
大 阪 南 港 。デジタルメディア 産 業 の

起 業 をサ ポートするイン キュベーション センター 。



大 阪 のウォー ターフロント南 港 ＡＴＣ 6Ｆ。

ニュートラム「トレードセンター前」駅 直 結  3 分。

プレインキュベータオフィス 保証金不要 メインインキュベータオフィス
月額 ￥57,540～（共益費含む）※電気・空調料金別途

約13～22㎡のハイパーテーションブース11室

入居保証金不要

1～4名規模のスタートアップ企業に最適

●

●

●

約31～65㎡の完全個室8室

入居保証金は基本賃料の3ヶ月分

3名以上の企業に最適

●

●

●

お申し込み施設見学 審査会 入居決定

入居までの流れ

イメディオの最大の魅力は、何と言っても入居者同士の交流が活発である

ことです。日常的にリフレッシュルームなどで顔を合わせるので情報交換

も盛んです。弊社で開発している業務アプリケーションのインターフェイス

画面のデザインを、イメディオに入居のWeb制作会社に依頼することが多

いです。弊社はシステム開発が主な業務のため、デザイン面が弱いのが現

状です。とは言えデザインはヒューマンインターフェースに重要な要素で

す。専門とされている入居企業と情報交換を行うことが、今では製品開発

の上で欠かせない存在となっています。

また、日常相談にも応じてもらえるので困ったときにはすぐに相談に乗って

もらえる点も一般テナントにはない魅力だと思っています。

入居者同士の交流から
コラボレーションが生まれる

大化物流開発合同会社

代表取締役 入江 徹 氏

日常から費用面、設備面、サービス面で様々なサポートをしていただいてお

りますが、中でも中小企業向け支援施策を紹介してもらえることが助かっ

ています。こういった施策には様々な種類があり、探して内容を確認するだ

けでも大変なのですが、弊社に合致する制度をピックアップしてタイムリー

に紹介していただけるので助かります。

また、映像ソフト開発など事業内容が近い入居者もいるので、お互いにサ

ポートし合い、交流を深めることでビジネスに繋げることができるという点

がイメディオならではの魅力だと感じています。

行政の中小企業支援策を
タイムリーに活用

OLAイメージング株式会社

代表取締役 樋口 徹 氏

入居者が語るイメディオの魅力とは

入居申込書

経営者（代表者）の個人経歴書

直近の決算書（個人の場合は確定申告書）

商業登記簿謄本（個人の場合は住民票）

会社概要、パンフレット等

●

●

●

●

●

月額 ￥28,900～（共益費・電気・空調料金含む）

お申し込みから

最短２週間でご入居可能！

入居申し込みに必要な書類 映像・音楽、デジタルコンテンツ、アニメ、ゲーム関連、情報通信、ソフトウェア、

インターネット、スマートフォン関連、その他、デジタル技術特性を活かして新し

い商品やサービスを創り出していく創業期の個人及び中小企業

24時間365日使用可能です。※ATC電気設備点検時（年1回）を除く

入居対象業種

● プレインキュベータオフィス　創業後概ね5年以内の中小企業もしくは個人
● メインインキュベータオフィス　創業後概ね10年以内の中小企業もしくは個人
● または、新たに大阪市内拠点を求める中小企業

● プレインキュベータオフィス　1年契約（最大3年）
● メインインキュベータオフィス　1年契約（最大6年）

入居対象者

入居年限



起業家が集まるインキュベータオフィス

TEL.06-6615-1000
uketsuke@imedio.or.jp

施設見学随時受付中

01

サウンドスタジオ・貸出機器利用特典
入居者だけの利用特典として、サウンドスタジオ・機器・その他会議スペース

が特別料金で、ワークスタジオは無料で土日を含む24時間利用可能です。

02

日常面談・定期面談
インキュベーションマネージャーによる定期面談および日常相談を実施。

事業計画の進捗を確認し、課題を抽出し、対応策を共に考えます。

04

インキュベータ入居企業PR支援
イメディオのホームページやメルマガなどでインキュベータ入居企業の

情報を公開し、入居企業の広報を支援します。

05

産創館経営相談室のサポートを活用
大阪産業創造館（産創館）の経営相談室と連携し資金調達、財務、法律、

知財などの相談サポートをします。

06

インキュベータ入居企業交流会開催
入居企業間の交流により、情報交換やコラボレーションの機会が期待できます。

■ 応接室（1室）最大６名収容の完全個室

■ 商談スペース（６テーブル）

■ シャワールーム（24時間使用可能）

07

セミナー受講が無料！
（各種セミナー 年間予定開催数60回以上）

イメディオ主催のセミナーを無料で受講可能です。

03

低廉で快適なオフィス環境の提供

月額 ￥28,900～（共益費・電気・空調料金含む）

その他の
入居特典

まずはお気軽に
ご相談下さい！

以下の入居者向け施設がご利用いただけます



大阪市のＩＴ・映像・ゲーム・アニメ・Web・スマートフォン

アプリなどデジタルメディア産業の振興と育成を目的と

した共同利用型インキュベータ施設です。

ビジネスサポートとして企業の創業・育成支援し、イン

キュベータオフィスの提供をしています。また、制作環境

サポートとして制作スタジオの提供や映像・音響機器の

貸出を行っています。さらに、人材育成としてアプリ、

Web、SNS、映像制作などに関する各種技術セミナー

や創業に関するセミナーを開催しています。

ソフト産業プラザ イメディオとは

フロアマップ

ソフト産業プラザ イメディオ iMedio

1927.35 ㎡

平成 11年 3 月17 日

大阪市

公益財団法人大阪市都市型産業振興センター

大阪市より委託を受けソフト産業プラザを運営

イメディオの

３つの事業

● 制作スタジオの提供
● 映像・音響機器の貸出

● 制作スタジオの提供
● 映像・音響機器の貸出

● デジタルメディアに
　 関連した各種セミナー開催

● デジタルメディアに
　 関連した各種セミナー開催

● インキュベータオフィスの提供
● 相談対応・情報提供など事業支援
● 交流会・イベントの開催

● インキュベータオフィスの提供
● 相談対応・情報提供など事業支援
● 交流会・イベントの開催

人材育成

ビジネス
サポート

制作環境
サポート

施 設 名 称

面 積

施 設 開 設

施設 設 置者

施 設 運営者

プレインキュベータオフィス

メインインキュベータオフィス

共同利用施設

コワーキングスペース

講義室

事務所

リフレッシュルーム

シャワールーム

給湯室

制作スタジオ

プレゼンテーション

ルーム２

応接室

ビジネスカフェ

ライブラリー
プレゼンテーション

ルーム１

PCトレーニングルーム

海側

EV

EV No.6

セミナー受付



イメディオは、創業期のビジネスをサポートします。常駐するインキュベーション

マネージャーが入居する起業家に経営相談や情報提供などの支援を行うほか、

ビジネスの「成長」の最大化を図り、事業計画の策定やビジネスコーディネート

などの支援を行います。

イメディオは、

起業家が自立自走するための

環境・機会を提供。

ビジネスサポート

創業期のビジネスを強力にサポート

ご利用に関するお問い合わせ TEL.06-6615-1000

移動して仕事をされる方や、起業を目指す方に向けて無料のワーキングスペー

スを提供しています。ワークスペースを共有することで、ここに集まる方々が

ネットワークを作り出したり、共にアイデアを生み出すなど、相乗効果のあるコ

ミュニティ空間です。

設備 ： カラーコピー機（有料）

Wi-Fi 電源コンセント
使用可能

ご利用
無料

シアター形式で最大50名収容。 13台のPCを完備。研修などにご利用ください。 商談・ミーティングスペースとしてご利用いただけます。

13名収容可能。プロジェクター・ホワイトボード完備。17名収容可能。会議、セミナー開催などに利用できます。デジタルメディア関連の書籍や情報が充実。

ビジネスカフェビジネスカフェ

プレゼンテーションルーム 2プレゼンテーションルーム 2プレゼンテーションルーム 1プレゼンテーションルーム 1

ＰＣトレーニングルームＰＣトレーニングルーム講義室講義室

ライブラリーライブラリー



インターネットや最新デジタル技術・ツールに関するトレンドなど、受講

者の満足度の高いセミナーを開催しています。

デジタルメディア産業のキーマンをゲストに招いたトークセッションの

開催、また、専門家や経営者を招き起業の情報や事例を紹介する創業

経営支援セミナーも行っています。

第一線で活躍するプロが講師！

現場に直結する講座内容で、

あなたのスキルアップを応援。

イメディオセミナー６つの特徴 現場直結の講座内容

人材育成

ＩＴ・デジタルメディア関連のセミナーを開催

1日完結、短期集中型セミナーが中心！01
POINT

PC実習型のハンズオンセミナーは少人数制！02
POINT

オリジナルテキストで、分りやすい授業構成！03
POINT

独学では学べないビジネスでのノウハウも学べる！04
POINT

顧客満足度は85％以上でリピーター多数！05
POINT

Illustrator&Photoshop

■デザイン＆DTP系

カラーデザイン

Dreamweaver

WordPress

HTML5&CSS

スマホサイト制作

■WEB制作系

Facebook

Java Script

SEO

資金・財務編

起業者事例紹介編

人事労務編

営業力強化編

■創業経営支援セミナー

最新のセミナー情報・お申し込み、メルマガ登録 イメディオセミナー 検索

イメディオメルマガでも
最新セミナー情報を配信中！

お申し込みは簡単！

・インターネットから簡単お申込み

・セミナー当日、会場での受講料支払でOK

セミナー受講者募集中！
チェッ

ク！

開催２日前までキャンセル無料！06
POINT

■ITトレンドセミナー



充実した設備と機材が、

低価格で利用可能。

ブロードキャストコンテンツの

制作に最適。

制作環境サポート

映像音響の制作機材の提供

スタジオのご利用、機材レンタルに関するお問い合わせ TEL.06-6615-1014

ボーカル録音やナレーション録音に最適な遮音性の高いレコーディングブースと、

優れたサウンドモニター環境が整ったコントロールルームが、ワンランク上のサウン

ド制作環境を提供します。eラーニング教材の録音、企業PR動画の録音など誰でも

手軽にご利用いただけます。

ご希望により、専門の技術スタッフがサポートします。

サウンドスタジオ

映像・動画の制作や番組制作に最適な撮影機材のレンタルを行っています。

貸出機器

収録設備のない劇場、体育館や野外施設でも番組収録を可能にし

ます。カメラ、スイッチャー、オーディオ・ミキサー、VTRがひとつに

なったシステムです。現場には機材とともに、サポートスタッフが同

行し、機材の設置操作のアドバイスを行います。現場で短時間で設

営ができるようシステム設計されています。

キャリングシステム

サウンドスタジオ　利用料金１日最大 ￥20,000（１時間 \5,000）

移動型撮影収録システム

１日料金￥346,500
移動日￥173,250

HDキャリング基本システム
ハンディカメラ AK-HC930 Panasonic×2台

HD ENGカメラ
1日料金￥47,250

ＡＶＣ HDカメラ
1日料金￥7,000

DVカメラ
1日料金￥4,000

照明キット
1日料金￥2,100

音声収録キット
1日料金￥7,350

DLPプロジェクター
1日料金￥50,000

サウンドスタジオサウンドスタジオ

ボーカルダビングナレーション収録ナレーション収録



ソフト産業プラザ イメディオ iMedio
〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 6 階

TEL：06-6615-1000　FAX：06-6613-2232 

月～金  10：00 ～18：00（祝日、年末年始は除く）

http://www.imedio.or.jp
運営者：公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター

車をご利用の場合
本町本町

天保山天保山 南港北出口南港北出口

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

南港南出口南港南出口 関西国際空港関西国際空港

阪神高速湾岸線阪神高速湾岸線神戸方面から神戸方面から

阪神高速大阪港線阪神高速大阪港線

ATCATC

駅直結 徒歩３分

新大阪新大阪

本町本町

弁天町弁天町大阪港大阪港

中ふ頭中ふ頭
ニュートラムニュートラム

四つ橋線四つ橋線 御堂筋線御堂筋線

中央線中央線

JR大阪環状線JR大阪環状線

住之江公園住之江公園

コスモスクエアコスモスクエア なんばなんば

大国町大国町

天王寺天王寺

大阪（梅田）大阪（梅田）

ATC トレードセンター前

電車をご利用の場合

西梅田西梅田

森ノ宮森ノ宮

梅田・なんば方面から

地下鉄中央線「本町」から、コスモスクエア経由で約18分。

地下鉄四つ橋線「住之江公園」から約16分。

ニュートラム「トレードセンター前」下車直結。

2013.08-4000-IMD

※本内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

●

阪神高速湾岸線・天保山方面から

「南港北」出入口を降りATC方面へ。

堺方面から

「南港南」出入口を降りATC方面へ。

●

●

バスをご利用の場合

関西国際空港から

南港方面行きリムジンバスで直行45分。

ハイアット リージェンシー 大阪下車 ATCへ徒歩2分。

堺東駅・堺駅から

南海バスでＡＴＣまで約30分。

●

●

JR大阪駅・天王寺方面から

JR大阪環状線「弁天町」から地下鉄中央線に乗り換えコスモスクエア経由で約15分。

ニュートラム「トレードセンター前」下車直結。

●
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