
 

 

令和 3年度 CEOネットワーク強化事業(CEO商談会(オンライン))の開催に係る 

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。 

2021年 5月 28日 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

 販路支援部長 宮本 幹 

 

 

記 

1． 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、日本の中小企業との業務提携を視野に入れている経営者

(CEO)等を日本に招聘し、商談会や交流会等を行う事業を実施している。 

本事業には事業を通じて、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し、中小企業の海外展開の円滑化と、その成長機会を拡大す

る意義がある。加えて、本事業を継続して実施することで過年度の支援成果の確認やフォローアッ

プを行うことで、中小機構の新たな顧客開拓に繋げていくことが可能となる。 

そこで今年度も本事業を継続実施し、対象分野を医療機器、新価値創造展（出展企業をメイン）、

先端産業、フードテクノロジーとし、中小企業と海外企業経営者等との商談機会を設ける。 

昨年度の商談会は、一部招聘による対面型での開催を目指したが、新型コロナウイルス 感染拡大

の影響により海外企業の招聘が叶わず、すべてオンライン型での開催となった。今年度はオンライ

ン型での商談会を実施することとするが、今後招聘可能な国・地域がある場合には可能な限り招聘

しての開催とする。 

日本の中小企業の技術や製品の導入に関心の高い海外企業経営者等に参加いただき、販路開拓や

海外企業との連携を希望する中小企業とのマッチングを図りたい。 

 

2． 実施内容 

4 つの商談会で、日本の中小企業の技術や製品の取扱いを希望している海外企業経営者等、日本

の中小企業との技術提携や OEMを視野に入れている海外企業経営者等及び業界団体や協力機関の幹

部を対象に、商談会やセミナー等を実施する。開催場所は東京（予定）とする。 

なお、対象国・地域については、今後のビジネスチャンスが見込めることから日本の中小企業の

関心の高い、以下の 9ヶ国・地域とする。 

 

【参加予定対象国・地域】 

タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、台湾、ドイツ、カナダ 

 

3． 契約期間、対象となる商談会について 

（1） 契約締結日から 2022年 3月 24日(木) 

（2） 対象となる商談会 

実施時期 商談会名称 開催方法 

2021年 11月 医療機器 CEO商談会 オンライン 

2021年 12月 CEO商談会 in新価値創造展 オンライン 

2022年 01月 先端産業 CEO商談会 オンライン 

2022年 03月 フードテクノロジーCEO商談会 オンライン 



 

 

なお、本事業の実施においては以下の取り組みを実施する。 

① マッチング精度向上のための取り組み 

海外企業と日本企業を効果的にマッチングするため、両者のニーズを把握し、合致する商談を

事前に設定する。 

海外企業に対しては、中小機構専門家(以下専門家)による商談目的のヒアリング、早期申込日

本企業(アーリーバード)の紹介、ビジネスマッチングサイト“J-GoodTech”や後援機関等の会

員企業（HPの英語ページ等）による商談希望先の選定を促進するほか、WEB会議システムを活

用した事前オリエンテーションを実施する。各商談には専門家が同席し、商談会時、商談後も

継続的にフォローする体制を整える。 

日本企業に対しても、専門家が商談会時、商談後の継続フォローを行い、海外企業との取引や

海外展開にかかるアドバイスなどの支援を行う。 

 

② 協力機関との連携に関する取り組み 

対象国・地域の協力機関との連携を密にし、参加企業は協力機関から推薦を受けた海外企業の

中から選定する。準備期間及び商談時のとりまとめを協力機関に依頼するとともに、必要に応

じて海外企業との連絡調整の窓口を依頼する。また、商談後のフォローについても協力機関と

情報を共有し、日本企業と海外企業のビジネスマッチングが成約できるよう、協働して事業を

実施する。 

 

③ 商談会参加の有料化に関するサービス検討の取り組み 

  商談会参加の有料化に伴い、中小企業からの商談会に対する期待や要望は高まることが考えら

れる。具体的には商談成約率の向上や海外有名大手企業との商談などが考えられることから、

海外企業の選定についてのピックアップやアレンジを行う。 

民間企業の収益確保についてのビジネスモデルを参考にしつつ、新サービスや現在の商談会に

ついての改善などの検討を契約期間を通して実施し、中小機構にノウハウを蓄積する。 

 

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 業務請負先は本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の請負期間中、週 1回程度の打ち合わせ、随時進捗状況等の報告、連絡

調整等を行うこと。 

③ 参加する海外企業及び日本企業と連絡調整を行い、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事務局業務（専用電話設営、専用メールアドレス開設、事前接続テスト、マッチング表作成、ア

ンケート集計等） 

②海外・日本企業との連絡窓口 

③商談会事務局会場手配（通信環境、遮音対応） 

④機材手配（PC、スピーカーマイク、モニター等） 

⑤通訳手配 

⑥広告・宣伝 

⑦新型コロナウイルス感染拡大防止（飛沫防止パネル、検温等） 

⑧プログラム実施後の業務（報告書作成、アンケート回収等） 

⑨参加者からの参加費用回収業務（有料化に伴い令和 3年度から追加業務） 

⑩その他付随する業務 



 

 

5． 請負期間及び納品物 

(1) 請負期間 

契約締結日から 2022年 3月 24日(木)まで 

(2) 納品物 

① プログラム実施報告書 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：電子媒体、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) 一式 

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． 選考対象先 

(1) 中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(以下、「要領」という。)第 2条及び第 3条の規定に

該当する者でないこと。※要領については当機構 HPを参照。 

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html 

(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。 

※ 中小機構令和 2・3・4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）

または（3303 調査研究）、（3317 その他）」いずれかの業種区分・分類に登録された者

であること。資格の等級は「A」又は「B」とする。 

※ なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者で「Ａ」「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付

けされた者は、その資格をもってこの競争に参加できるものとする。 

※ 新たに競争参加資格を得ようとする者は、2021年 6月 14日(月)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「令和 2・3・4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、当

機構 HPを参照。 

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/qualification/index.html 

(3) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営するプライバシーマーク制度の付与

適格事業者に認定され、「プライバシーマーク」の使用許諾を得ていること。又は、情報セキ

ュリティに関して、ISMS認証、ISO／IEC27001認証、JISQ27001認証、BS7799認証のいずれか、

それと同等の認証等を有している、若しくは、同等のセキュリティ管理体制を確立しているこ

と。 

(4) 当該業務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) 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。 

(6) 過去 3年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者ではないこと。 

(7) 2021年 6月 9日(水)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html
https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/qualification/index.html


 

 

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 2021年 5月 28日(金) 

(2)  請負業務説明会 2021年 6月 9日(水)  14：00～@9階 B会議室 

(3)  質問書提出期限 2021年 6月 14日(月) 12：00まで 

(4)  質問書回答 2021年 6月 16日(水) 18：00 

(5)  競争参加資格審査申請書の提出期限 2021年 6月 14日(月）17：00まで 

(6)  企画書・入札書提出期限 2021年 7月 2日(金） 12：00まで 

(7)  企画評価委員会 2021年 7月 5日(月） 10：00～@9階 B会議室 

(8)  価格評価（入札・開札） 2021年 7月 6日(火） 14：00～@2階 L会議室 

 

9． 請負業務説明会の日時・場所等 

(1) 開催日時：2021年 6月 9日(水)14:00～ 

(2) 開催場所：中小企業基盤整備機構 9階 B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、2021年 6月 8日(火)17:00までに必ず連絡する

こと。 

・ 応募者多数の場合は、参加人数の制限を行うことがあります。 

・ 説明会場内ではマスクの着用をお願いします。 

・ 受付に際して会場入室前に、非接触型体温計を用いて体温測定を行わせていただきます。 

測定の結果、37.5度以上の方については、入室をご遠慮いただきますのでご了承下さい。 

 

以上 

 

【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) 

販路支援部マッチング支援課(担当：八森、伊丹) 

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 


