2012）

PV Japan 2012 での大阪プロモーションセミナー
（2012 年 12月6日〜 7日）
Osaka Promotion Seminar at PV Japan 2012
（December 6 to 7, 2012）
大阪ベイエリア見学・分譲説明会
（2013 年 3月22日）
Information Tour to the Osaka Bay Area and Briefing Session
of the Land for Sale
（March 22, 2013）

2012 中国国際工業博覧会 風景
（2012 年 11月6日〜 10日）
China International Industry Fair 2012
（November 6 to 10, 2012）
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1. 国際部の概要
OUTLINE OF THE INTERNATIONAL DIVISION
大阪経済の国際化と活性化を図るために、これまでビ

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.

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 )

(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。
〈2012 年度進出決定企業数〉

13 社

〈2012 年度進出内定企業数〉

6社

〈2012 年度再投資内定企業数〉

1社

(2）経済交流課(IBPC大阪ネットワークセンター)

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 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 2012:13)
(Number of the companies which have made informal
decision to newly establish business bases in Osaka city
in fiscal year 2013:6)
(Number of the companies which have made informal
decision to reinvest in Osaka city in fiscal year 2013:1)

(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

With the aim of supporting Osaka-based SMEs in
international business activities, the IBPC Osaka Network

富な専門家による海外ビジネス相談事業や各種経済・実
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国際部の概要
Outline of the International Division

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。

(3）ビジネスパートナー都市 (BPC) の
ネットワーク

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

(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。
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）
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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)

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

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, Kansai
Innovation International Strategic Comprehensive
Special Zone, living environment, and industry
accumulation new energy environment industries. It
also contained messages from companies which have
already invested in Osaka.
Circulation:
Japanese version: 3,500
English version: 1,500
Chinese version: 1,500

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、関西イノベーション国
際戦略総合特区、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 3,500部
英 語 1,500部
中国語 1,500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、大阪市の
都市再開発や投資環境についてPRを行った。また、
関西イノベーション国際戦略総合特区に関する情報も
掲載し、成長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、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。
〈2012年度アクセス数〉
日本語トップページアクセス数： 113,304件
英語トップページアクセス数 ： 20,009件
中国語トップページアクセス数： 13,603件
全体のページビュー

： 672,222件
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② Offering Information via the INVEST Osaka
Website
Through the INVEST Osaka website, we proactively
offered information on seminars and other events to
communicate urban redevelopment and 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 offered
information on Kansai innovation international strategic
comprehensive special zone, 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 and
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 FY2012)
Japanese homepage: 113,304
English homepage:
20,009
Chinese homepage:
13,603
Total number of visits: 672,222

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

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企業お役
立ち情報などをメルマガにて配信した。
年： 11回

④大阪ベイエリア（夢洲・咲洲）のPR活動
関西イノベーション国際戦略総合特区に指定され、
2012年12月より大阪府・大阪市の地方税が最大5年間
ゼロ＋5年間1/2となる画期的な免税制度がスタート
した大阪ベイエリアの夢洲・咲洲地区、及び大阪の中
心地に位置する大阪駅周辺うめきた地区の効果的な広
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。
大阪ベイエリアPRパンフレットの作成
2013年6月頃から進出事業者の募集を開始す
る夢洲地区（産業・物流ゾーン）の情報を掲載
したパンフレット「Welcome to大阪ベイエリア」
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。
発行部数：日本語 8,000部
英 語 2,500部
中国語 1,500部
夢洲・咲洲デジタルPRツール「バーチャルリア
リティー
（VR）アニメーション映像」
ナレーション収録
先行開発区（第1期産業・物流用地）への進出
事業者の募集を開始する夢洲や研究開発・ビジ
ネス拠点の立地に適している咲洲のプロモー
ション用のVRアニメーション映像にナレーショ
ンを収録し、セミナー等のイベントにおいてよ
り分かり易く魅力的に両地区の説明ができるＰ
Ｒツールを制作した。
日経ビジネスへの広告掲載
【特別企画として4ページの広告記事を掲載】
発行部数：245,548部（2010年 ABC部数）
掲 載 日：10月8日号（10月5日発売）
大阪市の広告記事（4頁）のみならず、関西国
際空港、民間の都市開発プロジェクト、大阪へ
進出してきた企業等と連携し、計13頁の記事を
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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 11 times a year

④ Public Relations Activities of Osaka Bay Area
(Yumeshima / Sakishima)
We conducted highly effective public relations activities
and made an effort to attract potential businesses
promoting the two designated areas as Kansai innovation
international strategic comprehensive special zone,
“Yumeshima / Sakishima districts” located along Osaka
bay area and “Osaka Station district (Umekita)” located at
the center of Osaka where groundbreaking tax incentive
program which offers 100% local tax reduction for first
the 5 years and 50% reduction for the next 5 years has
started.
1) “Welcome to the Osaka Bay Area”
We made Japanese, English and Chinese versions of
the brochure, “Welcome to the Osaka Bay Area”,
which features information on the Yumeshima district
(Industrial / Logistics Zone) which is starting to accept
applications for land purchase around June, 2013. The
brochure was distributed to prospective companies as
well as participants of investment promotion seminars
and exhibitions.
Circulation:
Japanese version: 8,000
English version: 2,500
Chinese version: 1,500
2) Recording a voice narration on “virtual reality (VR)
animation movie” which is digital PR tools promoting
Yumeshima and Sakishima districts
We produced PR tool which made it possible to visibly
explain about both districts more clearly at events such
as investment promotion seminar by recording a voice
narration on the animated movie promoting the
Yumeshima district which phase 1 development area
(Phase1 Industrial / Logistics Zone) is starting to accept
applications for land purchase and the Sakishima
district which is suitable site for establishment of
business base and R&D facilities.
3) Placement of an advertisement in the Nikkei Business
weekly magazine
【4 pages of advertisement as a special feature article

Number of copies printed: 245,548 (average from
January to December 2010, audited by the Japan Audit
Bureau of Circulations)
Dates of placement: October 8th issue (released
October 5th)
In addition to an advertisement (4 pages) for Osaka
City, we placed a 13-page article in cooperation with
Kansai International Airport Co., Ltd., private
organizations implementing urban development
projects and the businesses which have established
business base in Osaka. With focus placed on the two
major strategic districts of Osaka City—the
Yumeshima and Umekita districts which has been
designated as Kansai innovation international
strategic comprehensive special zone, we tried to
communicate 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 energyrelated 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]
- Introduction of Osaka as a city that inherits the
DNA of the nation’s commercial center
- A concentration of key industries of Japan,
especially environmental and medical industries
and research institutions
- Incentives for Kansai innovation international
strategic comprehensive special zone “Yumeshima
and Sakishima” district which are along Osaka bay
area and their potential.
- Message from governor and mayor of Osaka /
Announcement of Osaka industrial location
seminar
4) Placement of an advertisement in a major newspaper
and business magazine
To promote ideal geographic location and an advantage
of Osaka bay area as well as incentives of Kansai
innovation international strategic comprehensive
special zone, we tried to give publicity to both potential
districts and find promising businesses to establish
business base in Osaka, placing advertisement totally

掲載した。関西イノベーション国際戦略総合特
区に指定されており、大阪市の2大成長戦略拠点
（夢洲、うめきた）を中心に、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
・日本の成長産業分野、特に「環境」
「
、医
療」
「
、研究拠点」が集積
・大阪ベイエリア「夢洲・咲洲」特区イ
ンセンティブと今後のポテンシャル
・大阪府知事、大阪市長のメッセージ／
大阪産業立地セミナー開催告知
主要新聞、業界紙への広告掲載
大阪ベイエリアの好立地、優位性とともに特
区インセンティブを効果的にＰＲするため、特
に化学工業・素材製造業界の目に留まる媒体を
選び、セミナーやベイエリア見学会の開催告知
も兼ねて広告を計11回掲載し、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。
・日経新聞

3回 発行部数：758,204部

・日刊工業新聞

2回 発行部数：422,607部

・化学工業日報

1回 発行部数：130,000部

・半導体産業新聞 1回 発行部数： 28,000部
・化学経済3月号

1回 発行部数：

7,000部

・工場計画情報

1回 発行部数：

5,000部

・産業立地

1回 発行部数：

1,700部

・経済人

1回 発行部数：

2,900部
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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)

11 times in the media which has a large readership in
the field of chemical manufacturing industry, which
combined announcement of seminar and bay area site tour
・The Nihon keizai Shimbun

three times Circulation: 758,204

・The Nikkan Kogyo Shimbun

two times

Circulation: 422,607

・The Chemical Daily

once

Circulation: 130,000

・The Semiconductor Industry News

once

Circulation: 28,000

once

Circulation: 7,000

once

Circulation: 5,000

・Kagaku Keizai
(Chemical Business Journal)
・Kojo Keikaku Joho

(2）誘致事業

once

Circulation: 1,700

・Keizaijin

once

Circulation: 2,900

(2) Investment Promotion Activities

①東京・大阪におけるプロモーションセミナーの開催
大阪産業立地セミナー in 東京
「WHY OSAKA?〜関西イノベーション国際戦略総合
特区で勢いづく大阪〜」
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産業立地セミナーを開
催し、関西イノベーション国際戦略総合特区の指定を
受けたうめきた・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：2012年10月18日
（木）14:00〜18:30

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

・Industrial Location

① Promotional Activities in Tokyo and Osaka
1) Osaka Business Seminar in Tokyo
"WHY OSAKA?– Osaka Invigorated by the Kansai
Innovation International Strategic Comprehensive
Special Zone "
In cooperation with Osaka City, we organized an
investment promotion seminar specifically for Tokyobased 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
Front Osaka, and on the coastal area (the Yumesima/
Sakishima district) which were designated as Kansai
innovation international strategic comprehensive
special zone.
At the venue of the seminar, exhibition space was
provided where 10 real estate businesses in charge of
development projects in Osaka City met with seminar
participants to offer advice, and publicize their latest
development projects.

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／
大阪外国企業誘致センター（O-BIC）／
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 14:00〜17:00
⑴
「半導体の新時代到来と素材王国ニッポン」
株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長
泉谷渉 氏
⑵
「南海トラフ巨大地震による震度・津波推計と
被害想定」
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Date and time: Thursday, October, 18, 2012,
14:00–18:30
Venue:
Dai-ichi Hotel Tokyo (Minato-ku,
Tokyo)
Organizers: The City of Osaka, IBPC Osaka
Investment Promotion Center
Sponsors:
Kansai Bureau of Economy, Trade and
Industry(METI-KANSAI), Osaka
Prefectural Government, Japan
External Trade Organization (JETRO)
Osaka, Osaka Business and Investment
Center (O-BIC), The Japan Industrial

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・
企画担当）藤山秀章 氏
⑶＜講演1＞
「関西活性化の起爆剤として期待される「グラ
ンフロント大阪」の概要」
三菱地所株式会社 常務執行役員 林総一郎 氏
⑷＜講演2＞
「人材交流からはじまるナレッジイノベーショ
ン」
一般社団法人ナレッジキャピタル 専務理事
間渕豊 氏
⑸大阪市プレゼンテーション
「関西イノベーション国際戦略総合特区「夢洲・
咲洲地区」のご案内〜大阪で40haの産業・物流
用地が誕生〜」
大阪市計画調整局 理事 川田均
第2部 交流会 17:00〜18:30
参加人数：195名
大阪産業立地セミナー in 大阪
「WHY OSAKA?〜関西イノベーション国際戦略総合
特区で勢いづく大阪〜」
大阪市と夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チームとの
共催により、関西イノベーション国際戦略総合特区の
指定を受けた「大阪駅周辺地区」と「大阪ベイエリア
地区」への企業立地促進を目的にセミナーを開催し、
大阪のビジネス環境や特区のインセンティブとして地
方税優遇について説明を行い、ビジネス拠点としての
優位性などをPR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：2012年11月6日
（火）14:30〜18:30

場

所：大阪新阪急ホテル
（大阪市北区）

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）／夢
洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム

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／財団法人日本立地セン
ター

プログラム：
第1部 セミナー 14:30〜17:30
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Location Center, Cooperation Team for
Attracting Business and Universities to
Yumeshima/Sakishima Districts
Program:
Part I: Seminar 14:00–17:00
(1) “A New Age in Semiconductors and Japan as a
Materials Provider”
Mr. Wataru IZUMIYA, CEO, Sangyo Times
Inc.
(2) “Predicted Seismic Intensity, Tsunami, and
Extent of Damage from the Nankai Trough
Earthquake”
Mr. Hideaki FUJIYAMA, Director, Research
and Planning Division, Disaster Management
Bureau, Cabinet Office
(3) <Lecture 1>
“Introduction of “Grand Front Osaka” –A
Project Expected to Serve as a Trigger to
Rejuvenate Kansai Region”
Mr. Soichiro HAYASHI Senior Executive
Officer, Mitsubishi Estate
(4) <Lecture 2>
“Knowledge Innovation: Catalysed by the
Interaction of Talents”
Mr. Yutaka MABUCHI Senior Director,
Knowledge Capital Association
(5) “Kansai Innovation International Strategic
Comprehensive Special Zone, Yumeshima and
Sakishima Islands District ~ Birth of a
40-Hectare Industrial and Logistics Site ~”
Mr. Hitoshi KAWATA,
Director General for Planning and
Coordination of Osaka Bay Area, Planning and
Coordination Bureau Osaka City Government
Part II: Networking Event 17:00–18:30
Number of participants: 195
2) Osaka Business Seminar in Osaka
“WHY OSAKA? –Osaka Invigorated by the Kansai
Innovation International Strategic Comprehensive
Special Zone–”
In cooperation with Osaka City and Cooperation Team
for Attracting Business and Universities to Yumeshima
/Sakishima Districts, we organized a seminar for
investment promotion to Yumeshima / Sakishima
district and the Osaka station district designated as
Kansai innovation international strategic
comprehensive special zone to promote Osaka’s
advantages as a business hub providing information on
business environment and local tax incentives by the

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

⑴
「半導体の新時代到来と素材王国ニッポン」
株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長
泉谷渉 氏
⑵
「住友電工の事業展開〜大阪に本社・製作所を
持つ企業のグローバル戦略〜」

special zone.
At the venue of the seminar, exhibition space was
provided where 10 real estate businesses in charge of
development projects in Osaka City met with seminar
participants to offer advice, and publicize their latest
development projects.

住友電気工業株式会社 経営企画部長
福井雅 氏
⑶
「グランフロント大阪の概要
関西イノベーション国際戦略総合特区への取り
組み」
三菱地所株式会社 大阪支店
プロジェクト推進室長 山口修一 氏
⑷
「うめきたグランフロント大阪
「ナレッジキャピ
タル」
」
一般社団法人ナレッジキャピタル
事業統括部長 高橋豊典 氏
⑸
「ダイナミックな投資が続く大阪湾岸の物流不
動産開発」
株式会社日本ロジスティクスフィールド総合研
究所 代表取締役社長 辻俊昭 氏
⑹大阪市プレゼンテーション
「関西イノベーション国際戦略総合特区「夢洲・
咲洲地区」のご案内〜大阪で40haの産業・物流
用地が誕生〜」
大阪市計画調整局 理事 川田均
第2部 交流会 17:30〜18:30
参加人数：209名
大阪ベイエリア分譲説明会
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セミナーを含む大阪ベイエリア見
学･分譲説明会を開催し、関西イノベーション国際戦
略総合特区におけるインセンティブなどを紹介し、大
阪ベイエリアのポテンシャルについてPRした。
⑴
「平成25年春

大阪市内に待望の産業・物流拠点

がいよいよ誕生！」
日

時：2012年7月23日
（月）14:30〜19:00

場

所：大阪ベイエリア一帯（夢洲（ゆめしま）
・
咲洲
（さきしま）
・舞洲
（まいしま）
）

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：夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム
（大阪府・大阪市・公益社団法人関西
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Date and time: Tuesday, November 6, 2012,
14:30–18:30
Venue:
Hotel New Hankyu Osaka (Kita-ku,
Osaka)
Organizers: The City of Osaka, IBPC Osaka
Investment Promotion Center,
Cooperation Team for Attracting
Business and Universities to
Yumeshima/Sakishima Districts
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, Japan Industrial Location
Center
Program:
Part I: Seminar 14:30–17:30
(1) “A New Age in Semiconductors and Japan As
a Materials Provider”
Mr. Wataru IZUMIYA, CEO, Sangyo Times
Inc.
(2) “Business Deployment of Sumitomo Electric
Industries, Ltd.- Global Strategy of the
Businesses which Headquarter and
Manufacturing Base is Located in Osaka-”
Mr. Masashi FUKUI, General Manager,
Corporate Planning Department, Sumitomo
Electric Industries, Ltd.
(3) “Introduction of “Grand Front Osaka” and
Measures to the Kansai Innovation
International Strategic Comprehensive Special
Zone”
Mr. Shuichi YAMAGUCHI, General Manager,
Project Promotion Office, Osaka Branch,
MITSUBISHI ESTATE CO.,LTD
(4) “The Core Facility “Knowledge Capital” of
Grand Front Osaka in Umekita”
Mr. Toyonori TAKAHASHI, Managing
Director, Knowledge Capital Management
Corporation
(5) “Development of Logistics Properties along

the Osaka Bay Area where Dynamic
Investments are continuing”
Mr. Toshiaki TSUJI, CEO, Japan Logistics
Field Institute, Inc.
(6) Presentation by Osaka City
“Kansai Innovation International Strategic
Comprehensive Special Zone, Yumeshima and
Sakishima Islands District ~ Birth of a
40-Hectare Industrial and Logistics Site ~”
Mr. Hitoshi KAWATA, Director General for
Planning and Coordination of Osaka Bay Area,
Planning and Coordination Bureau Osaka City
Government
Part II: Networking Event 17:30–18:30
Number of participants: 209
3) Information Tour to the Osaka Bay Area and
Briefing Session of the Land for Sale
In cooperation with Osaka City and other
organizations, we organized Information Tour and
Briefing Session for Sale of the Osaka Bay Area
including a seminar to promote a potential of the
Osaka Bay Area introducing the incentives by the
Kansai Innovation International Strategic
Comprehensive Special Zone specifically for domestic
and foreign-affiliated companies and research
institutions.

経済連合会・大阪商工会議所・一般社
団法人関西経済同友会）
協

力：いであ株式会社、アジア太平洋トレー
ドセンター株式会社

プログラム：
第1部 セミナー 14:30〜16:00
会場：いであ株式会社6階ホール
「夢洲の事業用不動産としてのポテンシャルにつ
いて」
シービーアールイー株式会社

CBREコンサル

ティング本部シニアディレクター 前澤威夫 氏
「大阪臨海部の開発状況〜夢洲募集、来春開始！
〜」
大阪市港湾局 営業推進室長 藪内弘
第2部 見学ツアー 16:20〜17:30
バスによる咲洲・夢洲・舞洲見学ツアー
夢洲にて先行開発地区の産業・物流用地（2013年
春募集開始予定地）で下車視察。
第3部 交流会 17:45〜19:00
会場：ATCビルITM棟 12階スカイロビー
参加人数：セミナー 98名
見学ツアー 92名
(2) 〜関西イノベーション国際戦略総合特区の指定
を受け、勢いづく大阪〜
日

時：2012年12月11日
（火）14:00〜18:30

場

所：大阪ベイエリア一帯（夢洲（ゆめしま）
・
咲洲
（さきしま）
・舞洲
（まいしま）
）

主

催：夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム
（大阪府・大阪市・公益社団法人関西
経済連合会・大阪商工会議所・一般社
団法人関西経済同友会）、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）

協

力：ハイアット リージェンシー 大阪／横
浜冷凍株式会社／アジア太平洋トレー
ドセンター株式会社

プログラム：
第1部 説明会 14:00〜14:40
会場：大阪府咲洲庁舎30階
「臨海部の概要と土地分譲情報」
大阪市港湾局 営業推進室開発調整担当部長
西園恵次
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(1)“The anticipated industrial / logistics center will be
completed in Spring 2013 in Osaka city!”
Date and time: Monday, July 23, 2012,
14:30–19:00
Around the Osaka Bay Area
Venue:
(Yumeshima / Sakishima /
Maishima)
Organizers: The City of Osaka, IBPC Osaka
Investment Promotion Center
Sponsors:
Cooperation Team for Attracting
Business and Universities to the
Yumeshima/Sakishima Districts
(Osaka Prefectural Government /
The City of Osaka, Kansai
Economic Federation / Osaka
Chamber of Commerce and Industry /
Kansai Keizai Doyukai)
Supporters:
IDEA Consultants, Inc., ATC
Corporation (Asia and Pacific Trade
Center)
Program:
Part I: Seminar 14:30–16:00

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

「企業立地にかかるインセンティブのご説明」
大阪府商工労働部 企業誘致推進課課長補佐
藤澤知治
第2部 見学ツアー 14:40〜17:30
大阪市臨海部（夢洲・咲洲・舞洲）見学ツアー
夢洲にて先行開発地区の産業・物流用地（2013
年春募集開始予定地）を視察後、進出が決定して
いる横浜冷凍株式会社の北港物流センターを視
察。
第3部 交流会 17:30〜18:30
会場：ATCビルITM棟10階サンセットホール
参加人数：説明会 32名
見学ツアー 30名
(3) 〜夢洲の先行開発地区

まもなく進出事業者募

集開始〜
日

時：2013年3月22日（金） 14:00〜18:30

場

所：ATCほか大阪ベイエリアの各所

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）
／夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チー
ム（大阪府・大阪市・公益社団法人関
西経済連合会・大阪商工会議所・一般
社団法人関西経済同友会）

協

力：アジア太平洋トレードセンター株式会社

プログラム：
第1部 セミナー 14:00〜15:30
「関西における最近の事業所立地計画の動向」
財団法人日本立地センター産業立地部 部長
高野泰匡 氏
「臨海部の概要と土地分譲情報」
大阪市港湾局 営業推進室 室長 藪内弘
「大阪ベイエリアを取りまく高速道路ネットワー
ク整備と阪神高速のサービス」
阪神高速道路株式会社 事業開発部 プロジェク
トリーダー 岡本太郎 氏
「夢洲に新バス路線誕生、臨海部におけるバス運
行について」
北港観光バス株式会社 営業企画室 室長
守屋衛 氏
第2部 見学ツアー 15:45〜17:30
第3部 交流会 17:30〜18:30
参加人数：セミナー参加者 68名
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Venue: IDEA Consultants, Inc. 6th floor
“Potential of Yumeshima as a Commercial
Property”
Mr. Takeo MAEZAWA, Senior Director,
CBRE Consulting, CBRE K.K
“Development Situation of the Osaka
Coastal Area – Applications for Land
Purchase of Yumeshima Accepted Starting
Next Spring”
Mr. Hiromu YABUUCHI, Director, Land
Sales Division, Port and Harbor Bureau,
City of Osaka
Part II: Site visit 16:20–17:30
Site Tour to Sakishima, Yumeshima,
Maishima by bus.
Visit to phase 1 development zone
“industrial/ logistics zone at Yumeshima
that is the planned site which are starting to
accept applications for land purchase
next spring.
Part III: Reception 17:45–19:00
Venue: ATC Building ITM 12F Sky Lobby
Number of participants: Seminar 98
Site visit 92
(2)“Osaka Becoming Enlivened by Designation of the
Kansai Innovation International Strategic
Comprehensive Special Zone”
Date and time: Tuesday, December 11, 2012,
14:00–18:30
Venue:
Around the Osaka Bay Area
(Yumeshima / Sakishima /
Maishima)
Organizers: The City of Osaka, IBPC Osaka
Investment Promotion Center
Supporters:
Hyatt Regency Osaka, Yokorei Co.,
Ltd, ATC Corporation (Asia and
Pacific Trade Center)
Program:
Part I: Briefing Session 14:00–14:40
Venue: Osaka Prefectural Government
Sakishima Building 30F
“Overview of the Osaka Coastal Area and
Information on Land for Sale”
Mr. Keiji NISHIZONO, Director for
Development & Coordination, Port &
Harbor Bureau, City of Osaka
“Presentation on Incentives for
Establishment of New Business Facilities”
Mr. Tomoharu FUJISAWA, Assistant

見学会参加者 51名
（4）PV Japan2012 大阪プロモーションセミナー
日

時：2012年12月6日
（木）
・7日
（金）
11:00〜12:00

場

所：幕張メッセ（千葉）

プログラム：
・12月6日「KTAC
（関西テクノロジーアセスメント
センター）と太陽光発電の試験サービス」
テュフ ラインランド ジャパン株式会社
製品部

太陽光発電課

光成彰志 氏

「関西イノベーション国際総合戦略特区
「夢洲・咲洲地区」のご案内」
大阪市

政策企画室

企業誘致担当課長

川畠康裕
・12月7日「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
ギー産業情報編集長

環境エネル

甕秀樹 氏

「咲洲地区スマートコミュニティ実証事業」
咲洲スマートコミュニティ協議会事務局
アーキテクトマネージャー 高木舞人 氏
参加人数：78名
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Director, Investment Promotion Division,
Department of Commerce, Industry and
Labor, Osaka Prefectural Government
Part II: Site visit 14:40–17:30
Site Tour to Osaka Coastal Area
(Sakishima, Yumeshima, Maishima)
After visiting phase 1 development zone
“industrial / logistics zone that is planned
to start accepting applications for land
purchase next spring at Yumeshima, we
visited Hokko distribution center of
Yokorei Co., Ltd which made a decision to
establish new distribution center in
Yumeshima.
Part III: Reception 17:30–18:30
Venue: ATC Building ITM 10F Sunset Hall
Number of participants: Briefing Session 32
Site visit 30
(3)Phase 1 development zone of Yumeshima is
planned to start accepting applications for land
purchase soon
Date and time: Friday, March 22, 2013,
14:00–18:30
ATC and other places around Osaka
Venue:
bay area
Organizers: The City of Osaka, IBPC Osaka
Investment Promotion Center;
Cooperation Team for Attracting
Business and Universities to the
Yumeshima/Sakishima Districts
(Osaka Prefectural Government /
The City of Osaka, Kansai
Economic Federation / Osaka
Chamber of Commerce and Industry
/ Kansai Keizai Doyukai)
Supporters: ATC Corporation (Asia and Pacific
Trade Center)
Program:
Part I: Seminar 14:00–15:30
“Trend in Location Planning of Business
Facilities in Kansai Region”
Mr. Yasumasa TAKANO, Director, Japan
Industrial Location Center
“Brief Information of the Osaka Coastal
Area and the land for Sale ”
Mr. Hiromu YABUUCHI, Director, Land
Sales Division, Port and Harbor Bureau,
City of Osaka
“Improvement of Expressway Network

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

Surrounding the Osaka Bay Area and the
Services of Hanshin Expressway”
Mr. Taro OKAMOTO, Business Leader,
Hanshin Expressway Company Limited.
“ Introduction of Bus Service in the Bay
Area, – New Bus Route will be launched in
Yumeshima –”
Mr. Mamoru MORIYA, Director,
Marketing & Sales Planning, Hokko Kanko
Bus
Part II: Site visit 15:45–17:30
Part III: Reception 17:30–18:30
Number of participants: Seminar 68
Site visit 51
(4)Osaka Promotion Seminar at PV Japan 2012
Date and time: December 6th and 7th, 2012,
11:00–12:00
Venue:
Makuhari Messe, Japan
Program:
Thursday, December 6th
“Introduction of KTAC (Kansai Technology
Assessment Center) and Photovoltaic Testing
Service”
Mr. Shoshi MITSUNARI, Sales, Photovoltaics
Laboratory Solar Technology Products, TUV
Rheinland Japan Ltd.
“Introduction of Yumeshima and Sakishima
Districts designated as Kansai Innovation
International Strategic Comprehensive Special
Zone”
Mr. Yasuhiro KAWABATA, Manager for Business
Development, Office of The Mayor, Osaka City
Government.
Friday, December 7th
“The Latest Trend in the Fields of Environment
and Energy Industries and Strength of the
Companies in the Osaka and Kansai Region”
Mr. Hideki MOTAI, Editor in Chief, (Tokyo)
Editorial Dept., Sangyo Times Inc.
“Sakishima Smart Community Verification
Project”
Mr. Maito TAKAGI, Director, Sakishima Smart
Community Alliance
Number of participants: 78

②大阪ベイエリア見学会の実施
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。
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② Implementation of Site Tour to the Osaka Bay
Area
We organized site tours to the Osaka Bay area
(Yumeshima, Sakishima, Maishima districts) for

individual companies and industrial groups to
encourage them to establish business bases there
showing them firsthand the current situation and
potential of these districts.
<Number of participants>
Tour for individual companies: 62 persons from 37
companies
Tour for industrial groups: 7 groups (358 persons from
270 companies)
The details;
1) Site tour to the Osaka Bay Area
(Date: July 23, 2012, Number of participants: 98)
2) Site tour to the Osaka Bay Area for CITE
(Osaka City Foundation for Urban Technology and
Communication) Salon-member (Date: August 8,
2012, Number of participants: 43)
3) Site tour to the Osaka Bay Area for the member of
Japan-China Economic Relations and Trade Center
(Date: September 19, 2012, Number of participants:
47)
4) Information Tour to the Osaka Bay Area and
Briefing Session of the Land for Sale
(Date: December 11, 2012, Number of participants:
32)
5) Site tour to the Osaka Bay Area for the businesses
and organizations such as Shimane Prefecture.
(Date: January 17, 2013, Number of participants:
13)
6) Information Tour to the Osaka Bay Area and
Briefing Session of the Land for Sale
(Date: March 22, 2013, Number of participants: 68)

＜開催実績＞
個別企業向け見学会：37社 62名
団体向け見学会：7団体（270社 358名）
具体的には
大阪ベイエリア現地見学会（2012年7月23日実
施、
98名参加）
CITÉ
（大阪市都市工学情報センター）さろん会
員

大阪ベイエリア現地見学会（2012年8月8

日実施、
43名参加）
日中経済貿易センター会員 大阪ベイエリア現
地見学会（2012年9月19日実施、
47名参加）
大阪ベイエリア見学･分譲説明会（2012年12月
11日実施、
32名参加）
島根県等企業＆団体による視察会（2013年1月
17日実施、
13名参加）
大阪ベイエリア見学･分譲説明会（2013年3月
22日実施、
68名参加）

③展示会への出展
PV Japan 2012出展
大阪市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、そして総合特区に係る投資インセン
ティブなどを紹介した。
期

間：2012年12月5日
（水）
〜7日
（金）

場

所：幕張メッセ

主 催 者：一般社団法人太陽光発電協会／SEMI
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③ Exhibition Participation
PV Japan 2012
Jointly with Osaka City, we set up a booth to offer the
latest information on the “Osaka Station district” and
“Osaka Bay area (Yumeshima/Sakishima district)”
designated as the Kansai Innovation International
Strategic Comprehensive Special Zone in December
2011, and communicate the advantages of Osaka and
Kansai-based companies in the environment and
energy-related industries and incentives in the special
zone.
Wednesday, December 5 to Friday, 7, 2012
Period:
Makuhari Messe, Japan
Venue:
Organizer: Japan Photovoltaic Energy Association
(JPEA)/SEMI

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

④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〉156件

⑤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。
〈招聘企業数〉19社、
7カ国

⑥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、
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。

⑦事業用地・オフィス物件等の情報提供
大阪に進出・立地・再投資を検討している企業に対
して、土地オーナー企業や不動産仲介業者を通じて条
件に沿った物件情報の提供を行い、大阪への企業立地
に繋げた。
提供社数：33社
提供物件数：250件
提供物件視察数：42回
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④ 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 Consulting> 156

⑤ 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
opportunities with potential partners in Osaka,
consultation for investment, and translation services.
Number of participants: 19 companies
from 7 countries

⑥ Program to identify domestic and international
companies potentially interested in investment
in Osaka.
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.

⑦ Provision of information on commercial land,
office and other real estate.
We promoted industrial location in Osaka providing
the businesses which considered establishing their
business base and reinvestment in Osaka with real
estate information through landowners and real estate
agencies.
Number of the companies to which we provided the
information: 33
Number of real estate information which we offered:
250
Number of site visit: 42

⑧ Collaboration with 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.

⑧大阪フォーリン・ビジネス・ネットワーク・クラブ開
催協力
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。
第１回
日

時：2012年7月4日
（水）

場

所：大阪市公館

The 1st Meeting
Date and time: July, 4th 2012
Venue:
Mayor’s Mansion
Theme:
“Energy Strategy of Osaka”
Number of participants: 39

テ ー マ：
「大阪のエネルギー戦略について」
参加人数：39名

The 2nd Meeting
Date and time: November, 5th 2012
Venue:
National Institute of Biomedical
Innovation
Theme:
Site tour of Saito (International
Culture Park)
Number of participants: 27

第２回
日

時：2012年11月5日
（月）

場

所：医療基盤研究所

テ ー マ：彩都視察ツアー
参加人数：27名

⑨ Collaboration with 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 matchmaking, face-to-face
interaction, and exchange of information with
potential business partners based in Osaka.

⑨大阪ビジネス交流クラブ開催協力
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９回
日

時：2012年10月30日
（火） 14：00〜17：30

場

所：も の づ く り ビ ジ ネ ス セ ン タ ー 大 阪
（MOBIO）

主

催：大阪外国企業誘致センター
（O-BIC 構成：
大阪府、大阪市、大阪商工会議所）
、ジェ
トロ大阪本部

プログラム：
「大阪のものづくり企業に対するMOBIOの支援の
状況について」
大阪府商工労働部商工振興室ものづくり支援課技
術支援グループ
課長補佐 片山幸治 氏
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The 9th Meeting
Date and time: Tuesday, October 30th, 2012,
14:00–17:30
Venue:
Creation Core Higashi-Osaka
Organizers: Osaka Business and Investment
Center (the O-BIC consists of: Osaka
Prefecture, The City of Osaka and the
Osaka Chamber of Commerce and
Industry), JETRO Osaka
Program:
1) “MOBIO’s status as a supporter of

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

「日本のモノづくり中小企業の新たな発展に向け
て」
ゼネラルプロダクション株式会社
代表取締役 石崎義公 氏
「再生可能エネルギー関連の西日本での取り組み」
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
ネットワーキング交流会
参加人数：80名
第１０回
日

時：2013年2月18日
（月） 14:30〜17:30

場

所：大阪商工会議所

主

催：大阪外国企業誘致センター
（O-BIC 構成：
大阪府、大阪市、大阪商工会議所）
、ジェ
トロ大阪本部

プログラム：
「うめきた・グローバルイノベーション拠点の創
出」
大阪市計画調整局 科学技術振興担当部長
山口あをい 氏
「いよいよ開業へ〜うめきた・ナレッジキャピタ
ル」
一般財団法人ナレッジキャピタル
事業統括部長 高橋豊典 氏
ネットワーキング交流会
参加人数：80名

（3）ビジネス・サポート・オフィス
（BSO）
の提供
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。
〈利用企業数〉
17社 6ヶ国・地域
〈主な業種〉
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manufacturing business in Osaka”
Mr. Koji KATAYAMA, Manufacturing Support
Division, Commerce and Industry Promotion
Office, Osaka Prefectural Government
2) “For new development of small and mediumsize manufacturing businesses in Japan”
Mr. Yoshitomo ISHIZAKI, President, General
Production Company
3) “Efforts in Western Japan on new technologies,
such as renewable energy”
Mr. Kunihiro OKAMOTO, Regional Manager
West Japan, TUV Rheinland Japan Ltd.
4) Reception for Networking Club members
Number of participants: 80
The 10th Meeting
Date and time: Monday, February 18th, 2013,
14:30–17:30
Venue:
Osaka Chamber of Commerce and
Industry
Organizers: Osaka Business and Investment
Center (the O-BIC consists of: Osaka
Prefecture, The City of Osaka and the
Osaka Chamber of Commerce and
Industry), JETRO Osaka
Program:
1) “Creation of Umekita, a base for global
innovation”
Ms. Aoi YAMAGUCHI, Director for Science
and Technology Affairs, Planning and
Coordination Bureau, Osaka City
2) “The opening is finally upon us: Umekita/
Knowledge Capital”
Mr. Toyonori TAKAHASHI, General Manager,
Knowledge Capital Association
3) Reception for Networking Club members
Number of participants: 80

(3) Business Support Office

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.
BSO users: 17 companies from 6 countries and
regions.
Main type of business: Information technology,

Medical, Environment,
Logistics etc.

IT、医療関連、環境関連、物流業等

(4) Collaboration with Promotional Activities
(Overseas)

（4）海外におけるプロモーション活動への協力

Collaboration with Exhibiting “China International
Industry Fair 2012”
We sent a staff to the booth at International Industry Fair,
one of the largest industrial exhibitions hosted by the
Chinese government, among others, which Osaka
Business and Investment Center (O-BIC) exhibited to find
potential businesses to establish their business base,
where we provided exhibiting companies and visitors
with information on the current trends and future
prospects of environment and new-energy related
industries and medical and biotechnology related
industries in Osaka and also incentives in Kansai
innovation international strategic comprehensive special
zone. In doing so, we identified some companies likely to
establish business bases in Osaka or to reinvest in the city.
Period: Tuesday, November 6th to Saturday, 10th,
2012
Venue: Shanghai New International Expo Center
(Shanghai, China)

「2012 中国国際工業博覧会」出展協力
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、大阪外国企業誘致センター
（O-BIC）が進出有
望企業発掘を目的にブース出展した際にスタッフ1名
を派遣し、他の出展企業や来場者に大阪の環境・新エ
ネルギー関連産業や医療・バイオ産業の現況と今後の
展望や、関西イノベーション国際戦略総合特区におけ
るインセンティブ等、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：2012年11月6日
（火）
〜10日
（土）

場

所：上海新国際博覧中心（中国・上海市）
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