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主催：一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 

協力：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会 

中小・スタートアップ出展企画推進委員会 

 

 

 

 

 

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックでＲＥＢＯＲＮ】 

参加企業募集要項 

大阪ヘルスケアパビリオン 

Nest for Reborn 

リボーンチャレンジ認定事業 

募集締切：令和 5（2023）年２月 28日（火）17時（必着） 
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Ⅰ.開催概要 

１.【バイオプラスチックで REBORN】 

１－１．事業の目的 

2025 年大阪・関西万博において、大阪府、大阪市がオール大阪で出展する大阪ヘルスケアパビリオンでは、

「REBORN（人は生まれ変われる、新たな一歩を踏み出す）」をテーマに掲げ、大阪の強みを生かしてわくわくし

ながら明るい未来を感じられるパビリオンをめざしています。 

この度、パビリオン内に設けられる「展示・出展ゾーン」の具体化を図るため、万博への参加をめざすベンチャ

ー企業、中小企業、スタートアップ等（以下「中小企業・スタートアップ」という。）の支援事業企画（以下「リボー

ンチャレンジ」という。）として、当協会では【バイオプラスチックでREBORN】を実施し、中小企業・スタートアップ

の万博参加に向け取り組みます。 

プラスチック製品については、社会の様々な分野で利用され、豊かで便利な暮らしに貢献している一方で、 

2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロに削減する「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」 

や、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた世界的な動きなど、社会的な課題が顕在化しています。 

そのような中で、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】では、海洋プラスチックごみ問題の 

解決や脱炭素に寄与するバイオプラスチック※１を活用して、万博への参加に向けて、独創的で競争力のある新

製品やサービスの開発等に取り組む中小企業・スタートアップを支援し、その技術力を広くアピールするとともに、

プラスチック素材の魅力や未来を表現し、新しい価値を必要とする社会に対して、これからも貢献していくことを

発信します。 

※１…バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの総称。バイオマスプラスチックは「原料として植物などの再生可 

能な有機資源を使用するプラスチック」を、生分解性プラスチックは「プラスチックとしての機能や物性に加えて、 

ある一定の条件の下で自然界に豊富に存在する微生物などの働きによって分解し、最終的には二酸化炭素と水 

にまで変化する性質を持つプラスチック」を、それぞれ指します。 

 

１－２．支援内容について 

当協会は、以下の役割分担の下で、バイオプラスチックを活用して、新製品やサービスの開発等に取り組む 

参加企業に対する伴走支援や出展企業の選定などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会では、バイオプラスチックに関心を有する府内等のプラスチック製品製造企業や原材料メーカー・商

社、小売や化粧品・飲食料品などのプラスチック利活用企業、大学等研究機関、行政等支援機関などで構成す

る「大阪バイオプラスチックビジネス推進ネットワーク（略称：OBPN）」を創設し、バイオプラスチックに関するビ

ジネスや研究・技術の支援、行政施策に関する情報交換や相互の交流促進に取り組みます。この仕組み等を活

出
展 中小企業・スタートアップ 

◎リボーンチャレンジ実施主体の支援のもと、 
万博出展に向けて新製品・サービスの開発等を実施 

募集・支援 

リボーンチャレンジ実施主体 
（当協会） 

企
業
支
援 

中小・スタートアップ 
出展企画推進委員会 
（企画・運営） 

2025年日本国際博覧会 
大阪パビリオン推進委員会 

（主催） 

主
催
・企
画
＆
運
営 

◎リボーンチャレンジへの参加企業の募集 
◎参加企業に対する伴走支援の実施 
◎出展企業の選定 
◎展示の実現に関する各種調整 
◎万博会期中の展示 

◎「展示・出展ゾーン」・リボーンチャレンジの PR広報 
 （ホームページの運営、冊子作成  等） 
◎募集要項作成サポート 
◎リボーンチャレンジの進捗管理（サポート） 

◎「展示・出展ゾーン」全体調整 
◎展示・出展ゾーン」全体にかかる PR広報 

連携・協力 

☜本募集が該当 

＜中小・スタートアップ出展企画委員会事務局作成資料より引用＞ 
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用して、参加・出展企業の伴走支援にも取り組んでまいります。 

 

２．主催 

主催：一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 

協力：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会※２ 

中小・スタートアップ出展企画推進委員会※３ 

※２…大阪ヘルスケアパビリオン及び関連事業の企画・推進を目的に設立（会長：大阪府知事） 

※３…大阪ヘルスケアパビリオンの「展示・出展ゾーン」の企画・運営を目的に公益財団法人大阪産業局と大阪商工 

会議所が共同設置（会長：大阪産業局理事長/大阪商工会議所副会頭） 

 

３．スケジュール 

(1) 参加企業の募集・審査・選定、および出展企業の審査・選定に関し想定するスケジュール 

令和 5年 1月 16日（月）    募集開始 

令和 5年 1月 24日（火）    募集説明会（オンライン） 

令和 5年 2月 13日（月）    応募書類受付開始 

令和 5年 2月 28日（火）    応募書類受付締切 

令和 5年 3月 7日頃        審査会（参加企業の応募書類審査） 

令和 5年 3月 20日頃       リボーンチャレンジ参加企業の選定・結果通知 

令和 5年度中（予定）        審査会（参加企業から出展企業を選定する審査） 

令和 5年度中（予定）        大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展企業の選定・公表 

 

(2) 大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展までの今後のスケジュール 
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Ⅱ．募集内容等 

１．募集対象者 

リボーンチャレンジ参加企業の応募においては、以下の(1)～(7)をすべて満たす企業・団体です。 

(1) 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業・スタートアップ 

業種 資本金 常時使用する従業員数 

製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 ３億円以下 300人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

小売業（飲食業を含む。） 5,000万円以下 50人以下 

※ただし、設立されてからの年数は問いません。 

(2) 当事業で募集する対象企業の要件 

①大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」への出展をめざして、バイオプラスチックを活用して、独創 

的で競争力のある新製品や技術の開発等に取り組もうとする、以下の〈A〉〈B〉のいずれかの企業である 

こと。なお〈B〉の企業は、共同で組立物※４の作成に取り組むものとする。 

    〈A〉バイオプラスチックを活用して、独創的で競争力のある新製品の開発等に取り組む企業 

    〈B〉バイオプラスチックを活用して、独創的で競争力のある技術の開発等に取り組む企業 

※４…様々な材料・形状のバイオプラスチック製部品で構成される組立物（1辺 1～2メートル程度を想定）の製作を検討中 

②①の新製品や技術の開発等に要する経費は、自己資金や補助金等の外部資金を含めて、全て応募企業に 

おいて確保すること。 

    ③当協会の正会員と定める範囲（福井県以西）に事業所を有する企業 

(３) 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。 

(４) 消費税及び地方消費税を完納していること。 

(５) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置 

要件に該当する者でないこと※５。 

(６) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱 

別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと※５。 

(７) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項 

に規定する性風俗関連特殊営業を府内において営んでいない者。 

※５…参考：大阪府ホームページ（https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-youkou.html） 

※上記(1)で構成する複数の企業がグループで参加することも可能です。 

※応募者が上記条件を満たさないことが事後的に発覚した場合、遡及的に参加資格はなかったものとして扱 

います。 

 

２．参加料 

(１) 参加料 

約 30万円（1社あたり、税込）。  

ただし、当協会の会員企業は参加料不要。 

(２) 参加料の納付時期 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】に関して発生する参加料の納付については、事業 

実施の過程において、随時、参加企業のご担当者あてにお知らせします。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-youkou.html
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  (3) 参加料の返却 

      リボーンチャレンジ参加企業と認定を受け、支払った参加料は、いかなる理由があったとしても原則返金し 

ません。 

 

３．募集方法 

(１) 募集期間 

令和５（2023）年１月 16日（月）から同年２月 28日（火）17時まで 

(２) 提出方法・書類 

①以下のいずれかの方法で応募書類を入手してください。 

・当協会ホームページ上、 

「2025年大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「バイオプラスチックでREBORN」応募について」 

（https://www.nishipla.or.jp/index.php?action=topics_detail&id=604&page=0）中の 

 募集要項 

（https://ct.nishipla.or.jp/site/pdf/814.t_bunsho/20230111-bunsho-814.pdf）より、 

応募書類（pdf形式）をダウンロード 

・電子メールで kyokai@nishipla.or.jp に連絡し、応募書類（word形式）を受領 

②応募書類の受付期間 

令和 5年 2月 13日（月）から 2月 28日（火）17時までの間に、当協会あてに、応募書類を添えてお 

申し込みください。 

（申込先） 

〒550-0013 大阪市西区新町 1-3-12 四ツ橋セントラルビル  

    （一社）西日本プラスチック製品工業協会 バイオプラスチックで REBORN参加申込係  

    電話 06-6538-6100 

（応募書類）以下 2点の書類をご提出いただきます。 

・応募申請書【様式１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部（必須） 

・応募条件に関する誓約書【共通様式（A4判）】・・・・1部（必須） 

(３) 費用の負担 

応募に要する経費は、全て応募者の負担とします。 

(４) 応募書類の返却 

応募書類は理由の如何を問わず、返却しません。 

 

４．リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】の募集説明会（オンライン）について 

以下の日程にて募集説明会を開催します。 

(１) 日時：令和５（2023）年１月 24日（火）14時から 15時まで 

(2) 開催方法：オンライン開催 

(３) 定員：100名 

(４) 参加費：無料 
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(５) 申し込み：https://forms.gle/GMoD9jDXUQRDCdjG9 もしくは以下の二次元バーコードからお申し

込みください。 

※オンライン参加者へは、1月23日(月)頃に説明会参加のためのURLを送付します。 

※応募にあたって説明会出席は必須ではありません。また、審査にあたって説明会出席 

の有無が考慮されることはありません。 

(６) 申込期限：令和５（2023）年１月 22日（日）17時まで 

 

５．審査方法 

(1) 審査方法 

①応募書類に基づき、外部の審査委員等で構成する審査会による書類審査を行い、当協会がリボーンチャ 

レンジ【バイオプラスチックで REBORN】への参加企業を選定します。 

②応募書類について、当協会事務局より個別に内容の確認を行う場合があります。また、審査過程において、

審査委員から意見聴取をお願いすることがあります。そのため、応募者は事前に以下の日程確保をお願い

します。 

【意見聴取日時】令和５年３月 7日（火）（予定）   

※審査委員の都合上、日程が変更になる場合があります。 

【意見聴取場所】四ツ橋セントラルビル（予定）（大阪市西区新町１丁目 3番１２号） 

(２) 審査の視点 

審査委員は、以下の視点から審査を行います。 

①申請内容が、目的や応募条件に沿ったものとなっているか。 

②取組みの内容や実施体制、スケジュールが適切に設定されているか。 

(3) 選定結果 

選定結果は、令和５年３月 20日（月）（予定）に、応募申請書に記載の「担当者連絡先」あてに電子メール 

で通知します。 

 

６．留意事項 

(1) 応募書類の受付期間を経過しての応募は、無効となります。 

(2) 審査状況・選定結果等に関する個別のお問い合わせには、一切お答えできません。 

(３) 次のいずれかに該当した場合は、審査の対象となりません。 

①応募書類の記載内容に空欄などの不備がある場合。 

②応募書類に虚偽の記載を行うこと。 

③その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

Ⅲ．大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」出展企業の選定について 

１．出展企業の選定について 

(１) 出展企業選定の考え方 

リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】は、大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」 

への出展をめざす中小企業・スタートアップを支援するリボーンチャレンジ認定事業です。当要項Ⅰ－1．に 

掲げる目的を達成するにふさわしい製品、技術などを持つ「展示・出展ゾーン」出展企業を、リボーンチャレ 

ンジ【バイオプラスチックで REBORN】参加企業から選定します。 
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ただし、出展企業は原則、大阪府内に活動拠点を有する企業とします。  

また原則、他のリボーンチャレンジと重複して、１社の中小企業・スタートアップが複数回「展示・出展ゾー 

ン」に出展することはできません。 

(2) 出展企業の審査・選定方法 

出展企業の審査方法や審査の視点、選定方法、審査結果の通知については、改めてお知らせします。 

出展が決定した「展示・出展ゾーン」出展企業は、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】 

ホームページで公表されるほか、2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会が運営するホーム 

ページ（https://osaka2025.site/）等でも広く公表されます。 

※出展企業選定の際には、「暴力団排除に関する誓約書」及び「納税証明書（都道府県税事務所が発行す

るもの、税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書）」を出展企業から提出いただくことを予

定しています。 

 

２．「展示・出展ゾーン」出展に向けた留意事項 

(1) 出展企業は、当協会が選定を行い、2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会及び中小・スタ

ートアップ出展企画推進委員会が決定し、その後、2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会の

所定の手続きを経て、出展企業が確定する予定です。  

(2) 「展示・出展ゾーン」に出展する企業には、「バイオプラスチックでＲＥＢＯＲＮ」参加料とは別に出展料として

30万円を上限に一定の費用をご負担いただきます。 

(3) 出展企業は、上（２）記載の出展料と別に自社の「展示物（現物）」「展示物の加飾費」「展示物に係る搬

入搬出経費」その他自社の展示、出展に関する費用を自らご負担いただきます。 

 

3．出展企業の選定から出展までのスケジュール（イメージ、予定） 

 

 

Ⅳ．その他 

(1) 「展示・出展ゾーン」出展企業は、2025 年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会が運営するホーム

ページをはじめとした「展示・出展ゾーン」に関する広報物等の作成に協力いただきます。 

(2) 当要項に記載する、リボーンチャレンジ参加企業及び出展企業に負担いただく費用については、当協会が
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取りまとめのうえ、リボーンチャレンジへの参加及び出展に向けての企画・調整等の経費に活用いたします。 

(3) 当事業参加者の各種情報は、当事業協力団体や当事業の実施にあたり協力を受ける他の支援機関等と

共有させていただきます。 

 

Ⅴ．問い合わせ先 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 事務局   担当：平田 園子 

・電話：06-6538-6100   ・E-mail：kyokai＠nishipla.or.jp  
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受付番号  

 

令和  年   月   日 

 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 会長 様 

 

大阪ヘルスケアパビリオン「展示・出展ゾーン」のリボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】 

参加企業募集にかかる応募申請書 

 

標記について、以下のとおり、関係書類を添えて申請します。 

 

１．応募企業の概要 

（複数企業のグループで応募する場合は主たる構成企業を記載し、他の構成企業は別紙１に記載して下さい） 

企業名称  

代表者役職・氏名  

所在地 

（本社所在地） 

〒   -     

 

（大阪府内の活動拠点）※本社所在地と同じ場合は記載不要です。 

〒   -     

 

＜ご担当者連絡先＞ 

氏名（ふりがな） 
 

 

所属（部署名）  

役職  

所在地  

電話番号（代表・直通）  

FAX番号  

メールアドレス  

企業ホームページ URL  

業種（大分類、中分類）※ 大分類  中分類  

資本金  

従業員数  

    ※日本標準産業分類による分類をご記入ください。（例）大分類：製造業 ／ 中分類：プラスチック製品製造業 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

 

様式１ 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
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＜別紙１＞ 

応募企業の概要（グループで応募する場合の他の構成企業） 

 

No. 企業名称 概要 

１  【代表者役職・氏名】 

【所在地】 

【担当者所属・役職・氏名】 

【電話番号】 

【メールアドレス】 

【ホームページ URL】 

【業種】 

【資本金】 

【従業員数】 

   

   ※必要に応じて、欄を増やしてご記入ください。 
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２．実施する取り組みの内容（A4用紙 2枚以内で記載してください） 

項目 内容 

①実施する取組みの

名称 

■実施内容を簡潔にご記入ください。 

 

 

②該当する対象企業

の要件 

■実施内容が募集要項 4 ページ 「Ⅱ.募集内容等 １.募集対象者 （2）当事業で募
集する対象企業の要件①」の〈A〉・〈B〉のいずれに該当するか、丸で囲んでください。 
 

               ＜A＞新製品      ＜B＞技術 

 

③実施する取組みの 

内容、概算事業費 

■②で〈A〉を選択した場合、万博出展に向けて行う新製品の開発等の取組みと、概
算の事業費について簡潔にご記入下さい。 
 
 
 
■②で〈B〉を選択した場合、万博出展に向けて行う技術の開発等の取組みと、取り組
みを含めて実施可能な成形方法、成形可能な成形品の大きさ・形状等と、概算の事業
費について簡潔にご記入下さい。 
 
 

 

④実施する取組みの 

狙い 

■なぜ③に取組まれるのか、その狙いについて、貴社のビジネス（現在、今後）との関
係性を含めて、簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

⑤取組みを進める上 

での課題 

■③の取組みを進める上での課題について、簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

⑥取組みを進める上 

での資金確保、実 

施体制 

■③の取組みを進める上で、必要な資金確保の手立てと、実施体制として、自社に加
えて、製品や技術の導入予定企業や、共同で開発に取組む企業・研究機関などとの
役割分担を簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

⑦スケジュール 

■③の取組みについて、2024 年度までの「準備期間」、2025 年度の「万博開催
時」、「万博開催後」における展開イメージを簡潔にご記入ください。 

 

 

 

 

 

  



 

 12 / 12 

 

応募条件に関する誓約書 

 

当社（私）は、リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】参加企業募集要項に係る 

応募に際し、下記事項について誓約します。（下記の□にチェックしてください。） 

 

 

記 

 

 

□ 「リボーンチャレンジ【バイオプラスチックで REBORN】参加企業募集要項」に規定する 

参加応募条件をすべて満たしています。 

 

 

□ 参加応募条件を満たしていないことが判明し失格となっても、異議を申し立てません。 

 

 

一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会 様 

 

令和  年  月  日 

 

・所 在 地 

 

・商号又は名称 

 

・代表者役職・氏名（記名） 

 

 

（複数企業のグループで参加する場合は、主たる構成員が提出すること。） 


