
大阪国
際交流
センター 

• ハードとソフトの両方を備えている 総合コン
ベンション施設 

• ＜取り扱い＞ 
• 国際会議・学術会議・展示会・イベント、セ

ミナーの企画運営、 
• 国際会議場・展示場・観光文化施設の管

理運営、 
• 調査・コンサルティング・ソリューション、 
• ITシステム＆Web（制作・開発・運用） 
• 通訳（同時・逐次/通訳者・機材関連手

配など）、 
• 翻訳・デザイン・編集（ホームページデザイン、

ポスター制作、印刷物など）、 
• 常設事務局、 
• スペシャリスト・スタッフ 

ブースデザイン 
ブランドを最大
限にアピールで
きるブースプラン
をご提案いたし
ます。 
・企画 
・デザイン、設計 
・各種レンタル
機材手配 
・設営/撤去/展
示品運搬管理 
等 
ブース運営 
展示会当日は、
ブースをすべて
ディレクションい
たします。 
・キャスティング 
（ナレーター、コ
ンパニオン、ス
タッフ等） 
・ステージ進行・
演出 
・制作（ノベル
ティ、パンフレット、
パネル等） 
・映像制作  
・語学サービス
（通訳・翻
訳） 等 
出展事務サ
ポート 
主催者事務局
への各種申請を
代行いたします。 
・出展申込 
・出展料/有料
サービス支払 
・各種申請 
・招待券発送 
等 
PR・各種集計
分析 
出展の効果を
最大限に活用
できるよう事前
PR、事後フォ
ローを行います。 
・WEBサイト作
成 
・アンケート集計 
・報告書作成 
・フォローアップ
メール配信
/Call 等 
 

～大阪国際交流センターは、ハードとソフトの両方を兼ね備えている総合コンベンション施設です～ 
国際会議・学術会議・展示会・イベント・セミナーの企画運営から、調査・コンサルティング・ソリューション、ITシステム＆Web（制作・開発・運用）、通訳
（同時・逐次/通訳者・機材関連手配など）、翻訳・デザイン・編集（ホームページデザイン、ポスター制作、印刷物など）、常設事務局、スペシャリスト・ス
タッフ手配まで 

企業ごと、あるいは産業界などの分野に対応した技術や商品に関するセミナー、ショー、展示会、見本市インセンティブミーティング・
周年行事・株主総会・記念式典・パーティ・ディーラーズミーティング・視察ツアー講演会（市民公開講座、招聘講演、特別講演、
基調講演 等）、文化振興（音楽、バレエ、演劇、演芸、古典芸能 等）、タレントのイベント出演などのブッキング&キャスティン
グなどなど。。。 

コンベンション誘致をお考えの皆様を、豊富な経験とノウハウによって強力にサポート
いたします。 国際会議・学会・シンポジウム・セミナー・展示会・式典・イベント等、大
小にかかわらず、あらゆるコンベンション誘致に的確に対応することが可能です。 計
画書・提案書の作成からアフターコンベンションのご提案に至るまで、皆様のご計画・
ご要望に沿ったコンベンション・コンサルティング・サービスをご提案させていただきます。 

誘致したコンベンションを成功裡に開催するためには、様々なノウハウが必要です。厳
密なスケジュール進行管理、あらゆる事態に即応可能な体制作り、来場者動員を
図るための効果的な広報・PR展開・プレス対応、会場のデザイン・施工、警備からア
トラクション、ケータリングに至るまで様々なノウハウが必要です。 コンベンション運営の
プロフェッショナルとして蓄積してきた経験と知識を背景に、最新情報を積極的に取り
入れた運営企画をご提案いたします。 

運営 受付・クローク・会場案内・警備など、コンベン
ション運営には多数のスタッフが必要であり、会場設
営・機材・看板・ポスターなど、事前に手配するアイテ
ムは膨大なものになります。 経験豊かなスタッフによる
運営事務局を編成し、事前準備から当日運営、事
後処理に至る一連の流れを万全の体制でサポートし
ます。 

運営 

近鉄大阪上本町駅から徒歩5分、地下鉄谷町線/千日前線谷町九丁目駅から徒歩10分 

大阪市天王寺区上本町8-2-6  TEL：06-6772-5931 

http://www.ih-osaka.jp 

大阪上本町駅から徒歩５分。 
文教地区・天王寺の好立地。 

学術集会/会議 
講演会・セミナー 
シンポジウム 

市民公開講座など 

試験・研究会 など 
展示会・作品発表会 など 

就職説明会・商談会 など 

～ハードとソフトの両方を兼ね備えた総合コンベンション施設～ 
大阪国際交流センターは株式会社コンベンションリンケージが運営・管理しています 

お客様のニーズに合わせて 
オーダーメイドサポート！ 

試験・研究会・ 
研修・就職説明会
新製品発表会など 

商談会・周年記念
行事・株主総会・ 
懇親会など 

展示会・演奏会 
演劇・舞踊 

コンサート・バレエ 
作品発表会など 

看板制作、会場造作、ケータリング、映
像・音響機材、同時通訳などの各種手
配から運営サポートまで 
「ワンストップサービス」を皆様へご提供
いたします。お気軽にご相談下さい。 

 
さまざまなご利用シーンに合わせて 

ご活用下さい！ 
 

  ●国際会議・学術会議・展示会・イベント・セミナーの企画運営 
  ●通訳（同時・逐次/通訳者・機材関連手配など） 
  ●翻訳・デザイン・編集（HPデザイン、ポスター制作、印刷物など） 
  ●常設事務局、スペシャリスト・スタッフ手配まで 
  ●調査・コンサルティング・ソリューション 
  ●ITシステム＆Web（制作・開発・運用） 
  ●懇親会、パーティ開催でのケータリング手配 

 

お気軽にご相談下さい！ 
 

 



大阪国際交流センター   担当：金子・岸・中岡  〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8-2-6 
TEL：06-6772-6389 FAX：06-6772-7600 http://www.ih-osaka.jp 
【運営事業者】 株式会社コンベンションリンケージ http://www.c-linkage.co.jp 

～採用活動応援プラン～ 

採用セミナー・会社説明会 
（参加者200～300名様規模） 

大ホール 

大会議室
さくら東/西 

中会議室
銀杏 

小ホール 
２F＆３F 
会議室 

※会場費5％割引適用 

プラン料金 
130万円 
会場費：80万円 

附帯設備費：50万円 
（上記金額は１日当たりの料金（税別）です。 
前日仕込みの料金は含まれておりません。） 

500名様規模での研究会・セミナーなどをご
検討中の皆様に、大変お得なパッケージプラン
をお勧めいたします。 
２階の会議室A~D（各室24～36名程
度）、小ホール（172～200名収容）、さく
ら東西（シアター形式で各200～220名、2
室１体利用で440名）、３階の会議室１
～４（各室18～24名程度）、中会議室・
銀杏（80～120名程度）のお部屋がすべ
てこのパッケージプランに含まれております。付
帯設備は研究会・セミナーに必要なもので 
 

会場 
面積 サイズ 天井高 ご利用人数 

㎡ (W×D) （ｍ） スクール シアター ブッフェ 

1F 

大ホール 2280 舞台16×12 プロセ高9.4 - 1006 - 

ギャラリー 165 16×8 2.7 - - - 

アトリウム 314 29×17 11.1 - - - 

2F 

小ホール 176 8.8×13 3.5 - 200 - 

さくら東西 500 34.6×13.5 6 342 440 400 

分割東（西） 245 16.9×13.5 6 144 200 150 

会議室A/B（C/D) 123 14.4×8.8 2.6 81 100 60 

分割A（D) 65 8.8×7.4 2.6 36 40 36 

分割B（C) 58 8.8×7 2.6 36 40 36 

3F 

会議室1/2（3/4） 110 8.6×11.5 2.8 72 80 72 

分割1（4） 52 8.6×5.5 2.8 24 40 24 

分割2（3） 58 8.6×6 2.8 24 40 24 

会議室5 50 7.4×6.8 2.8 24 40 24 

和室 84 11×7 2.6 - - - 

中会議室（銀杏） 188 24×10 2.6 120 160 100 

面積 サイズ 天井高

㎡ (W×D) （ｍ） スクール シアター ブッフェ

小ホール 176 8.8×13 3.5 - 200 -

さくら東西 500 34.6×13.5 6 342 440 400

分割東（西） 245 16.9×13.5 6 144 200 150

会議室A/B（C/D) 123 14.4×8.8 2.6 81 100 60

分割A（D) 65 8.8×7.4 2.6 36 40 36

分割B（C) 58 8.8×7 2.6 36 40 36

会議室1/2（3/4） 110 8.6×11.5 2.8 72 80 72

分割1（4） 52 8.6×5.5 2.8 24 40 24

分割2（3） 58 8.6×6 2.8 24 40 24

会議室5 50 7.4×6.8 2.8 24 40 24

会場
ご利用人数

2F

3F

さくら東西  

ワンストップサービスで皆様をサポートいたします！！   

使用会場：メイン会場（大会議室/さくら東・西）+ 控室（会議室C） 
付帯設備：音響装置（有線マイク込み）、プロジェクター3300ANSI lm 

スクリーン（4600×3500）（詳細はお問い合わせ下さい） 

ワンストップサービス 

※写真・レイアウト図はイメージです 

さくら前ロビー  

レイアウト例１：島型６名様掛け レイアウト例２：スクール３名様掛け 

料金例（平日9～17時のご利用）： 

さくら東西＋会議室C＋付帯設備  

￥389,700（税別） 

上記レイアウトはほんの一例です。 
ご希望に応じて、様々なプランをご用意いたします。 

お気軽にお問い合わせ下さいませ！ 

お問合せは 06-6772-6389 まで  

会議室（2F)  会議室（3F)  

面積 サイズ 天井高

㎡ (W×D) （ｍ） スクール シアター ブッフェ

さくら東西 500 34.6×13.5 6 342 440 400

会議室C 58 8.8×7 2.6 36 40 36

会場
ご利用人数

２F


