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大阪ベイエリア現地見学会
（2016年3月18日）
Osaka Bay Area Observation Tour 
and Information Seminar
（March 18, 2016）

台湾での対日投資セミナー（台湾）
（2015年12月21日）
Invest Japan Seminar in Taiwan
（December 21, 2015）

「バッテリージャパン2016」
（第7回［国際］二次電池展）出展
（2016年3月2日～4日）
Battery Japan 2016
（March 2 to 4, 2016）

大阪立地プロモーションセミナー
（2016年1月26日）
Osaka Investment Promotion Seminar
（January 26, 2016）

2
IBPC大阪この一年

国際課
企業誘致プロジェクトIBPC Osaka Event Topics

 International Affairs Department, Investment Promotion 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.



32

（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）広報事業

大阪市の進出関心企業向け情報及び『夢洲・咲洲』関
連情報発信ツールの作成、ホームページ運営等の広報事
業を行った。

①INVEST OSAKAウェブサイトを活用した情報発信
セミナー等のイベント情報の掲載を積極的に行い、大
阪市の成長戦略拠点である「大阪駅周辺地区」と「夢洲・
咲洲地区」を中心に大阪市の都市再開発や投資環境につ
いてPRを行う他、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・新
エネルギーやライフサイエンス分野等におけるビジネス
チャンスや、大阪市のサポート内容、助成制度等国内外
企業の大阪市への進出・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。
また、進出有望企業発掘アプローチ事業やセミナー開
催等を通して接触した企業へ向けて、大阪市のビジネス
関連のイベントや施策等をメールマガジンにて配信した。
〈2015年度トップページアクセス数〉
　日本語版：346,083
　英 語 版： 47,031
　中国語版： 17,162
〈メールマガジンの配信回数〉
　年：16回

②フェイスブックページの作成
フェイスブックページを開設し、セミナーや見学会の
告知を行う他、市内で開催される展示会や大阪ベイエリ
ア地区等の魅力と最新情報を、画像を交えてタイムリー
に発信した。
〈フェイスブック配信回数〉
　年：17回

③プロモーション用パンフレット等の作成
１）大阪ベイエリアPRパンフレットの改訂
　関西イノベーション国際戦略総合特区の指定エリ
アである臨海部（夢洲・咲洲地区）の概要を紹介す
る大阪ベイエリアPRパンフレットについて、国・
大阪府・市による支援内容の変更を反映したパンフ
レットを改訂した。
　　　発行部数：日本語版　2,000部

(1) Public Relations

① Offering information via “INVEST OSAKA” website

② INVEST OSAKA Facebook page

③ Issuance of promotional material (e.g. pamphlets)

2. 企業誘致プロジェクト
INVESTMENT PROMOTION PROJECT (IBPC OSAKA)
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２）大阪市企業誘致パンフレット「INVEST OSAKA 
2015－2016」の改訂
大阪市の投資環境やインセンティブ等を紹介する
パンフレット「INVEST OSAKA 2015」について、
国・大阪府・市による支援内容の変更を反映し、日・
英・中の3言語でパンフレットを改訂した。
　　　発行部数：日本語版　2,000部
　　　　　　　　英 語 版　2,000部
　　　　　　　　中国語版　2,000部

④企業経営層をターゲットとした広告の掲載
大阪立地プロモーションセミナーと大阪ベイエリア現
地見学会の開催に合わせて、日本経済新聞近畿版におい
て開催案内の広告を掲載し、関西地域に興味を持つ企業
経営層に向けてPRを行った。
掲載媒体：日本経済新聞近畿版（発行部数：524,784部）
掲 載 日：大阪立地プロモーションセミナー開催広告

2016年１月14日（木）
大阪ベイエリア現地見学会開催広告
2016年３月１日（火）

（2）進出有望企業情報の収集及び発掘アプローチ事業

外部コンサルタントの活用、国内展示会、大阪立地プ
ロモーションセミナー及び大阪ベイエリア現地見学会の
開催を通じて進出有望企業の情報収集と発掘を行った。
個別アプローチ件数：334社
大阪市との個別面談企業数：41社

①調査・コンサルティング企業等を活用した企業情報の
収集及び発掘アプローチ
スタッフ独自の発掘活動並びに、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の活用を通じ、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
や計画を有すると思われる企業の発掘・個別面談を通じ、
大阪市内への誘致・再投資の促進活動を行うとともに、
臨海部に対するニーズの把握を行った。

④ Placement of advertisements on major newspapers

 targeting for the corporate management

(2) Collecting Information on High Potential Companies 

Interested in Investing in Osaka / Approaching

Individual Companies with High Potential

① Collection of corporate information and approach

 activities utilizing consultation companies, etc.

企業誘致プロジェクト
IBPC OSAKA INVESTMENT PROMOTION PROJECT
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②展示会を活用した企業発掘アプローチ
展示会への出展を行い、環境・新エネルギー関連産業
の最新情報や大阪・関西の優位性、並びに蓄電池、水素・
燃料電池分野での新たなビジネス創出・事業参入を強力
にサポートする大阪の取り組み等について紹介したほか、
大阪で展開中のプロジェクトや産業振興の取組等につい
ての展示・紹介を行い、大阪への進出・拠点設置に関す
る相談にも対応した。
また、環境・新エネルギーやライフサイエンス関連の
国際見本市に赴き、大阪の投資環境や、特区インセンティ
ブを含めた大阪の魅力をアピールし、出展企業等に対し
て個別にアプローチを行った。
〈出展展示会〉
展示会名：「バッテリージャパン2016」（第7回［国

際］二次電池展）
開催期間：2016年3月2日（水）～4日（金）
開催場所：東京ビッグサイト

〈出展者セミナー〉
開催日時：2016年3月2日（水）15：00～16：00
参加者数：59名

〈アプローチ活動をした展示会〉11件

③大阪関心企業発掘セミナーの開催
大阪府との共催により、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」、「夢洲・咲
洲地区」、「健都」への企業立地促進を目的にセミナーを
開催し、IoTを活用した成長産業の最新動向と投資トレ
ンド等、世界市場に優位性を有する日本のセンサー分野
やロボット産業の現状と将来について説明を行ったほか、
各地区の開発状況や各特区指定エリアにおけるインセン
ティブを紹介し、大阪が新しい価値の創造や新しい事業
の展開を目指す各分野の企業にとって優れた立地先であ
ることをアピールした。
開催日時：2016年1月26日（火） 14：30～18：10
開催場所：グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 

カンファレンスルーム Room B5
参加者数：122名

④臨海部関心企業等現地案内の実施
「夢洲・咲洲地区」等臨海部に関心のある企業や業界
団体向けに現地案内会等を実施し、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。
〈見学社数〉30社/年
〈団体見学会〉

② Company approach activities through exhibitions

～

③ Organizing Osaka investment promotion seminar

 in Osaka

～

④ On-site tours and information seminar for the 

companies and organization who are interested 
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開催日時：2016年3月18日（金）13：30～17：15
開催場所：大阪ベイエリア（咲洲）
参加者数：説明会45名
　　　　　現地見学会35名

⑤企業誘致関連事業等との連携・活用
国際ビジネス関連や見本市関連事業、「特区」関連事
業等と連携・活用し、台湾で開催された対日投資イベン
トのセミナー会場に併設された自治体PRコーナーにお
いて大阪のPRを行った。
イベント名：台湾での対日投資セミナー
主 催 者：独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
開 催 日：2015年12月21日（月）
開催場所：リージェント台北（台北晶華酒店）宴会ホー

ル
出展協力：大阪外国企業誘致センター（O-BIC）
参加者数：247名
相談件数：40件

（3）企業進出支援事業

①相談窓口の設置
インテックス大阪内にて、進出検討企業に対して不動
産物件の情報提供等、市内事業所設置関心企業への支援
を行った。
〈不動産物件情報提供実績〉
提　供　先：28社
提供物件数：240件（内、視察数：49件）

②大阪への投資関心企業サポート事業
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等、大阪で
ビジネスを開始するための支援を行った。
〈招聘実績〉
のべ31回/28社（6カ国・地域）

③ビジネスサポートオフィスの運営
市内への事業所設置の準備拠点として、無料のレンタ

in Osaka Bay Area

～

⑤ Cooperation and liaison with other organization 

related to investment promotion

(3) Support Activities to the Potential 

Companies

① Support service

② Support activities for companies interested in 

investing in Osaka

③ Management of Business Support Office (BSO)

企業誘致プロジェクト
IBPC OSAKA INVESTMENT PROMOTION PROJECT
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ルオフィス（７室）を運営し、大阪への事業所設置を考
える外国企業等に無料のオフィスと関連サポートを提供
した。
〈運営実績〉
利用企業数：17社（5カ国・地域）

（4）大阪進出企業定着支援事業

大阪市、大阪府、大阪商工会議所、ジェトロ大阪本部
が大阪進出支援を行った企業を対象とした「大阪ビジネ
ス交流クラブ」の運営に協力し、セミナーや在阪企業と
の交流会等を開催する等、進出後の定着支援を行った。
〈開催実績〉
第15回大阪ビジネス交流クラブ
開催日時：2015年10月22日（木）
開催場所：大阪商工会議所
参加者数：90名
第16回大阪ビジネス交流クラブ
開催日時：2016年3月17日（木）
開催場所：大阪商工会議所
参加者数：73名

（５）在阪企業の本社機能流出抑止関係事務

①定期的なメールマガジンの配信
大阪に本社を置く企業とのネットワーク構築及び在阪
企業の本社機能流出抑止のため、定期的なメールマガジ
ンの配信や、本社訪問に伴う準備等の業務補佐を行った。
〈メールマガジンの配信回数〉
年：14回

②転出企業情報の収集及び転出理由等についての調査
近年、大阪市から市外へ本社を移転した企業の数は市
内へ転入した企業の数を上回る傾向にあると報告され、
これらの転出企業の転出背景や理由をリサーチ企業に調
査業務を委託することを通じて、市内企業の転出を引き
止める施策の検討に活かした。

(4) Support Activities to Secure Establishment 

of Companies Set up in Osaka

　(5) Secretarial Work Related to Prevention

of Outflow of Company Headquarters

in Osaka

① Periodic distribution of email newsletters

② Investigation on company outflow from Osaka 

City and its reason behind
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