平成 29 年度 CEO ネットワーク強化事業 ASEAN 医療機器商談会開催に係る業務請負
の公募について

標記の件について下記のとおり公告する。
平成 29 年 11 月 8 日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
販路支援部長 村井 振一
記
１．事業の目的
海外進出や輸出を行う中小企業にとって信頼できる海外現地パートナーの確保は重要な課題の一
つである。こうした課題解決を支援するため、中小機構では、平成 24 年度から日本の中小企業の技
術や製品の取扱いを希望している経営者、日本の中小企業と業務提携を視野に入れている経営者等
を日本に招聘し、日本企業との商談会や交流会等を行う事業を実施している。
本事業は商談会や交流会等を通じて、海外展開を模索する中小企業への海外展開計画の策定に役
立つ情報収集の機会を提供するほか、経営資源が限られ、単独での海外進出が難しい中小企業に対
して信頼できる現地パートナーを探す機会を提供することで、我が国の中小企業の海外展開を円滑
化することが目的であり、日本の中小企業の成長機会を拡大する意義がある。
なお今回は、海外から経営者を招聘する対象国を経済成長に伴って医療機器市場の長期安定的な
成長が見込まれる ASEAN 主要国（インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン（以下
ASEAN と称す）
）とし、商談会には、ASEAN の有力な医療機器関連の製造事業者や販売事業者を招聘
して日本の医療機器関連企業や医療機器産業への進出を狙う中小企業とマッチングを図る。ASEAN
においては、医療機器は欧米からの輸入に頼る現状もあり、将来的に輸入代替生産のニーズも見込
まれるため、技術力の高い日本企業との提携も期待され、日本企業にとっても販路開拓や安価な
ASEAN 製品の調達の商談が期待される。
２．実施内容
ASEAN の医療機器業界を対象とし、日本の中小企業の技術や製品の取扱いを希望している経営者、
日本の中小企業と業務提携を視野に入れている経営者等 35～45 名および各国の医療機器協会の幹
部を招聘等し、商談会、セミナー、ビジネス交流会等を実施し、相互の情報交換の機会提供、日本
の中小企業と ASEAN 企業の交流促進及びビジネスマッチングの場となるようプログラムを策定する。
３．招聘時期と招聘期間中の実施内容
招聘期間：平成 30 年 3 月 12 日の週
＜招聘期間中の実施内容（例）＞
日程

実施内容

宿泊場所

3/12（月）
（1 日目）

ASEAN 企業、東京着
東京都内
【午後】オリエンテーション、講義（日本企業の特徴およびジェグテック活用）

3/13（火）
（2 日目）

【終日】商談会
医療機器業界セミナー（インドネシア、マレーシア、タイ、
ベトナム、フィリピンの医療機器市場等について来日企業から）
【夕方】交流会

東京都内

3/14（水）
（3 日目）

【終日】商談会

東京都内

3/15（木）
（4 日目）

【終日】健康長寿産業展又は医療関連施設訪問（ふくしま医療機器センター/
旭化成メディカル）

東京都内

3/16（金）
（5 日目）

同上

3/17（土）
（6 日目）

帰国

東京都内

なお、当該事業は以下の特徴を有する。
① マッチング機能の強化
日本の中小企業と海外企業との経営者同士の交流促進、ビジネスマッチングの場と位置付け、
日本企業との商談の場を創出する。海外企業と日本企業の交流・ビジネスマッチングが効果的に
行われるよう、プログラムに参加する日本企業（商談会参加企業）に対し専門家による海外企業
との取引や海外展開に係るアドバイスなどの支援を行う。また、ヒアリング等により企業のニー
ズを聞きだし、ニーズと合致する企業との商談へとつなげる。なお、商談会には専門家を配置し、
商談会時、商談後も継続的にフォローする体制を整える。
② 対象国カウンターパートとの密な連携
対象国カウンターパートと密に連携し、日本企業と海外企業とのビジネスマッチングのため、
協働して事業を実施する。
③ その他
中小企業の海外販路開拓事業や F/S 支援事業の採択企業への支援などへの波及効果も狙うこと
とする。
４．業務内容
本件については、以下の業務を行うこととする。
（１）運営事務局の設置等
① 業務請負先は当該事業を運営する事務局を設置すること。
② 担当者は中小機構と随時打ち合わせ・進捗状況等の報告・連絡調整等を行うこと。
③ プログラムの対象となる海外企業、日本企業等と連絡調整を行い、その内容については中
小機構と共有すること。
④ 運営事務局は、以下（２）の全ての業務全般に係る調整・事務処理等を行うこと。
（２）プログラムの企画、各種手配、業務運営
① ASEAN 企業と日本企業のビジネスマッチングの準備、運営。なお、本プログラムは 2 回商談
会を開催する。
② 参加者募集パンフレットの作成
③ 参加者募集サイトの作成
④ ビジネスマッチングに係る海外企業との連絡調整（追加確認事項の連絡等）
⑤ ビジネスマッチングに係る日本企業との連絡調整（商談会のマッチング組合せに係る商談
スケジュール、セミナースケジュールの連絡等）
⑥ ビジネスセミナー、商談会、交流会の運営（受付、進行、誘導、通訳の配置等）
⑦ 当該事業のプログラム企画、作成、各種手配
⑧ 円滑な業務運営に必要な通訳者、翻訳者の確保
⑨ オリエンテーションに係る準備、運営等
⑩ 講義に係る準備、運営等
⑪ 各種資料の作成、翻訳、印刷等
⑫ プログラム実施期間中の海外企業、日本企業に対する交流サポート
⑬ プログラム実施報告書作成
⑭ プログラム実施後の両国参加企業へのフォローアップ、アンケートの取りまとめ。
※資料の翻訳は、英語とする。

５．請負期間及び納品物
（１）請負期間
契約締結日から平成 30 年 5 月 31 日（木）まで
（２）納品物
① 業務報告書 電子媒体及び紙媒体１部
② アンケート回収票、集計結果 一式 （回収票：紙媒体、集計結果：電子媒体）
③ 実施に係る制作物一式 （制作資料、画像等：電子媒体）
④ プログラム実施中に配付の印刷物 電子媒体
⑤ プログラム実施中の記録写真（CD-R 等の記録媒体） 一式
６．入札参加要件
（１）中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第 2 条及び第 3 条の規定に該当しないものであるこ
と。
※要領については下記中小企業基盤整備機構 Web サイトを参照。
http://www.smrj.go.jp/doc/org/1305-keiyakujimu.pdf
（２）中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程（規程 22 第 37 号）第 2 条に規定する反社会的
勢力に該当する者ではないこと。
（３）当該業務の遂行に必要な関連知識及び業務を的確に遂行するに足る能力、組織、人員等を有
していること。
（４）当該業務の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有してい
ること。
（５）中小企業基盤整備機構平成 29・30・31 年度競争参加資格審査において、
「役務の提供等 3301
（広告・宣伝）
」
、
「役務の提供等 3303（調査・研究）
」
、
「役務の提供等 3317（その他）
」のい
ずれかの業種区分・分類に登録された者で、
「A」または「B」の等級に格付けされた者である
こと。または同資格の「A」または「B」で格付け可能な者であること。
※新たに競争参加資格を得ようとする者は、平成 29 年 11 月 28 日（火）17：00（必着）まで
に必要な書類を添えて競争参加資格の申請を行うこと。
※申請方法、申請書類等は、当機構の「平成 29・30・31 年度競争参加資格審査提出要領（物
品製造等）
」に基づき作成すること。なお、提出要領、申請方法、申請書類等については、
以下当機構 Web サイトを参照。
http://www.smrj.go.jp/org/info/bid/qualification/index.html
（６）現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員等に所属する
法人に該当する者ではないこと
（７）平成 29 年 11 月 20 日（月）に実施する請負業務説明会に参加していること。

７．選考方法
一般競争入札総合評価落札方式により決定する。
８．請負先選考スケジュール
（１） 掲示板及びホームページによる公告
（２） 請負業務説明会
（３） 質問書提出期限
（４） 質問書回答
（５） 競争参加資格審査申請書の提出期限
（６） 企画書・入札書提出期限

平成 29 年 11 月 8 日（水）
平成 29 年 11 月 20 日（月）10：00 9J 会議室
平成 29 年 11 月 24 日（金）12：00
平成 29 年 11 月 27 日（月）18：00
平成 29 年 11 月 28 日（火）17：00
平成 29 年 12 月 6 日（水）12：00

（７） 企画評価委員会
（８） 価格評価（入札・開札）

平成 29 年 12 月 7 日（木）14:00 9F 会議室
平成 29 年 12 月 8 日（金）16:00 2L 会議室

９．請負業務説明会の日時・場所等
（１）開催日時：平成 29 年 11 月 20 日（月）10:00～
（２）開催場所：中小企業基盤整備機構 ９J 会議室
（３）参加人数の確認：説明会に参加希望の場合、下記の担当者まで E-Mail にて①社名、②担当者
氏名・所属名・役職名、③参加人数を記載し、平成 29 年 11 月 17 日（金）正午までに必ず連
絡すること。
【本件に関するお問い合わせ先】
独立行政法人 中小企業基盤整備機構（略称：中小機構）
販路支援部（担当：徳野、瀧口）
TEL: 03-5470-2375（直通）
E-Mail: ceo-network@smrj.go.jp
〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 5 階

