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大阪府（知事 松井一郎）と株式会社池田泉州銀行（頭取 藤田博久）は、両者で締結した「中小

企業振興に関する連携協定」に基づく事業の第一弾として、平成 28年 5月 31日（火）に「大阪

府オリジナル『認証制度』」活用セミナーを開催します。 

このセミナーでは、大阪府が実施する①「大阪商品計画」、②「大阪製
おおさかせい

ブランド」、③「大阪もの

づくり優良企業賞」の各種制度の紹介と、申請・活用に関する個別相談会を実施します。 

「自社の高い技術や製品の優位性を市場にアピールする方法がわからない」、「自社オリジナル商

品を開発して他社との差別化を図りたいがそのノウハウがない」といった府内ものづくり中小企業

さまが抱える課題に対し、「新商品開発」や「販路開拓」を応援します。 

大阪府と池田泉州銀行は、これからも大阪の強みであるものづくり支援及び地域の活性化に連携

して取り組んでまいります。 

 

◇各認証制度のロゴマーク 

《大阪商品計画》 《大阪製ブランド》 《大阪ものづくり優良企業賞》 

※各認証制度の概要は別紙をご参照下さい。 

 

 

記 

開 催 日 時 平成 28年 5月 31日（火）14：00～16：30 

開 催 場 所 
大阪商工会議所 4Ｆ 会議室 401号 

（大阪市中央区本町橋 2－8） 

プ ロ グ ラ ム 【セミナー】 14：00～15：50 【個別相談会】15：50～16：30 

対 象 企 業 大阪府内の「ものづくり中小企業」 

定 員 50名程度 

実 施 主 体 大阪府、株式会社池田泉州銀行 

参 加 料 無料 

 

 

 

 

《大阪府・池田泉州銀行による中小企業振興に関する連携協定事業》 

「大阪府オリジナル『認証制度』」活用セミナーを開催！ 
～ものづくり企業の「新商品開発」や「販路開拓」を応援～ 



【別紙】 

 

 

① 大阪商品計画（抜粋） 

（詳細は、http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oosaka-syouhinn/index.html  

http://www.osaka-products.jp/をご参照ください） 

主旨 新商品の開発から「東京ギフトショー」出展までの一貫

したサポートを受けられる制度 

【これまでの入門社数】 

平成 26年事業開始/25社 

対象製品 ① 主要な加工が大阪で行われた製品等 

② 大阪府内産の農林水産物等 

③ 大阪府内で製造された加工食品等 

対象者 大阪府内に本社または製造拠点を有する中小企業等、農林水産事業者等 

特典 「大阪商品計画研究会」の入門生として、商品開発から消費者への直接販

売の仕組みづくりのノウハウを習得しながら、実際に新商品を開発しま

す。開発された新商品は「東京ギフトショー」や「百貨店催事」等への出

展をサポートし、全国にその魅力を発信します。 

制度活用が想定され

る企業 

・自社オリジナルＢtoＣ向け製品を開発したい企業 

・新商品の開発から販路開拓までのノウハウを獲得したい企業 

 

 

 

② 大阪製ブランド（抜粋） 

（詳細は、http://www.osaka-sei.m-osaka.com/をご参照ください） 

主旨 大阪府内の企業が企画・製造した製品に対する「大阪製」

ブランド認証制度 

【これまでの認証製品数】 

平成 24年事業開始/42製品 

対象製品 ※以下の要件を全て満たす製品であること 

① 食品を除く消費財（一般消費者向け最終製品） 

② 応募企業が主体的に企画し、原則大阪を拠点に製造された製品 

③ 応募時点で販売可能な製品 

④ 他の特許・意匠等を侵害していないこと。また係争中でないこと 

対象者 大阪府内に本社および製造拠点を有するものづくり中小企業者 

特典 認証された製品は「大阪製」ブランド製品として、大阪府をはじめとした

様々な支援機関等が実施するプロモーション活動によって、広くその魅力

を情報発信します。 

制度活用が想定され

る企業 

・ＢtoＣ向け製品のブランドイメージ向上に取り組みたい企業 

・販路開拓に取り組みたい企業 

 

 

〈ロゴマーク〉 

〈ロゴマーク〉 

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oosaka-syouhinn/index.html
http://www.osaka-products.jp/
http://www.osaka-sei.m-osaka.com/


 

 

③ 大阪ものづくり優良企業賞（抜粋） 

（詳細は、http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/を参照ください） 

主旨 高い技術力や優れた QCD に取り組む大阪府内ものづくり

企業に対する顕彰制度 

【これまでの受賞企業数】 

平成 20年事業開始/493社 

対象者 大阪府内に本社を有する中小企業者で、製造業または組込ソフトウェア業

として、工業製品の設計、製造技術に関連する事業を営む会社または個人

かつ、創業または事業開始から 3年以上を経過した事業者。 

《除外先》 

 ・食品製造業、飲料、たばこ飼料製造業 

 ・大企業の子会社 

 ・下記の顕彰制度において受賞歴がある企業 

「ものづくり日本大賞」、「元気なモノ作り中小企業300社」、「がんばる中小企業・小

規模事業者300 社」、「グローバルニッチトップ企業100 選」、「KANSAI モノ作り

元気企業100社」、「匠by繁盛 大阪フロンティア賞」、「大阪ものづくり優良企業賞」 

特典 毎年発行される、大阪のものづくり力をプロモーションする冊子に掲載さ

れるなど「ものづくりのまち大阪」の看板企業として広くされます。また、

「大阪ものづくり優良企業」であることを証する「匠」ロゴマークを使用

できます。 

制度活用が想定され

る企業 

・共通ロゴマーク「匠」を使用し、府・受賞者あげて大阪のものづくり力

を PRに取り組みたい企業 

・「大阪の元気！ものづくり企業」冊子掲載により、「大阪府の看板企業」

として、広く府内外での企業 PRを望む企業 

 

上記各認証制度の詳細規定は、別添チラシ、大阪府ＨＰ、公募要領等をご参考ください。 

 

以 上 

〈ロゴマーク〉 

http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/


             

 

 

 

  

 
 

大阪府が実施する、「ものづくり企業」へのオリジナル『認証制度』をまとめてご紹介

するセミナーを開催します。また、大阪府の担当者に活用方法を相談できる個別相談会

も併せて開催しますので、ぜひご参加ください！ 
 

【今回のセミナーで紹介される大阪府の認証制度】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■開催日時 平成 28 年 5 月 31 日（火）14：00～16：30（受付 13：30 開始） 

■開催場所 大阪商工会議所 4 階 401 会議室（大阪市中央区本町橋 2−8） 

■定  員 50 名（先着順、定員に達し次第締め切らせていただきます） 

■対  象 大阪府内の「ものづくり」中小企業 

■主  催 大阪府、株式会社池田泉州銀行 

■内  容 

第１部 

各種認証制度の紹介・説明（14：00～15：50） 

【講師：大阪府商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課】 

 ①「大阪商品計画」について 

 ②「大阪製ブランド」について 

 ③「大阪ものづくり優良企業賞」について 

第２部 個別相談会（15：50～16：30）※原則事前予約制 

 

 

 
大阪府内の中小企業の製造事 

業者、もしくは生産者を対象に、 

専門家による商品開発を支援す 

る大阪製品直販支援プロジェクト。 

 

〈主な対象〉主要な加工が大阪で行われた製品、大阪府内

産の農林水産物、大阪府内で製造された加工食品等 

大阪府内ものづくり中小企業の 

優れた技術に裏打ちされた創造 

力あふれる製品（消費財）を 

ブランド認証することで、自社製 

品開発の取組みを促進します。 

〈主な対象〉食品を除く「消費財」（応募には他いくつかの要件

を満たす必要があります。詳しくは下記ＨＰにてご確認下さい） 

大阪府のものづくり中小企業で、 

「高度な技術力」「高品質・低コス 

ト・短納期」など、今後基盤技術で 

大阪産業の活性化と地域社会へ 

の貢献が期待される企業を表彰。 

〈主な対象〉製造業、組込ソフトウェア業等 

【除外先】食品・飲料・たばこ・飼料製造業、大企業子会社 

 

 

セミナー概要 

《各制度活用の注意事項》 

各認証制度の応募には細かな規定がございます。 

詳しくは、本セミナーでの内容及び大阪府 HP、公

募要領等をご確認ください。 

【大阪商品計画】 

http://www.osaka-products.jp/ 

【大阪製ブランド】

http://www.osaka-sei.m-osaka.com/ 

【大阪ものづくり優良企業賞】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryoki

gyosho/ 

～ものづくり企業の「新商品開発」や販路開拓」を応援～ 

おおさかせい 



 
 

 

 大阪商工会議所 ４階 401 会議室 

（右記地図参照） 

 

〒540‐0029  

大阪府大阪市中央区本町橋 2-8 

※駐車場は、最初の一時間は 400 円、その後 30

分毎に 200 円が必要になりますので、予めご了

承ください。また、台数に限りがありますので、

できる限り公共機関をご利用ください。 

お申込み方法 

セミナー会場 

※参加申込にかかるお客さまの個人情報は、当行の「個人情報保護方針」に則り取扱いさせていただきます。 

  また、いただいた情報は、セミナーの主催者間で、開催運営の参考のために使用させていただきます。 

お問合わせ 

株式会社池田泉州銀行 リレーション推進部  

担当：江本（えもと）・村井（むらい） 

電話：06-6375-3637 FAX：06-6375-3983 

＊本申込書を以下のＦＡＸ番号へ送信ください＊ 

ＦＡＸ番号：06-6375-3983 

<個別相談会への参加について該当するものに○をつけてください> 

希望する ・ 希望しない ・ 当日検討する 

<参加の場合、個別相談を希望する制度>（複数回答可） 

大阪商品計画 ・ 大阪製ブランド ・ 大阪ものづくり優良企業賞 

（申込状況により、ご希望に沿えない場合がございます） 


