ビジネスフェア ものづくり展 2017
- Credit Guarantee Corporation of Osaka Ⅰ．目

Ⅲ．イベント内容（予定）

的

１．フェア(出展ブース数
大阪は製造業事業所を数多く抱える「ものづくりのまち」であり、
技術力を有する中小企業・小規模事業者（以下、「中小企業者」とい
う）は、大手メーカー等からの受注確保に努めてきました。
しかしながら、近年のグローバル化やデジタル化の進展、海外経済
の動向等、中小企業者を取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、
その変化に対応するため、中小企業者は更なる経営努力を求められて
います。
そのような中、優れた技術や魅力ある製品・商品等を有する中小企
業者に対して、自社をＰＲする機会と出展者間における情報交換の場
を提供することで、今後のビジネスチャンスの一助となることを期待
するものです。

Ⅱ．概

要

１．テーマ
「ものづくり」
２．日 時
平成２９年１１月２２日(水)

約160

出展料無料)

１）出展対象企業
優れた技術や魅力ある製品・商品等を有する中小企業者を募集します。
なお、募集区分は以下のとおりとなります。
募集区分

割合

募集イメージ

伝統工芸関連

５%

金属・機械関連

25％

伝統工芸技術の伝承に取り組んでいる
高度な加工技術を活かしたものづくりに取り組んでいる

ゴム・プラスチック関連

10％

独自の技術を活かし、顧客のニーズに応じた製品等を製造している

紙・印刷関連

5％

食品関連

10％

品質、スピード、デザイン性を活かした製品等を製造している
大阪産を含む各地方ならではの食品を製造している

IT関連

5％

医療・介護・健康関連

10％

魅力的なシステム作りに取り組んでいる
アイデアを活かし、医療・介護・健康の分野に係る製品等を製造している

生活・サービス関連

15％

生活に役立つ生活関連製品等を製造している

その他

15％

上記以外の分野で独自の技術を活かしたものづくりに取り組んでいる

２）出展者の募集方法

午前１０時～午後５時（前日準備日）

３．場 所
マイドームおおさか ２・３階 展示ホール
４． 運 営
（主催） 大阪信用保証協会
(支援要請機関（予定））
・近畿経済産業局、近畿財務局、大阪府
・公益財団法人 大阪産業振興機構
・一般財団法人 信用保証サービスセンター
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
・ものづくりビジネスセンター大阪（MOBIO)
・公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター
・地方独立行政法人 大阪産業技術研究所
・大阪商工会議所・【IKK】大阪府異業種交流促進協議会
・各金融機関・大阪府信用金庫協会・ORBIT参加保証協会※
・近畿地区保証協会 他
※ORBITとは、当協会が日本電気㈱と共同で開発した基幹システムで、2014年1
月に稼動し、2017年3月末現在では当協会を含め８信用保証協会（青森、秋田、
山形、和歌山、鳥取、島根、高知）が参加しています。

以下の関係機関様に出展者の推薦を依頼します。
なお、大学や支援機関の出展については当協会にて決定します。
(1) 当協会と取引のある各金融機関 (2) 近畿経済産業局 (3) 大阪府（MOBIO）
(4) 中小機構近畿 (5) 大阪産業技術研究所 (6) 大阪商工会議所
(7) 大阪府異業種交流促進協議会 (8) ORBIT協会及び近畿地区協会 (9) 当協会

２．基調講演
「ものづくり」などのテーマに沿った著名人の講演を検討しています。

３．ミニセミナー
出展者や来場者が情報収集できるようなミニセミナーを検討しています。

４．出展者プレゼンテーション（希望者多数の場合は事務局による抽選にて決定）
自社をPRする機会として、出展者プレゼンテーションを検討しています。

５．出展者間マッチング促進企画
出展者間のビジネスマッチング促進を図る企画を検討しています。

６．スケジュール
平成２９年 ５月中旬 出展者募集開始 平成２９年 ６月下旬
平成２９年 ７月中旬 広報活動開始
平成２９年１０月中旬
平成２９年１１月２２日 ビジネスフェア開催

【お問い合わせ先】
経営支援部経営支援課（ビジネスフェア事務局） 担当 松田・谷田・東
電話番号：０６－６２６０－１７２５ メール：keieisien@cgc-osaka.jp

出展者確定
出展者説明会

OSAKA ビジネスフェア ものづくり展 2017
～Credit Guarantee Corporation of Osaka~

【出展募集要項】
１．日 時
平成 29 年 11 月 22 日（水） 午前 10 時～午後 5 時
２．会 場
マイドームおおさか 2・3 階 展示ホール
大阪市中央区本町橋 2－5
３．出展内容
（１）出展募集数：160 社程度
（２）出展料：無料
（３）出展条件等
優れた技術や魅力ある製品・商品等を有する中小企業者を募集します。
なお、募集イメージは以下のとおりとなります。
募集区分

募集イメージ（例）

伝統工芸関連

伝統工芸技術の伝承に取り組んでいる

金属・機械関連

高度な加工技術を活かしたものづくりに取り組んでいる

ゴム・プラスチック関連

独自の技術を活かし、顧客のニーズに応じた製品等を製造している

紙・印刷関連

品質、スピード、デザイン性を活かした製品等を製造している

食品関連

大阪産を含む各地方ならではの食品を製造している

IT 関連

魅力的なシステム作りに取り組んでいる

医療・介護・健康関連

アイデアを活かし、医療・介護・健康の分野に係る製品等を製造している

生活・サービス関連

生活に役立つ生活関連製品等を製造している

その他

上記以外の分野で独自の技術を活かしたものづくりに取り組んでいる

支援機関

－

（４）募集期間：平成 29 年 6 月 26 日（月）まで【予定】

（５）展示内容
小間内にて自社製品・商品の販売が可能です。但し、屋内会場ということを考
慮し、生ものや展示会場にて調理・加工を行う必要のあるもの、臭気が強いも
のの出展は原則として認めておりません。判断がつきにくい場合は事務局まで
ご相談ください。
（６）出展ブース及び基本設置備品
①基本ブース：間口 2.5ｍ×奥行 2ｍ×高さ 2.7ｍ
②テーブル（白布つき）1 台（Ｗ1800×Ｄ450×Ｈ700）
③椅子２脚
④社名掲示板（Ｗ1200×Ｈ300）
⑤蛍光灯
⑥2 口コンセント（100Ｖ／500Ｗまで）
※多くの企業に出展いただくため、原則として１出展者につき１ブースとします。実演等を希望
で 2 ブースが必要な場合は事務局までご相談ください。なお、ご希望に沿いかねる場合もご
ざいますので、あらかじめご了承ください。
※会場の都合により、小間の仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

（７）出展に係る経費負担のお願い
出展に係る経費についてはご負担いただくこととなります。なお、出展に係る経
費とは以下のようなものが挙げられます。
（例）
①荷物の輸送に伴うガソリン代、高速代、駐車場代などの輸送費用
②基本設置備品以外に係るオプション類、追加電気工事、その他のリース備品等
③搬入出に係る費用
■立体図■

■平面図■

４．アクセス
マイドームおおさかには最大 220 台収容可の地下駐車場がございますが、当日は混雑
が予想されますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
（駐車料金：30 分毎 200 円。一日 1,800 円。）
５．禁止事項・制限事項など
（１）会場内は火気厳禁です。
（２）出展者は、出展ブースの全部または一部を交換、譲渡もしくは貸与等すること
はできません。
（３）出展者が反社会的勢力であることが判明した場合、または反社会的勢力との関
係性を有していることが判明した場合は出展をお断りします。
６．その他注意事項
（１）出展に関しては、応募状況により調整させていただく場合があります。
（２）小間位置は展示内容や会場内各エリアのゾーニング等を考慮し主催者が決定し
ます。
（３）商品をカット（小分け）して試食提供される場合は、あらかじめカットした上
で会場に持ち込んでください。なお、厨房設備、冷蔵設備等はないため、試食
には制限があります。
（４）出展に際してお寄せいただく個人情報は適切に管理し、当協会の Web サイトや
出展者ガイドブック等各種広報物の作成・記載、本展示会の運営及び当協会か
らの各種連絡・情報提供の目的に利用します。また、当協会が本展示会開催に

際し、業務委託契約を締結している運営業者および広報物制作業者に対して、
適切な業務の遂行に必要な範囲で提供を行います。
（５）盗難、火災及び会場内での事故、その他一切の原因を理由とする損害等に対し
て、一切主催者に求めることはできません。また、天災その他不可抗力の原因
による会期の変更または開催の中止によって生じた出展者及び関係者の損害等
についても求めることができません。
（６）本展示会開催中及び開催後の取引・契約等（試食及び試供品等の提供を含む）
は出展者の判断と責任で行っていただきます。本展示会を契機に発生した取
引・契約上の損害等に対し、主催者は責任を負いません。
（７）本展示会におけるアイデアの模倣及び商談に関するトラブルについて主催者及
び関係者は一切の責任を負いません。出展内容は一般公開されますので、法的
保護は出展者の責任において対応するものとします。
（８）主催者及びプレス関係者が会場内を撮影します。撮影した画像は事業報告書、
当協会や各協賛・協力団体のホームページ、新聞記事に掲載されることがあり
ますので、予めご了承ください。
（９）すべての出展者は本展示会終了後、主催者が実施する出展の効果等に関するア
ンケートにご協力いただきます。
以上
〔お問い合わせ先〕
大阪信用保証協会
経営支援部経営支援課（ビジネスフェア事務局）
担当／松田・谷田・東
電話番号：０６－６２６０－１７２５
FAX 番号：０６－６２６０－１７８７
E メール：keieisien@cgc-osaka.jp

