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大 阪 商 工 会 議 所 

堺 商 工 会 議 所 

大阪府商工会連合会 

■開催概要 

名  称   大阪勧業展 2019 

会  期   2019年 10月 16日(水) 10:00～17:00 

10月 17 日(木)  9:30～16:00 

 会  場   マイドームおおさか 展示ホール (大阪市中央区本町橋 2-5） 

入 場 料   無料 

主    催   大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会 

共   催   東大阪商工会議所、泉大津商工会議所、高槻商工会議所、岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、

茨木商工会議所、吹田商工会議所、八尾商工会議所、豊中商工会議所、池田商工会議所、泉佐野

商工会議所、北大阪商工会議所、守口門真商工会議所、松原商工会議所、高石商工会議所、箕面

商工会議所、和泉商工会議所、大東商工会議所、忠岡町商工会、柏原市商工会、河内長野市商工

会、藤井寺市商工会、摂津市商工会、富田林商工会、島本町商工会、羽曳野市商工会、阪南市商

工会、岬町商工会、能勢町商工会、大阪狭山市商工会、四條畷市商工会、泉南市商工会、豊能町

商工会、熊取町商工会 
 

目  的  大阪府内の優秀な中小企業等が一堂に会し、技術力や企画力のアピール、製品、商品、サー 

ビス等のＰＲ、販路の開拓等を行う展示商談会（多業種型総合展示商談会）を開催し、参加 

者のビジネスチャンスの拡大、企業間における幅広い交流の促進を図り、もって大阪府内の 

地域経済の活性化に資する。 

出展ブース数  350ブース（予定） 

 来場者数  8,000人（見込み） 

 

■大阪勧業展２０１９ ３つの特長 
①幅広い業種・業界の皆様にご出展いただける多業種型の展示商談会！ 

展示商談会に初めてご出展される企業にも最適です。 

②「オール大阪」の取り組みとして、大阪府内の全商工会議所及び全商工会が総力をあげて集客します。 

③来場者に全てのブースの前を通っていただけるよう、順路は全館一方通行としています。 

 

■過去の開催結果・様子 

年 2018 2017 2016 

出展者数（社・団体） 373 370 363 

出展ブース（ブース） 384 381 376 

来場者数（人） 7,924 7,751 8,034 

商談件数（件） 3,123 2,690 2,829 

名刺交換数（枚） 22,017 20,134 21,757 

大阪勧業展 2019 
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■募集企業 

出展対象者  ： 大阪府内で事業活動を行っている企業・団体 

(但し、原則として小売事業者を除く) 

出展対象業種 ： 金属、機械・器具・部品、化学・エネルギー、繊維、建設・建材、生活関連用品、 

環境・衛生、食品、紙・印刷、情報・通信、サービス、各種団体等、 

その他企業間取引の対象となる製品やビジネス 

＊商談会当日の即売は原則不可です。（ただし、即売可能ブースを若干数設けますので、ご関心の方は P.5「即

売可能ブース設置について」をご参照のうえ、運営事務局にご連絡下さい。） 

＊大阪府内に事業所を持たない企業・団体のご出展の場合は、出展数を調整させていただく可能性がございます。 

申込時に運営事務局までご連絡下さい。 

＊７月中旬開催予定の出展審査会にて、出展者を決定します。同審査会では、出展品が本展示商談会の目的を

逸脱する恐れがないか、公序良俗に反する恐れがないか、その他、展示商談会の運営上、支障がないか等によ

り審査いたします。 

＊出展を認可した場合であっても、出展者が暴力団等の反社会的勢力であるか、反社会的勢力と社会的に非難さ

れるべき関係を有していると判明した場合、承認取り消しとします。 
 

■出展申込方法 

大阪勧業展 2019 運営事務局宛てに、下記の申込書類一式（３点）をご郵送＆メール送信して下さい。 

１.出展申込書（捺印した原本）→ 郵送 
 ※大阪勧業展 2019 ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2019/）からも、Excel または PDF でダウンロ

ードいただけます。 

２.出展内容の概要を説明した資料、パンフレット → 郵送 
※会社案内、出展製品または商品を掲載したチラシ・パンフレット、ホームページを印刷したもの等、数枚程度の簡単

な資料で結構です。 

３.出展する製品、商品、サービス等の写真（JPEGデータ、1MB以上推奨）１点 → メール送信 
※P.5『出展申込書類「３.出展する製品、商品、サービス等の写真」について』をご参照下さい。 

※メールの表題は、「大阪勧業展ガイドブック画像（貴社名）」として、「osakakangyoten@ken-staff.co.jp」まで送信 

 

申込書類一式（３点）を 6/21（金）までにそろえて運営事務局に送らない限り、 

大阪勧業展 2019に参加できません！ 

 

＊申込締切 6/21（金）時点で申込書類一式（３点）に不足・不備がある場合は、出展申込を受理できません。 

＊１をＦＡＸでお送りいただいた場合も、捺印した原本を必ず別途ご提出下さい。 

＊１～３の内容をもとに出展企業紹介ガイドブック（開催日当日配布）を作成します。 

＊３はモノクロで掲載いたします。予めご了承下さい。 

 

■開催までのスケジュール 
 

６月２１日  ７月中旬  ７月３１日  ９月２日 

出展申込期限 
申込書類一式を運営事務局

に、期日までにご郵送下さい。 

➡ 出展決定通知 
出展審査会を経て、出展が決

定いたします。 

➡ 出展料支払期限 
出展決定通知同封書類記載

の口座に、期日までに出展料

をご納入下さい。 

➡ 出展者説明会 
会場レイアウトの説明、ブース

位置の発表、各種書類の配

布を行います。※要出席 
 

 ９月中旬  １０月  １月  ３月上旬 

➡ 各種書類提出 
小間装飾、オプション備品等

に関する各種申請書をご提

出下さい。 

➡ 大阪勧業展 2019 
15日 搬入日 

16日 会期初日 

17日 会期２日目、搬出日 

➡ フォローアップ調査 
会期終了３カ月後の成約結果

について、アンケートを実施い

たします。 

➡ 事業報告書送付 
実施内容やアンケート結果を

まとめた報告書を送付いたし

ます。 

  

mailto:※　メール「osakakangyoten@ken-staff.co.jp
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■出展料・ブース仕様など （税率は、勧業展開催日（10/16）の税率になります） 

基本 

ブース 
※１事業所あたり

２ブースまで 

小ブース 大ブース 
◆料金（１ブース）  ◆料金（１ブース） 
大阪府内商工会議所・商工会 

会員企業 

６０,０００円＋税 

大阪府内商工会議所・商工会 

非会員企業 

１２０,０００円＋税 

大阪府内商工会議所・商工会 

会員企業 

８０,０００円＋税 

大阪府内商工会議所・商工会 

非会員企業 

１６０,０００円＋税 
◆サイズ ◆サイズ 

間口 2.0ｍ×奥行 2.0ｍ×高さ 2.5ｍ 間口 3.0ｍ×奥行 2.0ｍ×高さ 2.5ｍ 
◆設備 

間仕切り・後壁（システムパネル）、突出し社名板（統一規格） 

◆備品（基本セット） 

①電源 500W、②40W蛍光灯、③社名板（ブース上部）、④受付台、⑤椅子１脚 

※基本セットは、原則１出展者につき１セットをご提供いたします。 

※基本セット（もしくはその一部）を放棄されても割引はありません。 

※貴名受、机、椅子（２脚目以上）等はオプション（別料金）となります。 

角ブース 
（追加料金） 

◆追加料金（１出展者あたり） 

大ブースを含まない場合 

３０,０００円＋税 

◆追加料金（１出展者あたり） 

大ブースを含む場合 

４０,０００円＋税 

※角ブースをご希望の方は、出展申込書の所定の記入欄に✔してください。 

※ブース割の関係上、ご希望いただいても希望に沿えない場合がございます。 

※ご希望いただいた通り角ブースに割り当てられた場合のみ、上記価格を請求いたします。 

面貸し 

（更地） 
※グループでの出展も可 

◆料金（１0㎡あたり） ◆料金（１0㎡あたり） 
大阪府内商工会議所・商工会 

会員企業を含む場合 

１００,０００円＋税 

大阪府内商工会議所・商工会 

会員企業を含まない場合 

２００,０００円＋税 
◆サイズ 

床面積 20㎡・30㎡・40㎡・50㎡・60㎡ 

※上記の中からお選び下さい。（実際の利用可能スペースは、若干異なります。） 

◆設備・備品 

 スペースのみのお渡しとなります。付帯の設備や備品はありません。 

 ※面貸しをご希望の方は、申込時に運営事務局にご連絡下さい。専用の申込書をお送りします。 

 ※スペースの関係上、広さの調節等させていただくことがございます。 
 

＊現在非会員であっても、大阪府内のいずれかの商工会議所または商工会に、６月２１日（金）までに入会

の申込手続きを済ませてご入会いただければ会員料金を適用いたします。 

＊小ブース、大ブースともに、複数の使用ができます。また、大ブースに小ブースを増設できます。 

（複数ブース出展の場合、増設の場合、いずれも出展料に割引はありません。） 

＊スペースの都合上、1出展者あたりの基本ブースの上限を２ブースとします。 

＊ブースのサイズ、基本セット等が変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。 

＊搬出入にかかる経費、上記セット以外の備品や電源等の使用料、ブース運営上の人件費、その他諸経費は出展者の

ご負担となります。 

＊出展企業紹介用ガイドブックの作成費用は出展料に含まれています。出展者の特典として、招待ハガキ（郵送料は出

展者のご負担）、来場案内ポスター等のご提供を予定しており、開催前１ヵ月を目処に配布いたします。 

  

900 
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■搬入・搬出 

 搬入 開催前日の１０月１５日（火） ／ 搬出 閉会当日の１０月１７日（木） 

＊会場内の駐・停車スペースに限りがございますので、出展者皆様の希望をもとに当方で決定した時間帯に搬入・

搬出を行っていただきます。搬入・搬出の詳細につきましては、出展者説明会でご連絡いたします。 

 

■広報 

府内の商工会議所・商工会の広報紙、ホームページ等にて広報を行うほか、ＤＭ、広報ハガキ、ＦＡＸ等で来場 

者案内を行います。また、出展企業紹介ガイドブックを作成し、当日会場にて配付します。 

 

■その他 

＊７月中旬に、出展内容等の審査を行い、出展企業を決定させていただきます。出展料の振込方法や出展者説

明会の開催等については、出展者決定後に追って出展企業に直接ご連絡いたします。 

＊９月２日（月）に「出展者説明会」を開催いたします。必ずご出席をお願いいたします。 

＊ブースの割当は、主催者にご一任下さい。ご指定はできませんので、予めご了承下さい。 

＊会期終了後に、簡単なフォローアップ調査を行わせていただきます。必ずご協力下さいますようお願いいたします。 

＊本事業は大阪府補助金を得て実施いたします。補助金交付への手続き上、必要となる情報を大阪府に提供い

たしますのでご了承下さい。 

 

■注意事項 

1. 主催者は善良な管理者として会場の管理、保全に当たりますが、万一発生した火災や天災、その他不可抗力

の損害、盗難、紛失、損傷、会場内で発生した事故等についての損害負担、賠償等の責を負いません。 

2. ガソリン・灯油・軽油類、アルコール燃料、ガス等の持ち込み及び裸火の使用は固く禁止されています。 

3. 他の出展者の商談を妨げるような騒音・悪臭を伴う場合はご出展をお断りいたします。場内での流水の使用は

できません。 

4. 出展物の中で特許・実用新案・商標・意匠に出願する予定の物品については、開催日までに必ず出願して下

さい。出願前に出展された物品は、新規性喪失のため、特許等に出願することが出来なくなります。 

5. 主催者は、天災、悪天候など不可抗力によりこの展示会開催を中止する場合があります。この場合、主催者が

収納した出展料は返却いたしません。また、出展者側の発生経費につきましては、主催者は補償の責任を負

いません。 

6. 会期中の売買契約上のトラブル等について、主催者側は責任を負いかねます。 

7. 飲食を伴うご出展の場合、飲食ができるのは出展ブース内のみとします。（ただし、飲食物はご出展の商品サ

ンプルに限ります。また、出展者から来場者にブース外での飲食および場内での食べ歩きができない旨説明し

ていただきます。）なお、保健所への届出等は各出展者でお願いいたします。 

8. プレス関係者ならびに主催者が委託した業者が、会期中に会場内を撮影いたします。撮影した画像は新聞等

の記事や募集チラシ等の広報物あるいは本事業の報告書に掲載されることがありますので、予めご了承下さい。 

 

 

◆ご相談・お申し込みは、大阪勧業展 2019 運営事務局までお願いいたします。 

  

大阪勧業展 2019 運営事務局（株式会社ケン＆スタッフ内） 平日 9:00～19:00 
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1丁目 22番 38号 三洋ビル２Ｆ 

TEL: 06-6447-0682 FAX: 06-6448-2049 

E-mail：osakakangyoten@ken-staff.co.jp 

URL： http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2019/ 

＊出展募集要項や出展申込書は、上記の URLからダウンロードいただけます。 
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出展申込書類「３.出展する製品、商品、サービス等の写真」について 
 

ご出展のお申込みの際に、出展申込書等と併せてご提出をお願いしております「出展する製品、商品、サービス等

の写真」について、下記の通り補足してご説明いたします。 
 

■写真の用途について 

大阪勧業展開催当日に来場者へ配付する「出展企業

ガイドブック」に掲載します。 

 

■写真の掲載スペースについて 

写真の掲載スペースの制約上（１社様あたり約４ｃｍ四

方予定）、掲載する写真は原則１点とさせていただきま

す。複数の写真を掲載ご希望の場合は下記事務局に

ご相談下さい。なお、その場合、１枚当たりの掲載サイ

ズは小さくなりますので、予めご了承下さい。 

※「出展企業ガイドブック」掲載例は右図の通りです。 

（原稿は印刷業者が作成いたします。） 

 

■提出方法について 

画像データ（JPEG、１MB以上推奨）をメールに添付の上、6月 21日（金）までに 

以下のアドレス宛にご送信下さい。  

メールの表題は、「大阪勧業展ガイドブック画像（貴社名）」として下さい。 

 e-mail アドレス：osakakangyoten@ken-staff.co.jp  
 

即売可能ブースの設置について 
  

  出展者、来場者の双方から要望の多かった即売が出来る展示ブースを、展示ホール外のロビー部分に設けます。
詳細を以下にてご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

出展者数： 最大６社（６ブース）＜予定＞  
＊但し、１企業・団体あたり１ブースのみのお申し込みとなります。 

出展場所： マイドームおおさか 展示ホール外 ロビー部分 

出展対象： 大阪府内の企業・団体 

出 展 料： 通常出展の大ブース、及び小ブースと同料金 

     ＊出展場所は展示ホール外となりますので、追加の照明器具の設置を推奨します。 

その場合に掛かる費用は、主催者にて実費（3,500円程度～）をご負担します。 

申込方法： 

・申込希望の方は運営事務局にご一報下さい。所定の申込用紙をお送りいたします。 

・原則、先着順にお申し込みを受け付けますが、必要に応じて特定の業種への偏りや本展示商談会の 

趣旨に合致しているか等の観点から本ブースへの出展企業を調整させていただくとともに、別途 

設ける審査基準により出展審査を行いますので、ご了承下さい。 

・お申し込みの状況により、早期に締め切ることがございますことを予めご了承願います。 

 そ の 他： 
・飲食物の販売の場合、展示会場内（展示ホール内外）での販売品の飲食は禁止とさせていただきます。 

（出展者から来場者に展示会場内での販売品の飲食および場内での食べ歩きができない旨説明していただきます。） 

なお、保健所への届出等は各出展者でお願いいたします。 

・即売可能ブースエリアは出展分野での区分けはございませんので、予めご了承下さい。 

・ガイドブックや事前の広報物等で即売を謳う商品に関しては、出来るだけ品切れを起こさないようご留意下さい。 

・上記に定めのない項目については、原則、出展募集要項に記載の通常の出展内容に準じます。 

 


