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電車でお越しの場合
■ 近鉄けいはんな線荒本駅1番出口より徒歩約5分
■地下鉄中央線長田駅3番出口より徒歩約10分

お車でお越しの場合
■ 阪神高速東大阪線長田出口より約３分
■近畿自動車道東大阪北IC・南ICより約3分
※駐車スペースには限りがありますので、周辺の有料駐車場をご利用下さい。

■大阪国際空港（伊丹）から約25km（約25分）
■関西国際空港から約60km（約60分）

※乗り換え時間は含みません。

JR「大阪」駅から
地下鉄「梅田」駅から
地下鉄「本町」駅から

約20分
約16分
約20分

大阪市内から好アクセス！

関係支援機関
●大阪府商工労働部  中小企業支援室  ものづくり支援課
●（株）コンベンションリンケージ
●（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構

●（公財）大阪産業振興機構 
●（独）中小企業基盤整備機構近畿本部
●東大阪商工会議所  モノ造り推進室

▶開館時間 / 9：00～17：00　 ▶休館日 /土・日・祝休日・年末年始
▶場所 / 〒577-0011 東大阪市荒本北1-4-17（クリエイション・コア東大阪内）
▶TEL / 06-6748-1011（代表）　 ▶WEB / http://www.m-osaka.com/

お問い合わせ
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ものづくり中小企業のための

MOBIOを知りたい
情報収集したい

内容充実の
MOBIOのHP

具体的な
相談をしたい

受発注先
パートナーを
探したい

企業と
交流をしたい

技術を高度化・
新しい市場に
参入したい

販路拡大・
PRをしたい

活用ガイド

クリエイション・コア東大阪内にあるMOBIO（モビオ）は、
大阪府などが運営する「府内ものづくり企業の総合支援拠点」です。
大阪府ものづくり支援課を中心に、様々な機関がものづくり企業を支援しています。

インキュベート支援・大学連携インキュベーション
実験・研究ラボを含む22室のインキュベートルームを設置。
ものづくりに係る新規事業の創業・起業者創出を支援します。
（独）中小企業基盤整備機構近畿本部

クリエイターズプラザ
イノベーションを創出する人材や技術の育成・交流のための
貸スペース施設です。
予約受付

MOBIO以外のサポート施設もあります

TEL  06-4309-2305　場所  南館3階 TEL  06-6748-1009　場所  南館2階（IM室）



MOBIO-Cafe-Meeting

常設展示場に出展する企業数社
による説明会・交流会。実物を見
ながら気軽に質問したり、新しい
情報を入手することができます。

国内外から多くの方が訪れる中小企業の最新技術・製品を
展示した国内最大級の常設展示場。毎月、様 な々
企画展も開催。

実物がある展示場実物がある展示場
常設展示場視察・見学

TEL  06-6748-1011（代表）　場所  北館1階・2階
担当  （株）コンベンションリンケージ

新事業創出や企業間ビジネスマッチング、コーディネート
サービスを提供しています。技術、資金、経営などの各種相
談や情報提供も行っています。

ものづくりのお困りごとは、まずここからものづくりのお困りごとは、まずここから
ワンストップサービス

ＭＯＢＩＯに入居・連携している36の大学・高専との産学連
携を支援します。

ものづくり企業の産学連携を支援ものづくり企業の産学連携を支援
産学連携の相談

TEL  06-6748-1054　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 産学官連携推進グループ  

下請取引により生じたトラブル、下請代金法等、府内中小
企業からのご相談に対応します。
※相談内容等の秘密は厳守します。

取引に関するトラブル相談取引に関するトラブル相談
下請かけこみ寺

TEL  0120-418-618　場所  南館1階
担当  （公財）大阪産業振興機構

一般社団法人大阪発明協会と連携し、特許庁事業である
「知財総合支援窓口」を設けています。

ワンストップの相談窓口ワンストップの相談窓口
知的財産に関する相談

TEL  06-6748-1052　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 技術支援グループ

ものづくり企業の技能伝承に関する相談や、訪問指導、講
習会の実施など、計画的な人材育成を支援しています。

人材育成と技能伝承をお手伝い人材育成と技能伝承をお手伝い
人材育成の相談

TEL  06-6748-1237　場所  南館2階
担当  大阪ものづくり人材育成支援センター

大阪府内を中心とした製造業、高い技術を持つ中小企業の
組織的・技術的課題の解決のために、コンサルティングと
ビジネスマッチングをしています。

技術・付加価値を創造するベストマッチング
ビジネスマッチングサポート

TEL  06-6745-1185　場所  南館1階
担当  （公財）大阪産業振興機構

「納期が間に合わない」、「高い技術を持つものづくり企業
に発注したい」など大阪府内約5,000社の中から新たな外
注先を探すお手伝いをします。

企業同士を相思相愛に導く
受発注取引あっせん

TEL  06-6748-1144　場所  南館1階
担当  （公財）大阪産業振興機構

ものづくり中小企業の紹介・引合いに一括して対応する、ビ
ジネスマッチングの窓口です。MOBIOや全国の金融機関の
ネットワークから、最適な外注先・協力企業を紹介します。

外注先・協力企業を探索・紹介
ものづくりB2Bネットワーク

TEL  06-6744-4744　場所  南館2階
担当  ものづくりB2Bネットワーク

ものづくり企業の技術・製品を集め、ビジネスマッチングに
つなげることを目的とした国内最大級の常設展示場です。
企業のPR、ネットワーク作りに活用ください。

新たな出会い・ネットワーク作りに
常設展示場への出展

TEL  06-6748-1011（代表）　場所  北館1階・2階
担当  （株）コンベンションリンケージ

大阪府内のものづくり中小企業の優れた技術に裏打ちされた
創造力にあふれる製品（消費財）を「大阪製」ブランド製品と
して認証し、プロモーション活動により情報発信していきます。

Made in Osakaのピカイチ製品
「大阪製」ブランド認証制度

TEL  06-6748-1050　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 製造業振興グループ

大阪府内のものづくり中小企業で技術力、QCD等において総合力が高い
企業を表彰します。「匠企業」は冊子に掲載されるほか、自らも匠ロゴマーク
を活用いただくなど、官民一体での企業プロモーションを展開します。
TEL  06-6748-1066　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 販路開拓支援グループ

大阪府が指定する展示商談会を活用し、国内外への販路開
拓を目指すものづくり中小企業に、出展経費の一部補助、出
展講習会などを実施します。

展示会経費の一部補助、講習会でノウハウを学ぶ
大規模展示商談会活用事業

TEL  06-6748-1066　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 販路開拓支援グループ

ものづくり企業や支援機関で構成するネットワーク。メール
マガジンによる支援情報の提供や技術交流イベントの開催
等を行っています。

がんばるものづくり中小企業を応援がんばるものづくり中小企業を応援
大阪ものづくりイノベーションネットワーク

TEL  06-6748-1054　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 産学官連携推進グループ

シンプルに、安く、小さく始める中小企業に最適なカタチで
のＩｏＴ導入を提案します。セミナー開催やＩｏＴ診断、ＩｏＴマッ
チングを行います。

ものづくり企業のＩｏＴ導入を支援
大阪府ＩｏＴ推進ラボ事業

TEL  06-6748-1054　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 産学官連携推進グループ

ものづくりイノベーションネットワークの企業会員が行う研
究開発や設計・試作、特許・市場調査などの取組みに対し、
必要な経費の一部を助成します。

初期段階における技術開発を支援
ものづくりイノベーション支援助成金

TEL  06-6748-1054　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 産学官連携推進グループ

ものづくり中小企業が保有する技術・製品の市場開拓や販
路拡大のプロジェクトをモデル的に選定し、伴走的支援を
行います。

新分野参入プロジェクトを支援
新分野・ニッチ市場参入事業化プロジェクト支援

TEL  06-6748-1054　場所  北館1階
担当  大阪府ものづくり支援課 産学官連携推進グループ 

メール
マガジン

助成金・補助金など
も網羅され、見逃した
くない情報が満載。

ものづくり
中小企業検索

さらにカンタンに、便利
に企業検索が可能
です。

MOBIO-Cafe

様 な々テーマで、少人数セミナーや
ワークショップなどを開催しています。
セミナーの後は交流会も開催。募集
定員が多い「MOBIO-Forum」も定
期的に開催しています。

ものづくりとヒトをツナグ場ものづくりとヒトをツナグ場

まずはホームページへ！

TEL  06-6748-1011（代表）　場所  北館1階

内容充実の
MOBIOのHP

困ったときに頼りになる情報があります。企業
紹介ページから直接問い合わせたり、マッチング
を申し込むのもここから。ぜひご活用ください。
http://www.m-osaka.com/

総合力の高いものづくり中小企業の顕彰制度
大阪ものづくり優良企業賞「匠」

MOBIOがいっしょに考えます。
ものづくり企業のための
サービスメニュー まずは

お電話・ネットから

MOBIOを知りたい
情報収集したい
MOBIOを知りたい
情報収集したい

企業と交流をしたい

販路拡大・PRをしたい販路拡大・PRをしたい

受発注先
パートナーを探したい

受発注先
パートナーを探したい

技術を高度化・
新しい市場に参入したい具体的な相談をしたい具体的な相談をしたい

10室のインキュベートルームをご提供。
新規事業の創業・経営革新の支援新規事業の創業・経営革新の支援
インキュベート支援

TEL  06-6748-1011（代表）　場所  北館4階　担当  （株）コンベンションリンケージ


