
こんな時は、ぜひ・・・

『ものづくりＢ２Ｂネットワーク』
に、お任せください！

時間がない！探したい！

小ロットや試作品製作を

情報を調べる

『元気なものづくり企業』 を

大阪府と金融機関が力を結集して

ご紹介します！

難加工の依頼先が

＊「Ｂ２Ｂ」・・・「Business to Business」の略称で企業間取引をいいます。

大阪府商工労働部

「ものづくりＢ２Ｂネットワーク」とは・・・

大阪府とネットワーク参加金融機関が、皆様からのご依頼に的確に対応できる
「元気なものづくり企業」を探索・紹介する大阪独自の取り組みです。

◆全国・海外 どちらからでも ご利用いただけます。
◆ご紹介は無料です。秘密は厳守します。安心してご利用ください。
◆大阪・近畿をはじめ、全国各地の銀行・信用金庫が多数参加しています。
◆参加金融機関がその取引先企業の中から全力で探索、紹介します。

受けてくれない！見つからない！

新しい開発パートナーを



『ものづくりＢ２Ｂネットワーク』 ご利用案内①

企業探索・紹介のしくみ

発注（依頼元）企業

引き合い・
問合せ等①

≪ ご依頼から商談までの流れ ≫

ものづくり
Ｂ２Ｂネットワーク

事務局
（専任コーディネーター）

【大阪のものづくり「一括窓口」】

④
受注可能
企業情報を回答

企業探索依頼
（引合連絡）

受注可能
企業情報

③ ②

ものづくりＢ２Ｂネットワーク

参加金融機関

受注可能企業の探索
（情報の収集・確認等）

優れた技術・製品を有する「元気な」

ものづくり企業 （参加金融機関の取引先企業等）

≪ 企業探索の方法 ≫

◆専任コーディネータ
とネットワーク参加
金融機関が密接に
連携し、ご依頼に
的確に応えられる
企業を探索します。

◆企業探索は、当ネットワーク参加金融機関を中心に、
下記のような、幅広く豊富な企業情報をもとに行います。
①ネットワーク参加金融機関の取引先企業
②ＭＯＢＩＯ／ものづくりビジネスセンター大阪
（取引あっせん・常設展示場・ビジネスマッチング事業ほか）

③「大阪の元気！ものづくり企業」冊子掲載企業
④地方独立行政法人大阪産業技術研究所とも連携

商 談⑤

大阪のものづくり力で
全国のものづくりニーズを

解 決！

ものづくり企業探索は「Ｂ２Ｂネットワーク」にお任せ下さい！

◆リピーター率
約２社に１社

◆難しい依頼でも
全力で徹底探索

◆ご紹介企業数
平均３社

見つから
ない！

受けて
くれない！

時間が
ない！

探し
たい！

MOBIOものづくりビジネスセンター大阪

（大阪府・大阪産業局）

大阪産業技術研究所



『ものづくりＢ２Ｂネットワーク』 ご利用案内②

「引き合い（発注）情報」シートについて

ものづくりＢ２Ｂネットワーク事務局まで、ご連絡下さい。まずは

① ものづくりＢ２Ｂネットワークへのご用命方法や探索方法等について、ご説明させていただきます。

② 具体的な発注（企業探索）内容は、 『引き合い（発注）情報』シート により承らせていただきます。

③ 具体的な発注内容のほか、企業探索期限や回答方法、発注企業名の開示可否等について、
ご確認させていただいた上で、ネットワーク参加金融機関等による探索を進めます。

＊ 『引き合い（発注）情報』シートは、電子データ（WORDファイル）でも
ご送付できますので、事務局までご連絡ください。
ホームページ（お問い合わせフォーム）からもダウンロードできます。

⇒ https://www.m-osaka.com/jp/service/b2b.html

『引き合い（発注）情報』シート 【記入例】

どのような案件でも対応して
くれるの？

質問 １

Ｑ＆Ａ

●どんな難しい発注案件でも
対応いたしますので、まず、
お電話ください。

●最先端技術などで、大学や
研究機関との連携が望ましい
案件には、関西エリア等の主
要大学や大阪産業技術研究
所へコーディネート

いたします。

紹介してもらうのに費用は？

質問 ２

●ご利用に当たっては、手数
料などの費用は、一切必要
ありません。お問い合わせや
企業のご紹介は 「無料」です。

秘密保持は大丈夫か？

質問 ３

●ご相談やご依頼内容に関
する情報の管理・保管、個人
情報の取り扱いは、細心の注
意をもって取り扱います。
●企業名等を非公開での探
索もお受けいたします。
（詳しくは、ネットワーク事務
局にご相談下さい。）

引き合い（発注）情報 

依頼日  平成３０年○月○○日（○） 

発注企業 

（個別企業

情報） 

□名 称 ○○工業株式会社 □代表者 代表取締役 ○○ □□ 

□所在地 ○○県■■市△△町１２－３ □業 種 金属製品製造業 

□担当者 ○○部△△課 大阪 太郎 □資本金 ○○百万円 

□連絡先 電話 ○○○－△△―□□□□ □従業員 ○○名 

E ﾒｰﾙ ******@***.co.jp ＦＡＸ ○○○－△△―□□□□ 

＊上記の事項については、ネットワーク事務局を通じて受注希望企業を照会する時点では非公開とすることも可

能です。非公開を希望されるときは、各項目欄の□をチェック（□公開／■非公開）してください。 

 

 

 

 

 

 

 

発注情報

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注概要 

 

【各種切削加工部品】 

商品：電子機器用ステンレス（ＳＵＳ＊＊＊製）部品 

仕様：添付の参考図面に記載 

表面処理：□□□などでの処理 

数量：試作５個（量産に入れば、1,000～1,500個/月程度を発注） 

＊材料調達は受注側で行うこと 

 

 

 

 

【受注希望企業の探索範囲】   ＊該当するところを「■」又は「☑」にしてください。 

□特に指定なし（全国どこでも可） 

■範囲指定あり（具体的に…           ） 

【添付資料】参考図面 

そ の 他 

参考情報 

 

 

回答期限 

（回答希望期限）平成３０年○月○日 

（回答連絡方法）■随時 □一括 □その他（       ） 

※｢随時｣：受注希望企業に関する回答がネットワーク事務局に届き次第、その内容を連絡。 

 ｢一括｣：回答希望期限以降に、事務局に届いた受注希望企業に関する回答を一括して連絡。 

 ｢その他｣：｢随時｣、｢一括｣以外の連絡を希望される場合に、具体的に記入してください。 

 

記載内容

はすべて

公開 

受注希望企業について、探索する範囲の指定がある場合に

は、こちらに具体的に記入してください。 

（例:「●●地域内の企業」「●●府・県内の企業」など） 



何でも お気軽に ご相談を！

北館 南館

公益財団法人大阪産業局大阪府 商工労働部

『ものづくりＢ２Ｂネットワーク』 ご利用案内③

まずは、こちらまで ご連絡ください！

「ものづくりＢ２Ｂネットワーク」事務局

経験豊富な専任コーディネーターが
皆様からのご依頼を承ります。

大阪府東大阪市荒本北１丁目４番１号 （〒577-0011）
（クリエイション・コア東大阪 南館２階２２０３号室）

ものづくりＢ２Ｂネットワーク事務局 ◆電 話 ０６－６７４４－４７４４
◆ﾌｧｸｼﾐﾘ ０６－６７４４－４７５５
◆ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.m-osaka.com/jp/service/b2b.html

ご紹介の流れ・ご確認等
STEP １
探索内容・条件（概要）や紹介

期限等を「ものづくりＢ２Ｂネット
ワーク事務局」までご連絡下さい。
＊所定の依頼様式があります。
ホームページ（お問合せ
フォーム）からダウﾝロード
できます。

STEP 2
依頼内容に基づき、ネットワー

ク参加金融機関をはじめ、大阪
府等が、対応可能（受注希望）企
業を紹介します。
＊まず、企業概要や参考資料
などをご連絡いたしますので、
ご検討ください。

STEP ３
検討結果をご確認させていた
だき、商談や打合せ等に必要な
詳細情報（担当者名、連絡先等）
をお知らせします。
＊面談等の日時や場所などに
ついては、紹介企業と直接
ご相談ください。

＊ものづくりＢ２Ｂネットワークご利用に際してのご確認
・当ネットワークが提供するビジネスマッチング情報（以下「情報」という。)に関し、その完全性・正確性・有用性・安全性等
については、いかなる保証も行うものではありません。
・利用者が当ネットワークから提供された情報を利用して行った取引等に関連して発生した損害に関し、当ネットワークは、
いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
・当ネットワークから提供される情報の利活用については、当該依頼案件に係る調査検討、商談等の範囲に限ります。そ
の範囲を超えて利用することはできません。

連携機関ご紹介

ORISTは、皆様の頼れるパートナーで
す。まずは、お電話ください。
◆和泉センター総合受付

電話 0725-51-2525

技術相談（無料） 依 頼 試 験

装置使用・施設使用 高度受託研究・共同研究

技術情報発信 人 材 育 成

＜本部・和泉センター所在地＞大阪府和泉市あゆみ野２丁目７番１号


