第 22 回きたしんビジネスマッチングフェア 2020

出展者募集のご案内

【申込締切

2020 年７月１５日（水）】

開催日程

2020 年 11 月 10 日（火）10：00～17：00
11 日（水）10：00～16：00

会

マイドームおおさか 2 階展示場

場

大阪市中央区本町橋 2-5
主催：北おおさか信用金庫
共催：株式会社大阪彩都総合研究所
後援：近畿経済産業局／大阪府／中小企業基盤整備機構 近畿本部/ (公財)大阪産業局
(予定) 池田市/茨木市／島本町/吹田市／摂津市／高槻市／豊中市/箕面市
池田商工会議所／茨木商工会議所／吹田商工会議所／高槻商工会議所／豊中商工会議所／
箕面商工会議所／守口門真商工会議所／島本町商工会／摂津市商工会／豊能町商工会／能勢町商工会
協賛：日本フルハップ
協力：北摂地域中小企業支援プラットフォーム
《お問い合わせ》
北おおさか信用金庫 業務推進部 地域支援室 担当 宮本
ＴＥＬ 072-621-9367

FAX072-621-9368

E メール area-support02@kitaosaka-shinkin.co.jp
(株)大阪彩都総合研究所内

ビジネスマッチングフェア事務局

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町 1-6-13
ＴＥＬ 06-6304-1230

北おおさか信用金庫十三第三別館 2 階

FAX 06-6304-1120

E メール matching@saito-souken.co.jp

開催概要
◎目的
技術・製品・ノウハウ等事業に強みや特徴を持った中小事業者が、産・学・官・金あらゆる分野との
連携を目的にマッチングフェアを開催いたします。共同研究・販路開拓・市場創出など、出展者の皆様
がより多くの成果を得られ、地域の活性化に貢献できることを念願いたしております。
◎開催日時
2020 年 11 月 10 日（火）10 時～17 時 11 日（水）10 時～16 時
◎募集対象
北おおさか信用金庫及び共催・後援機関等から紹介を受けた事業者
◎募集規模
約 130 ブース（予定）
◎出展料
７５，０００円

出展ブースについて
◎小間サイズ 約 5 ㎡（間口約 2.5m×奥行約２m×高さ約 2.1m）
《基本出展料に含まれるもの》
・１ブースの小間代
・システムブース（右図面）
・社名版・・・出展社名・PR 文を統一看板に印字して製作
します。
・蛍光灯（社名版裏側）1 本
・長机（H1800×D450×H700）1 台、パイプ椅子 2 脚
《基本出展料に含まれないもの》
・追加の机・椅子
・電気の使用
電気を使用する場合必ず事前に申請をおこなってください。
◎注意事項
・物品などの即売行為は禁止します。
・他の出展者の迷惑になるような騒音・異臭等の発生するような機械装置等は展示できません。
・ブース位置は事務局にて決定しますので、位置の指定はできません。

申込方法
「出展申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレスまでご返送ください。
area-support02@kitaosaka-shinkin.co.jp

（担当 宮本）

出展料の支払い方法ついては、後日、ご連絡させて頂きます。

スケジュール
６月初旬 出展申込受付開始
↓
７月１５日（水）までに出展申込書を提出
↓
7 月下旬 各出展者へ、事務局より出展概要届や産学連携申請についての案内を E メールにて
送付します。案内に従って期日までに各資料をご提出下さい。8 月１１日(火)提出期限
↓
9 月上旬 出展者説明会（詳細は後日ご案内）出展者概要を一覧にして配布。
↓
9 月下旬 設備関連等の届出書提出
↓
11 月９日（月）会場設営・搬入 11 月 10 日（火）
・11 日（水） フェア当日
マッチング成果につなげるための集客・サポート企画案
◎同時開催イベントによる集客
・中小企業応援セミナーなどのセミナーを開催。
◎市・商工会議所による企業誘致
企業誘致のほか、出展助成制度を実施。
（※出展助成制度は各市・各商工会議所等へ直接お問い合わせ
ください。
）
◎事前 PR 活動
ホームページ上で出展者情報を事前配信、マッチング見込先への事前アプローチを実施。
◎協力機関による集客のための情報提供
大阪府・北大阪地域の商工会・商工会議所などによる情報発信、DM や WEB を活用した告知を実施。
◎マッチングコーディネート活動
北おおさか信用金庫によるマッチングコーディネートを実施。
◎産学連携相談コーナーの開設
産学連携を積極的に行っている大学を招き、会場内で直接相談できる産学連携相談コーナーを開設。

昨年の開催実績
（会

期）

2019 年 11 月 6（水）・7 日（木）

（会

場） マイドームおおさか 2 階展示場

（出展企業） 126 ブース

126 社（団体）
、商工会議所ブース 11 ブース

（来場者数） 3,751 名（2 日間）
（出展者の商談見込件数） 630 件
（名刺交換枚数） 3,939 枚
（産学連携相談件数） 113 件

◎会場内

※出展ブース

※商談コーナー

※産学連携相談コーナー

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
◎通路の拡幅
昨年度の通路隔は 2.3ｍでしたが、本年度は通路隔を 4.0ｍに拡幅します。通路での 3 密を回避し
ます。
◎検温システムの設置
受付に多人数を同時に検温できるシステムを設置し、一定以上の体温を検知した場合はご入場をお
断りさせていただきます。
◎マスクの着用
出展者・来場者の方は、会場に入られる際や商談時にはマスクの着用をお願いします。また、会場
外であってもマイドームおおさか館内に居られる時は、マスクの着用をお願いします。
◎アルコール消毒液の設置
受付及び会場内各所にアルコール消毒液を設置します。手指の消毒をお願いします。
◎入場制限
会場内の混雑状況により、一時的に入場規制を行う場合があります。
◎大阪コロナ追跡システムの登録
館内に「大阪コロナ追跡システム」のＱＲコードを設置します。出展者・来場者には同システムの
利用をお願いします。
※その他、大阪府が示す、感染拡大防止ガイドラインに沿った対応を行います。

第22回 きたしんビジネスマッチングフェア2020

出展申込書
（開催期間）2020年１１月10日（火）～１１日（水）

（会

場）マイドームおおさか 2階展示場
申込日 2020年
月

日

「第22回 きたしんビジネスマッチングフェア2020」への出展を下記の通り申し込みます。
■出展申込者
フリガナ

出展者名
フリガナ

フリガナ

役

氏

職

〒
住

名

印

－

所
TEL：

FAX：

@

メールアドレス

■連絡担当者
フリガナ

フリガナ

部署名

氏

ご担当連絡先 TEL：
ご担当者様

名

FAX：

※

＠

メールアドレス

※提出書類等の連絡文書・ご案内をＥメールでお送りしますのでパソコンからのメールを受信可能なアドレスをご記入ください。

■産学連携について
大学との産学連携を

□希望する

□希望しない

（いずれか選択してください。）

希望するを選択された方は以下の記入をお願いします。

【連携種別】

□ 共同研究

分野・テーマなど簡単にご記入ください

□ 技術移転

□ 技術相談

※産学連携を希望される方は、後日具体的な連携希望内容をご提出頂きます。

〔

〕

■ご紹介機関名

出展申込にあたりご紹介頂いた団体・支援機関名をご記入ください。

■出展料
７５，０００円
出展料の支払い方法ついては、後日、営業店担当者よりご連絡させて頂きます。
※本案内時点（2020年6月）で新型コロナウイルス感染症の蔓延が危惧されておりますが、今後の収束を見越し
て開催準備を進めます。開催当日の状況に照らし、入場制限等の措置を講ずることがあります。

■提出書類について
・本申込書に必要事項をご記入の上、Ｅメール、area-support02@kitaosaka-shinkin.co.jp 迄、ご返送ください。
・出展決定後、必要書類の案内を連絡担当者様宛にEメールでお送りしますので、内容をご確認のうえ各期日までにご提出下さい。
・提出頂く資料等はきたしんビジネスマッチングフェアHP内の出展者向けページ(URLはメールにて通知)からダウンロード願います。

■申込情報の取扱いについて
〇ご記入いただいた申込書の情報は、当ビジネスマッチングフェア主催者並びに事務局にて取得・管理し、以下の目的においてのみ使用します。
・きたしんビジネスマッチングフェア運営のための連絡業務（Eメール・電話・郵送等）とイベントPR用のパンフレット・WEBページへ出展者リスト等への掲載。
・マッチング候補先の選定や面談の打診のために、各協力機関並びに候補先へ出展者情報を開示する事。

（受付者使用欄）
店番

支店名

顧客番号

連絡事項等

