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南都銀行（頭取 橋本隆史）は、平成２７年１２月２日（水）ナレッジキャピタルコングレコンベン

ションセンター（大阪市北区グランフロント大阪 北館地下２階）において、「<ナント>ものづくり元

気企業マッチングフェア ２０１５」を開催します。 

このイベントは、「地域活性化」への取組みの一つとして、ものづくり企業の製品や技術展示を通じ、

販路開拓や業務提携などのビジネスマッチングの機会を当行がご提供するものです。 

開催に先立ち、以下のとおり出展企業を募集します。 

 
〔募集概要〕 *別紙ご参照 
 
１．ご出展いただきたい企業 

 
ものづくり関連企業  100 社程度 

 ※自ら開発した新製品、技術などを展示・ＰＲし、新たなビジネスパートナー（販路、調達、技術・

製品開発等での業務提携）を求める企業 
 ※食品、飲料製造業ならびに会場内における販売を目的とする出展は対象外 
 
２．申込方法等 
  
①申込方法：当行ホームページ（http://www.nantobank.co.jp）より直接お申込みいただきます。 

（お申込みはインターネットのみ） 
 ②応募締切：平成２７年８月２１日（金） 
 ③出 展 料：１ブースあたり７５,６００円（税込み） 
 
３．今回フェアの特徴 
  
①出展企業と来場企業を事前にマッチング 

   出展企業の製品や技術に関する特徴を記載した「＜ナント＞ものづくり元気企業ＮＡＶＩ（出

展企業ガイドブック）」を作成し、事前に来場予約等を受付けるほか、マッチングフェア終了後も  

出展企業を継続的にＰＲすることで、販路拡大を図ります。 
 
 ②中小企業支援機関が主催する個別商談会の同日開催 

   独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「ベトナムビジネス商談会」および大阪府もの 

づくりＢ２Ｂネットワーク事務局が主催する国内企業との「個別商談会」を同日開催します。 
 
 ③大手企業の発注情報の提供 

   リンカーズ株式会社＊による事前予約型個別相談会を開催し大手企業の発注情報を提供します。 
＊ＩＴ×目利きを活用した日本最大級のものづくり系マッチングサービス会社 

 
 
【本件に関するお問合せ先】ﾊﾞﾘｭｰ開発部 支援・渉外ｸﾞﾙｰﾌﾟ 藤井・松嶋・森井 TEL：0742-27-1558 

 

「＜ナント＞ものづくり元気企業マッチングフェア ２０１５」の出展企業募集! 

～１２月２日、ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターにて開催。（応募締切は８月２１日）～ 



別紙 

【<ナント>ものづくり元気企業マッチングフェア2015 概要】 

 
 

ｏ開 催 日 時：平成 27 年 12 月 2 日（水） 午前 10 時～午後 5 時 （1 日開催） 
                    （午前 9 時 30 分からｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰを予定） 

ｏ会    場：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター（グランフロント大阪北館地下 2 階）  

（大阪市北区大深町3－1） 

       ホール（1,700 ㎡）にて、ものづくり企業 100 社が展示  

       ルームにて、事前予約型個別商談会も予定しています 

 

ｏテ ー マ：『見つけよう！新たなパートナー！！～さらなる飛躍に向けて～』 

 

ｏ目   的：・地域経済の活性化に貢献 

・出展企業に新たなビジネスマッチング(販路開拓、調達、技術・製品開発等)の機会を提供 

・出展企業に自社製品、技術のＰＲの場を提供 

 

ｏ出 展 業 種：ものづくり企業（食品・飲料製造業を除く） 

       自ら開発した新製品、技術などを展示・ＰＲし、販路開拓、業務提携などの 

ビジネスマッチングを求める企業    

＊会場内での販売を目的とする企業は出展対象といたしません。 

 

ｏ出展ブース数：100 ブース 

 

ｏ出 展 料：1 ブース 75,600 円（税込み） ＊原則１企業１ブース 
        

 
ｏ主 催： 当     行 

 

ｏ協    力：(一財)南都経済研究所 

 

ｏ後 援： 近畿経済産業局、奈良県、大阪府、(独)中小企業基盤整備機構近畿本部、(公財)奈良県地域産

業振興センター、奈良県商工会議所連合会、奈良県商工会連合会、奈良県中小企業団体中央会、

(一社)奈良経済産業協会、大阪商工会議所、東大阪商工会議所、八尾商工会議所、(公財)大阪

産業振興機構、(公財)京都産業 21、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部、(公財)関西文化

学術研究都市推進機構 

 

（予 定） 



〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア2015会場

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター
（グランフロント大阪北館地下2階）
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 TEL 06-6292-6911
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◆ 電車をご利用の場合
 ●JR「大阪駅」2F ノースゲートビルディング中央北口より徒歩3分
 ●地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
 ●阪急「梅田駅」より徒歩3分
 ●阪神「梅田駅」より徒歩6分

◆ 車をご利用の場合
 ●阪神高速道路池田線「梅田出口」から約3分

【機械式駐車場の車両制限】
　※1 平面往復機械方式／車高：2,000mm　車幅：1,900mm　全長：5,300mm　重量：2,300kg未満まで
　※ 二段方式／車高：2,000mm（一部1,550mm）　車幅：1,850mm　全長：5,050mm未満まで
　※ 車高1,550mm以上の車等の駐車可能位置は限定されます。
　※ 土日祝日は混雑が予想されます。
　駐車場の入場規制を行い、入庫できない場合もございますので、あらかじめご了承願います。
　ご来場の際は、電車・バスをご利用くださいますようお願いします。

場所
南館 B2F
北館 B3F

約170台※1

約160台
約330台

台数 利用可能時間
9:00～24:00
7:00～24:00

料金

600円／60分
以降300円／30分

◆ 駐車場

見つけよう！ 新たなパートナー！！
～さ ら な る 飛 躍 に 向 け て～

2015.12/2水 ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター
（グランフロント大阪北館地下2階）

〈ナント〉

ものづくり元気企業
マッチングフェア2015

出展企業募集のご案内

ご出展企業とご来場企業を事前マッチング！
（ガイドブックで事前にご出展企業をPRし、当日のご面談につなげます）

海外企業との商談の場をご提供！
（中小機構の主催によるベトナム企業との商談会が同日開催予定です）

大手企業の発注情報をご紹介！
（リンカーズ※と大手企業の発注情報に関する面談会を開催します）
※WEBを活用した日本最大級のものづくり系マッチングサービス会社

ご出展企業とご来場企業を事前マッチング！
（ガイドブックで事前にご出展企業をPRし、当日のご面談につなげます）

海外企業との商談の場をご提供！
（中小機構の主催によるベトナム企業との商談会が同日開催予定です）

大手企業の発注情報をご紹介！
（リンカーズ※と大手企業の発注情報に関する面談会を開催します）
※WEBを活用した日本最大級のものづくり系マッチングサービス会社
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1図　会場レイアウトイメージ図

WEB〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェアサイト

お申込
みは

こちら
！お申込
みは

こちら
！

〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア2015

http://www.nantobank.jp/
本フェアでは、インターネットの「WEB〈ナント〉ものづくり元気企
業マッチングフェアサイト」を通じてフェア開催1ヵ月前から自社の
製品や技術をWEB上に掲載し、ＰＲできる場を提供いたします。

2図　小間イメージ図（計画案）

システムパネル(H2500/背面自立式)

社名板(W900×H200程度/ゾーンカラー分け)･･･1枚

机(W1800×D450×H700)

会場イス･･･2脚

2口コンセント(500W)･･･1個

名　　称：〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア2015
テ ー マ：見つけよう！新たなパートナー！！～さらなる飛躍に向けて～
主　　催：株式会社南都銀行
後援予定：近畿経済産業局、奈良県、大阪府、（独）中小企業基盤整備機構　近畿本部、   　　　　

（公財）奈良県地域産業振興センター、奈良県商工会議所連合会、奈良県商工会連合会、   
奈良県中小企業団体中央会、（一社）奈良経済産業協会、大阪商工会議所、東大阪商工会議所、八尾商工会議所、
大阪産業振興機構、京都産業21、日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、関西文化学術研究都市推進機構

開催日時：平成27年12月2日（水）10：00～17：00
会　　場：「ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター（グランフロント大阪北館地下2階）」　  

住所 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 TEL. 06-6292-6911
内　　容：ビジネスマッチング、個別商談会等
入 場 料：無料
出展ブース数：100ブース（予定）
来場予定者：新たなビジネスパートナー（調達、販路開拓、技術・製品開発等）を求める企業

　開催概要

出展企業説明会 平成27年9月17日（木）　 会場：奈良商工会議所

出展企業の条件：①当行取引先のうち、下記に該当する企業
ものづくり関連（食品・飲料製造業を除く）

　　　　　●自ら開発した新製品、技術などを展示紹介し、販路開拓、業務提携などのビジネスマッチングを求める企業
②会場内での販売を目的とする企業は出展対象といたしません

出展業種：①金属製品・部品　②産業機械、電気機械、器具  ③化学、合成樹脂、紙、印刷　④繊維・生活関連 　　 
⑤ヘルスケア  ⑥環境　⑦ものづくり関連システム（IT）

会場概要：面積　1,700㎡（1図　会場レイアウトイメージ図参照）
小間サイズ：間口3.0ｍ×奥行2.0ｍ×高さ2.5ｍ（2図　小間イメージ図参照）
出 展 料：75,600円（税込み）　原則1企業1ブース。
設　　備：テーブル1台（180cm×45cm）、イス2脚、社名板
　　　　　なお、基本設備以外（運搬費・ブース内装飾費等）は各出展企業のご負担となります。
※なお、会場レイアウトならびにブースの設備・サイズ・イメージ図については、若干変更することもあります。

　出展要領

　お申込み方法
8月21日（金）までに、右記当行サイトより直接お申し込みください。申込企業多数の場合等、ご希望に添え
ない場合がございます。予めご了承ください。出展者決定は8月下旬の予定で、結果をご通知いたします。

お問い合わせ先：株式会社南都銀行バリュー開発部  〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングプロジェクト事務局
〒630-8677　奈良市橋本町16　TEL. 0742-27-1558     FAX. 0742-27-8815

D2000

H2500

D700

D1300 W3000

南都銀行は、「地域活性化」への取組みとして、お客様の販路開拓や業務提携といったビジネスマッチングを
促進するため、「〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア2015」を開催します。
本フェアへご参加いただき、新たなパートナーの発見や貴社の更なるご発展に繋げていただければ幸いです。
ご出展を是非とも検討いただきますようお願い申し上げます。


