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出入口

大阪府立中之島図書館
〒530-0005　大阪市北区中之島 1-2-10
TEL 06-6203-0474　FAX 06-6203-4913
http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/index.html

大阪府立中之島図書館ビジネス支援課では、各種統計資料や会社
情報、業界動向資料、業界雑誌・新聞、商用データベースを取り
揃え皆様のビジネス活動のお手伝いをしています。また起業やス
キルアップに役立つビジネスセミナーを開催するほか、20 種余
のテーマで「調査ガイド」を作成し、ＨＰに掲載しています。最
新の情報をお届けするメールマガジンも発行しています。

主催者ブース

会　期　2008 年 3月 6日（木）～ 8日（土）
時　間　10：00 ～ 19：00（最終日 8日は 17：00 まで）
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１　大阪府商工会連合会

２　関西創業サポートセンター

３　大阪府

４　大阪府立産業技術総合研究所

５　大阪府立特許情報センター

６　大阪府産業デザインセンター

７　財団法人大阪産業振興機構

８　ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡ

９　独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿支部

10　大阪商工会議所 経営相談室

11　豊中商工会議所

12　財団法人堺市産業振興センター

13　店づくり支援センター「商い繁盛館」

14　財団法人大阪市都市型産業振興センター

15　大阪市立中央図書館

31　ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ

32　私のしごと館

33　独立行政法人雇用･能力開発機構 大阪センター

34　商工中金 大阪支店

35　大阪府立中之島図書館

36　大阪府立中央図書館

　　凡　例

　　　　　　経営支援･創業支援

　　　　　　技術･特許･デザイン･環境

　　　　　　人材育成･労働

　　　　　　資金支援

　　　　　　国際ビジネス

　　　　　　図書館

　　　　　　　　　　　　　　　36 機関･団体

16　Ａ́ ワーク創造館

17　大阪デザイン振興プラザ

18　財団法人大阪デザインセンター

19　大阪市立工業研究所

20　大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会（ＯＤＣＣ）

21　国立国会図書館 関西館

22　関西アメリカンセンター

23　株式会社 東京商工リサーチ

24　日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部

25　大阪府中小企業団体中央会

26　独立行政法人産業技術総合研究所 関西センター

27　大阪府環境農林水産総合研究所

28　こくきん創業支援センター大阪

29　大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校

30　大阪府総合労働事務所

ごあいさつ

　本日は「第２回ビジネスサポートフェア in 中

之島図書館」にご来場いただきまして、まことに

ありがとうございます。

　大阪府立中之島図書館は、百周年を迎えた平成

16 年（2004 年）にビジネス支援サービスと大阪

資料・古典籍に特化した図書館に生まれ変わりま

した。最近ではビジネスの資料を求めて来館され

るお客様も増え、年数回開催しておりますビジネ

スセミナーも好評をいただいており、ビジネス支

援という新しいサービスがようやく定着してきた

ことを実感しております。

　大阪には、様々な分野のビジネス支援機関が多

数集積しています。その施策、事業を広く府民の

皆様に知っていただきたいとの思いから、昨年度

初めてビジネス支援機関の展示会「ビジネスサ

ポートフェア in 中之島図書館」を開催いたしま

した。今年度は参加機関数も昨年度より 10 機関

あまり増え、ビジネスセミナーや各室でのイベン

トも同時開催する運びとなりました。

　中小企業事業者やこれから創業をお考えの方、

一般の方々に広く支援機関の事業を知っていただ

き皆様のビジネスの発展のために大いにご活用い

ただけましたら幸いでございます。 

　最後になりましたが、開催にあたりまして出展

機関各位はもとより、ご協力いただきました関係

者の皆様に厚く御礼申し上げます。今後とも中之

島図書館をご利用いただきますよう職員一同心よ

りお願い申し上げます。

大阪府立中之島図書館長

鳴　澤　成　泰
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ビジネスサポートフェア
in中之島図書館

出 展 機 関 ・ 団 体 一 覧
50音順

財団法人大阪デザインセンター
〒559-0034　大阪市住之江区南港北 2-1-10 ＡＴＣビルＩＴＭ棟 10ＦＡ－１
TEL 06-6615-5571　FAX 06-6615-5573
http://www.osakadc.jp

産業デザインの中心機関として、デザイン人材の育成、デザイン
情報の提供、グッドデザインの選定・展示など総合的な振興事業
を実施中。また、同センター内の「デザインビジネスプロモーショ
ンセンター」では、中小企業の安全確実なデザイン導入推進のた
め 700 件を越すデザイン事務所の協力を得て相談から紹介まで手
厚いサポートを展開中。

技術・特許・デザイン・環境

大阪デザイン振興プラザ
〒559-0034　大阪市住之江区南港北 2-1-10 ＡＴＣビルＩＴＭ棟 10Ｆ
TEL 06-6615-5510　FAX 06-6615-5173
http://www.osaka-design.co.jp

グラフィック、インテリア、建築、インダストリアル、ＷＥＢ、ディ
スプレイなど、様々な分野で活躍するデザイナー、クリエイター
が集う大阪デザイン振興プラザは、創作活動を始め情報交換、作
品発表など様々な活動拠点。

技術・特許・デザイン・環境

大阪府立産業技術総合研究所
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野 2-7-1
TEL 0725-51-2525　FAX 0725-51-2509
http://tri-osaka.jp/

大阪府立産業技術総合研究所は、大阪府内の企業が抱える技術課
題の解決を通じて、産業振興、新産業の育成、企業の技術力向上
を行うための支援機関です。技術相談、依頼試験、機器貸与など
のサービスで、技術的課題解決のお手伝いをすると共に、技術講
習会等を開催し、人材育成にも努めています。また、起業家育成
のためのインキュベータ施設も運営しています。

技術・特許・デザイン・環境

財団法人大阪産業振興機構
〒540-0029　大阪市中央区本町橋 2-5
TEL 06-6947-4324　FAX 06-6947-4326
http://www.mydome.jp

財団法人大阪産業振興機構は、大阪府内の中小企業を総合的に
支援するため、創業・ベンチャー支援、資金支援、ものづくり支援、
産学官連携支援などの各種事業を大阪府と連携して推進して
います。
また、展示場・会議室を擁する「マイドームおおさか」を運営し
ています。

経営支援・創業支援

大阪府中小企業団体中央会
〒540-0029　大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか６Ｆ
TEL 06-6947-4371　FAX 06-6947-4374
http://www.maido.or.jp

中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法に基づき設立され、
わが国事業所の大半を占め、かつわが国経済社会の基盤を形成してい
る中小企業の振興発展を図るため、中小企業の組織化を推進し、その
連携を強固にすることによって、中小企業を支援していこうとする団
体で、都道府県毎に 1 つずつ設置され、各都道府県や関係機関と連携
して地域の中小企業の組織化促進とその活性化に努めております。

経営支援・創業支援

大阪府環境農林水産総合研究所
〒537-0025　大阪市東成区中道 1-3-62
TEL 06-6972-7634（直通）　FAX 06-6972-7685
http://www.epcc.pref.osaka.jp/center/etech/

大阪府環境農林水産総合研究所では、環境保全の推進のための取り組
みとして、環境関連企業の研究開発から新技術・新製品普及までの総
合的な支援を行う「環境技術コーディネート事業」を展開しています。
また、この事業のひとつに中小・ベンチャー企業が開発した環境関連
の技術を募集してその内容を評価し、その普及のために技術・製品情
報を発信する「環境技術評価・普及事業」を行っています。

技術・特許・デザイン・環境

大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会（ODCC）
〒540-0033　大阪市中央区石町 2-5-3 エルおおさか南館 11Ｆ-6
TEL 06-6944-3747　FAX 06-6944-3747
http://www.odcc.jp/

企業・支援機関・専門家などが連携したオール大阪体制での事業
実施と、関係者間の情報共有により、全国・アジアそして世界へ
発信する優れたコンテンツビジネスを創出するプラットフォーム
です。主な事業内容として、１. コンテンツ制作プロジェクト育成
事業　２. プロデューサー人材育成事業　３. 販路開拓支援事業　
４. 交流促進事業　を行なっております。

経営支援・創業支援

Ａ́ ワーク創造館
〒556-0027　大阪市浪速区木津川 2-3-8
TEL 06-6562-0410　FAX 06-6562-1549
http://www.adash.or.jp

Ａ́ ワーク創造館は、大阪府・大阪市などで出資した（財）大阪生
涯職業教育振興協会が運営する大人のための職業教育施設です。
公共施設ならではの低価格で、パソコン（windows、ＣＡＤ）や、
各種試験対策（パソコン検定、簿記、電気工事士等）、貿易、経理
事務等 81 種類 95 講座を開講します。また、会社の状況にあわ
せた社員研修などのオーダー講座も承ります。

人材育成・労働

店づくり支援センター「商い繁盛館」
〒559-0034　大阪市住之江区南港北 2-1-10 ＡＴＣビル
TEL 06-6615-5210　FAX 06-6615-5265
http://www.akinaihanjyokan.com

商い繁盛館は、大阪市が設置している「店づくり支援センター」で、
新規開業者や既存店舗の経営者の方々に対し、専門家による店づ
くり、経営改善の相談やセミナー開催など様々な商業支援を行っ
ています。ぜひご来館ください。

経営支援・創業支援

財団法人大阪市都市型産業振興センター
〒541-0053　大阪市中央区本町 1-4-5 大阪産業創造館 13F
TEL 06-6264-9800　FAX 06-6264-9899
http://www.sansokan.jp

大阪市の中小企業サポート拠点「大阪産業創造館」は、経営相談
をはじめ、セミナー、商談会、交流会など、さまざまなサービス
でビジネスサポートを行っております。

経営支援・創業支援

大阪商工会議所 経営相談室
〒540-0029　大阪市中央区本町橋 2-8
TEL 06-6944-6472　FAX 06-4791-0444
http://www.osaka.cci.or.jp/

大阪商工会議所「経営相談室」は、経済団体として幅広いネット
ワークを活かし、取引相談や専門家による相談窓口を開設するだ
けでなく、創業・開業から経営革新・新事業展開、さらには企業
再生まで、経営者の皆様の幅広いご相談に対応できるサービスを
提供しています。
「人」「モノ」「資金」「情報」に関するご相談をはじめ、あらゆる
経営課題の解決のために「経営相談室」をご利用下さい。

経営支援・創業支援

大阪市立工業研究所
〒536-8553　大阪市城東区森之宮 1-6-50
TEL 06-6963-8011　FAX 06-6963-8015
http://www.omtri.city.osaka.jp

大阪市立工業研究所は、地域工業界の技術課題に適合した創造的
自主技術の開発ならびにその指導普及を目的に設置された工業技
術に関する総合研究機関です。先端的な技術開発に取り組む地域
工業界の多様なニーズに効果的に応えるため、その先導的な役割
を果たすべく様々な研究に取り組み、技術相談・依頼試験・受託
研究などを通じて、企業への技術支援を行っています。

技術・特許・デザイン・環境

大阪市立中央図書館
〒550-0014　大阪市西区北堀江 4-3-2
TEL 06-6539-3302　FAX 06-6539-3335
http://www.oml.city.osaka.jp/

大阪市立中央図書館では、辞書や統計書、27 種の商用データベー
スなど、皆様の仕事に役立てるようなデータや資料を揃えていま
す。３階には、約１万冊の辞書・年鑑・統計類を揃えた「調査研
究資料コーナー」、特にご利用の多い資料を集めた「ビジネス調査
コーナー」、ビジネスに役立つパンフレットを集めた「ビジネス
関連情報コーナー」があります。また、フロア毎に各分野の専門
書も所蔵し、各種のご相談をお受けしています。

図書館

大阪府
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目
TEL 06-6944-7923　FAX 06-6944-6731
http://www.pref.osaka.jp/ofc/080/020/index.hml

大阪府は、当フェアに出展している、（財）大阪産業振興機構、
府立産業技術総合研究所、府立特許センター、大阪府産業デザイ
ンセンターなどの支援拠点を整備し、経営支援から技術、金融支
援まで総合的に中小企業の皆様の事業活動を応援しています。

経営支援・創業支援

大阪府産業デザインセンター
〒540-0029　大阪市中央区本町橋 2-5
TEL 06-6949-4791　FAX 06-6949-4792
http://www.pref.osaka.jp/oidc/

当センターは新商品開発や起業・創業などをデザイン面からサ
ポートする支援組織です。デザインに関する相談、研修、研究や
デザインビジネスの支援、インターネット・メールマガジン等か
らの情報発信などを行っています。

技術・特許・デザイン・環境

大阪府商工会連合会
〒540-0029　大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか６F
TEL 06-6947-4340　FAX 06-6947-4343
http://www.osaka-sci.or.jp/

大阪府内に 17 ある商工会は、法律に基づいて設置されており、
地域の事業者が業種や規模に関係なく会員となり、お互いの事業
や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。また、国・
府の小規模事業支援・普及事業の実施機関でもあり、様々な事業
を実施しております。

経営支援・創業支援

大阪府総合労働事務所
〒540-0033　大阪市中央区石町 2-5-3 大阪府立労働センター南館
TEL 06-6946-2606　FAX 06-6946-2635
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/index.html

大阪府総合労働事務所では、労働に関わる各種相談（労働相談、
個別労使紛争解決支援、職業カウンセリング）、労働情報の提供、
地域労働ネットワーク事業等を行っています。働くこと、雇用の
ことなど聞きたい、相談したい方は、お気軽にお越し下さい。

人材育成・労働

大阪府立中央図書館
〒577-0011　大阪府東大阪市荒本北 57-3
TEL 06-6745-0170
http://www.library.pref.osaka.jp/central/index3.htm

大阪府立中央図書館は、生涯学習時代の総合的な図書館として、
図書、雑誌、オーディオビジュアル、CD-ROMなど、約 172 万点
に及ぶ資料を所蔵しています。「松下文庫」を代表とする歴史的な
技術文献から、『Chemical Abstracts』、『科学技術文献速報』など
最新の資料まで幅広く提供しています。また、座席数 380 席の多
目的ホール、72 席の大会議室と 30 席の会議室（いずれも有料）
を併設しています。

図書館

大阪府立特許情報センター
〒543-0061　大阪市天王寺区伶人町 2-7
TEL 06-6772-0704　FAX 06-6772-0627
http://www.o-pic.jp/

大阪府立特許情報センターでは、特許をはじめとした産業財産権
情報の収集・提供と活用を通じ、中小企業等の新規事業展開や新
技術・新商品開発を支援しています。また同一施設内に在阪の特
許関連機関・団体が集合し、「関西特許情報センター」として産業
財産権に関わるワンストップサービスを展開しています。
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－私でもわかる決算書の見方－

ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡ
〒540-0031　大阪市中央区北浜東 3-14 エルおおさか２Ｆ
TEL 06-4794-9198
http://www.jobcafeosaka.jp

ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡでは、若者採用に関する情報提供や各種
セミナーの開催など、企業の皆様の若年人材確保・支援育成を
行っています。
また、職場定着事業やインターンシップ、工科高校と連携した「も
のづくり人材育成事業」、留学生の就職支援事業なども実施して
います。

人材育成・労働

国立国会図書館 関西館
〒619-0287　京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3
TEL 0774-98-1200
http://www.ndl.go.jp

国立国会図書館は、ビジネスにも役立つ情報を提供しています。
ホームページでは、各業界の業界事情や統計、企業リストなどを紹介する
「テーマ別調べ方案内」やアジア地域のビジネス情報へのリンク集を提供して
います。関西館では、会社録や各種統計などのビジネス資料のほか、科学
技術関連資料やアジア地域の資料など約950万点の蔵書が調査を支えます。
また、ご自宅や会社のパソコンからは、国立国会図書館全体の約 3,360 万点
の膨大な資料を探し出すことや、資料の複写の申し込みができます。

図書館

独立行政法人産業技術総合研究所 関西センター
〒563-8577　大阪府池田市緑丘 1-8-31
TEL 072-751-9606　FAX 072-751-9621
http://unit.aist.go.jp/kansai/

産総研関西センターでは、企業、大学、地域との連携を強化する
ことにより、お互いの研究ポテンシャルを融合・発展させ、新し
い産業を生み出すことを目的とした活動を行っています。

技術・特許・デザイン・環境

財団法人堺市産業振興センター
〒591-8025　大阪府堺市北区長曽根町 183-5
TEL 072-255-6700　FAX 072-255-5200
http://www.sakai-ipc.jp

「政令指定都市・堺」の総合的な中小企業支援拠点として、専門
家派遣やビジネスマッチング支援、技術開発支援、金融支援、人
材育成支援、地場産業振興等の各種支援事業を推進しています。

経営支援・創業支援

豊中商工会議所
〒561-0884　大阪府豊中市岡町北 1-1-2
TEL 06-6845-8006　FAX 06-6857-0474
http://www.ooaana.or.jp/

ちょっと違う豊中商工会議所の経営支援！　創業・経営革新はも
ちろん技術や金融面でのアドバイスも行っています。結果がでる
までとことん支援させていただいております。お気軽にご相談下
さい。

経営支援・創業支援

私のしごと館
〒619-0282　関西文化学術研究都市（京都府　精華・西木津地区）
TEL 0774-98-4510　FAX 0774-98-6202
http://www.shigotokan.ehdo.go.jp

「私のしごと館」は、若年者に対して、職業人として必要な意識
及び心構えの形成、多種多様な職業の実体験、職業人による実演・
実技の見聞及び挑戦の機会を提供し、職業への動機付けの機会を
与えています。また、若年者が主体的に職業生活設計を行い、必
要な教育訓練及び実務経験を積むことができるよう、職業適性検
査及びキャリア・コンサルティングの実施並びに適職の探索等が
行える機会を提供しています。

人材育成・労働

株式会社 東京商工リサーチ
〒550-0011　大阪市西区阿波座 1-3-15  JEI 西本町ビル
TEL 06-6531-8000　FAX 06-6531-7294
http://www.tsr-net.co.jp/

東京商工リサーチは、1892年の創業以来、国内最大級の約190万社
の企業データベースを構築しております。経営の意思決定に役立
つ信用調査サービス・与信管理ツール・倒産情報を的確かつスピー
ディーにお届けしております。国内だけにとどまらず、世界最大
の調査会社Ｄ&Ｂとの業務提携により、世界各国の企業情報を提
供しております。皆様のビジネスサポートは東京商工リサーチに
お任せください。

経営支援・創業支援

税　 理　 士

日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部
〒530-0005　大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビル５Ｆ
TEL 06-6447-2307（情報提供）06-6447-2308（ライブラリー）　FAX 06-6447-2336
http://www.jetro.go.jp/indexj.html

ジェトロでは、「海外経済・貿易情報を入手したい」、「貿易・投資
実務について知りたい」、「海外進出を実現したい」といったご相
談に応じています。また、ビジネスライブラリーでは、世界各国
の企業録、海外事情・ビジネス実務書等の資料の他、各種データ
ベースもご利用いただけます。

国際ビジネス

独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿支部
〒540-6591　大阪市中央区大手前 1-7-31 ＯＭＭビル 11Ｆ
TEL 06-6910-2235　FAX 06-6910-2239
http://www.smrj.go.jp/kinki

中小機構は、経営課題を持つ方への無料相談、企業の人材育成
をお手伝いする中小企業大学校、オフィスや工場を賃貸するイ
ンキュベーション事業、経営者の「安心」を支援する共済制度
など、ハード・ソフト両面で中小企業の皆さまをサポートして
います。

経営支援・創業支援

ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ
〒540-0031　大阪市中央区北浜東 3-14 エル・おおさか３Ｆ
TEL 0800-123-4109（通話料無料）　FAX 0800-700-6949（通話料無料）
http://www.jobplazaosaka.jp/

中高年齢者や高齢者、障害のある方、母子家庭の母親などへの
就労支援を行うワンストップサービスセンターとして、大阪府が
「ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ」を設置し、キャリアカウンセリングや
各種セミナーのほか、求人開拓を含めた職業紹介から就職者の職
場定着支援まで、すべて無料で実施しています。

人材育成・労働

商工中金 大阪支店
〒550-0011　大阪市西区阿波座 1-7-13
TEL 06-6532-0309　FAX 06-6532-7372
http://www.shokochukin.go.jp/

商工中金は、「商工組合中央金庫法」という特別の法律に基づいて
昭和 11 年 11 月に政府と中小企業の組合が共同出資を行い、設立
した中小企業専門の政策金融機関です。
全国の支店網を通じて、中小企業の皆さまの事業資金を専門にご
融資するほか、預金、債券、証券、内国為替、外国為替などを取
り扱っています。

資金支援

大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
〒543-0002　大阪市天王寺区上汐 4-4-1
TEL 06-6776-9900　FAX 06-6776-9930
http://www6.ocn.ne.jp/~tc-yuhi/

大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校では、平成 20 年 4 月より、
45 歳以上の中高年齢者を対象に、“ 開業支援科 ” を新設します。
小売店舗における商品販売やマーケティング・財務・労務・法務
等に関する知識を中心に、事業プランの作成、ＰＯＰ製作やネット
販売など、将来の開業及び店舗責任者としての知識・技能の習得
を目指しております。

人材育成・労働 ブース 29

関西創業サポートセンター
〒541-0054　大阪市中央区南本町 1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル 9Ｆ
TEL 06-6125-4690　FAX 06-6267-4827
http://e-support.ehdo.go.jp/kansai/

創業相談を中心に、能力開発の面から創業希望者をサポートしま
す。厚生労働省の施策に基づく公的サービス機関です。どなたで
もご利用いただけます。
・創業相談…創業に関する全般的な相談に応じます。
・公開講座…“技術 ” をテーマにした講座
・創業セミナー…創業や経営に必要な能力を習得。（有料）
・情報提供…書籍、ビデオ、インターネット等で自由に情報収集。
　（平日 10 時～ 20 時。土・日・祝日を除く）

経営支援・創業支援

こくきん創業支援センター大阪
〒550-0005　大阪市西区西本町 1-13-47
TEL 06-6538-1407　FAX 06-6538-1927
http://www.kokukin.go.jp/sinkikaigyou/center/10_osaka/index.html

当公庫は、民間金融機関から融資を受けることが困難な小企業の
皆さまなどの支援を使命としている政策金融機関です。現在、
125万の小企業の皆さまへの小口の事業資金融資をはじめとして、
国民生活に密着した融資を行っており、身近な金融機関としてご
利用いただいています。

資金支援

独立行政法人雇用･能力開発機構 大阪センター
〒530-0001　大阪市北区梅田 1-12-39 新阪急ビル８Ｆ
TEL 06-6343-8211　FAX 06-6343-8222
http://www.ehdo.go.jp/osaka/

企業の業績向上に伴い、人材がこれまで以上に重要となっていま
す。独立行政法人雇用・能力開発機構では、人材の採用、社員教育、
建設労働者の雇用改善や、新分野への進出（創業を含む）を図る
企業を応援するため、相談、セミナー、情報提供、助成金の支給
等を行っています。
お気軽にご相談ください。

人材育成・労働

関西アメリカンセンター
〒530-8543　大阪市北区西天満 2-11-5
TEL 06-6315-5971　FAX 06-6315-5980
http://japan.usembassy.gov/j/ircj-main.html

アメリカ合衆国について質問がある時は是非ご相談ください。専
任スタッフが外交・安全保障・政治・経済・社会・環境問題など
に関する最新情報を提供します。（但しビザについての質問には
お答えできません。）

国際ビジネス

同時開催セミナー

第 5回ビジネスセミナー　3 月 8 日（土）13:00 ～ 16:30　会場：3階自習室

　第１部は事前申込をされた方のみです。

　第 1 部
　13:00－15:00　　　

「 決 算 書 入 門 」
　　　　　講師　中小企業診断士　 松中　吉喜　氏

　　ビジネスパーソンの必須知識、決算書入門講座。前回大好評につき追加開講決定！

　第 2 部 　
　15:30－16:30　

｢ＴＫＣ経営指標の見方･使い方｣　講師　　　　　　　　　 帖佐　和孝　氏

　　全国中小企業の｢決算書｣を基礎データとした日本で最大級の経営指標の見方、使い方をご紹介します。

　同時開催イベント１　新聞社のオンラインデータベース体験会  　会場：2階新聞室

　普段は 3 階デジタル情報室でご利用いただいている日経テレコン 21、聞蔵 2 ビジュアル等の新聞記事

データベースを、フェア期間中に限り、2階新聞室にて申込不要でご提供いたします。 

 
　同時開催イベント２　出展機関の発行物の展示紹介  　会場：3階大阪資料･古典籍室

　大阪のビジネス支援機関の発行物は地域資料・行政資料として大阪資料・古典籍室で収集・保存して

います。その中から、フェア出展機関の発行物を展示紹介します。

 
　同時開催イベント３　「CD-Eyes50」を使った会社情報の調べ方  　会場：3階文芸ホール

　2階ビジネス資料室1でご利用いただいている売上上位50万社の企業情報ファイル「CD-Eyes50」。フェ

ア期間中、東京商工リサーチ関西支社ブースにて、利用方法をご紹介いたします。
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大阪府立中之島図書館

ビジネス支援課
〒530-0005　大阪市北区中之島 1-2-10

TEL 06-6203-0474　FAX 06-6203-4913
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