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情報家電ビジネスパートナーズ
ネオクラスター推進共同体・大阪商工会議所

産業クラスターと
情報家電ビジネスパートナーズの機能
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近畿経済産業局 次世代産業課
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産業クラスター計画

北海道経済産業局
◇北海道スーパー・クラスター振興戦略Ⅱ

情報・バイオ分野

九州経済産業局
◇九州地域環境・リサイクル産業

交流プラザ（K-RIP）
環境分野

◇九州シリコン・クラスター計画
半導体分野

沖縄総合事務局経済産業部
◇OKINAWA型産業振興プロジェクト
情報・健康・環境・加工交易分野

東北経済産業局
◇ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドー

モノ作り分野

関東経済産業局
～広域関東圏産業クラスター推進ネットワーク～

◇地域産業活性化プロジェクト
・首都圏西部ネットワーク支援活動（ＴＡＭＡ）
・中央自動車道沿線ネットワーク支援活動
・東葛川口つくば（TX沿線）ネットワーク支援活動
・三遠南信ネットワーク支援活動
・首都圏北部ネットワーク支援活動
・京浜ネットワーク支援活動
モノ作り分野

◇バイオベンチャーの育成
バイオ分野

◇情報ベンチャーの育成
ＩＴ分野

四国経済産業局
◇四国テクノブリッジ計画
モノ作り、健康・バイオ分野

中国経済産業局
◇次世代中核産業形成プロジェクト

モノ作り、バイオ、ＩＴ分野

◇循環・環境型社会形成プロジェクト
環境分野

中部経済産業局
◇東海ものづくり創生プロジェクト

モノ作り分野

◇東海バイオものづくり創生プロジェ
クト

バイオ分野

◇北陸ものづくり創生プロジェクト
モノ作り分野

◇関西フロントランナープロジェクト Neo Cluster
情報家電・ロボット分野、高機能部材分野、次世代電池分野

（事務局：（財）関西情報・産業活性化センター）

◇関西バイオクラスタープロジェクト Bio Cluster バイオ分野

◇環境ビジネスＫＡＮＳＡＩプロジェクト Green Cluster 環境分野

近畿経済産業局
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中小・ベンチャー企業と
大手企業との連携の課題

中小・ベンチャー企業の不満

– 関連する大企業等にビジネスパートナーシップを求めアプローチ
を試みたいが、

①適当なコネクションがない
②提案しても大企業の評価がわからない
③全てのノウハウを最初から出すと、「取られてしまう」

大手企業の悩み

– 競争力確保のため、ベンチャー企業のさまざまなアイデアを欲し
ているが、玉石混合（いい提案でも表現できていない）であり、い
ちいち対応し難い。

従来のプレゼンテーションの課題

– 大勢の前でプレゼンテーションを行うため、
①事業の核心には触れにくい
②聞く側の当事者意識が薄れる
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情報家電ビジネスパートナーズ
（Ｄigital Ｃoncept Ｐartners）

• 関西に集積する情報家電系企業と国内外の中堅・中小・ベン
チャー企業とが対等の立場でマッチングし、新製品・新技術を生
み出す活動を支援する仕組み。

（事業連携／技術提携
／共同開発など）

（回答・コメント）

ネオクラスター
推進共同体

（（財）関西情報・産業
活性化センター）

大阪商工会議所

ベンチャー企業
大学、研究機関

産業クラスター
推進・拠点機関
公的支援機関

など

金融機関
商社 等
金融機関
商社 等

事業化支援事業化支援

提案

フィードバック

三洋電機株式会社
シャープ株式会社

松下電器産業株式会社
アイコム株式会社
エスペック株式会社
株式会社ＮＴＴドコモ関西
大阪ガス株式会社
オムロン株式会社
京セラ株式会社

サイレックス・
テクノロジー株式会社

住友電気工業株式会社
大日本スクリーン

製造株式会社
株式会社ピクセラ

株式会社日立製作所
船井電機株式会社

株式会社村田製作所

サイレックス・
テクノロジー株式会社

住友電気工業株式会社
大日本スクリーン

製造株式会社
株式会社ピクセラ

株式会社日立製作所
船井電機株式会社

株式会社村田製作所

幹事企業

マッチング事業マッチング事業

海外企業海外企業

国内企業国内企業

ビジネス
シーズ
研究会

ビジネスフォーラムビジネスフォーラム
（オープンなビジネスプラン発表会）
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ＤＣＰの特徴

１．大企業への確実な窓口

推薦機関（各地のクラスター推進機関等）のクリアを得れば、ＤＣＰ
事務局が提案者を希望する大企業の最適な窓口へ繋ぐシステム。

２．クローズドな提案の仲介

一対多のプレゼン形式でない、一対一のクローズドなマッチング。

３．二段階の提案受け付け

書類による１次マッチング（提案者により５社指名）を経た上で、ヒア
リング等の２次マッチング（面談）を実施。

４．評価結果のフィードバック

提案が不採用でも、大手企業がその評価を提案者へフィードバック。

５．提案にかかる費用は無料
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九州地区
九州シリコン・クラスター計画

中国地区
次世代中核産業形成プロジェクト

四国地区
四国テクノブリッジ計画

沖縄地区
OKINAWA型産業振興プロジェクト

東海地区
東海ものづくり創生

プロジェクト

関東地区
地域産業活性化プロジェクト

・首都圏西部ネットワーク（ＴＡＭＡ）
・中央自動車沿線ネットワーク
・東葛川口つくば（ＴＸ沿線）ネットワーク
・三遠南信ネットワーク
・首都圏北部ネットワーク
・京浜ネットワーク

首都圏情報ベンチャーフォーラム

東北地区
TOHOKUものづくりコリド－

北海道地区
北海道ＩＴイノベーション戦略

関西地区（ＤＣＰ本部事務局）
関西フロントランナープロジェクト

推進組織：ネオクラスター推進共同体
（財）関西情報・産業活性化センター内

TEL:06-6346-2981
FAX:06-6346-2443

URL:http://www.neoclustre.jp

北陸地区
北陸ものづくり

創成プロジェクト

DCP ネットワーク（国内）
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■フィンランド
フィンランド技術庁ＴＥＫＥＳ

■韓国
韓日産業・技術協力財団

■米国
サンフランシスコ市
（大阪市長訪問時（９月）に事
務局同行し説明）

■イタリア
トレノワイヤレス

■フランス
ブリュターニュ・インターナショナル

■香港サイエンスパーク

■スウェーデン
Invest Sweden Agency

■英国
UKTI 英国貿易投資総省

■オーストラリア
オーストラリア・ジャパン・リンク

■フランス
Team Cote d’Azur
ソフィア・アンティポリス

DCP ネットワーク（海外）
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提案のポイント（基本的な考え方）

• 大企業と対等の立場での協業

– 中小・ＶＢ側からは、確固たる技術や製品イメージの提示が
必要。単なる大企業からの発注を求める下請的営業を支援
するものではない。

• 望ましい技術・製品等のイメージ

– 提案する技術・製品のイメージが明確であること。

– 他に類を見ないなど独自性や先進性を有するもの。

– 波及やマーケット規模についてある程度の大きさが見込め
るもの。

– 技術・製品が既にできあがっている必要ナシ。



8

お問い合わせ

情報家電ビジネスパートナーズ ウェブサイト
http://www.neocluster.jp/dcp/

– 情報家電技術動向や関連する
トピックス等をタイムリーに紹介

– メンバーコミュニティ機能の拡充

– 全国、海外に向けた情報発信
機能の充実

・ ＤＣＰ事務局
（財）関西情報・産業活性化センター
地域・産業活性化グループＤＣＰ担当

ＴＥＬ０６－６３４６－２９８１
ＦＡＸ０６－６３４６－２４４３

大阪商工会議所
経済産業部 ベンチャー振興担当

ＴＥＬ０６－６９４４－６４０３
ＦＡＸ０６－６９４４－６２４９

・ ＤＣＰ事務局
（財）関西情報・産業活性化センター
地域・産業活性化グループＤＣＰ担当

ＴＥＬ０６－６３４６－２９８１
ＦＡＸ０６－６３４６－２４４３

大阪商工会議所
経済産業部 ベンチャー振興担当

ＴＥＬ０６－６９４４－６４０３
ＦＡＸ０６－６９４４－６２４９

ネオクラスター 検 索

•ネオクラスター推進共同体ウェブサイトもご覧ください。

•http://www.neocluster.jp/


