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2014年 4月 16日 

 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時配布先：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ） 
 
 

大阪府・大阪市・大阪商工会議所・ジェトロ大阪 共同発表 

大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 

2013年度誘致実績及び 2014年度第 1号誘致案件について 

 
 

 

 

 

 

 
Ⅰ． 大阪外国企業誘致センター(O-BIC) について 
 

大阪外国企業誘致センター（Osaka Business & Investment Center、略称：O-BIC）は、

2001 年に大阪府、大阪市、大阪商工会議所が外資企業の大阪進出支援のために設置したワ

ンストップ・サービス・センター（事務局：大商国際部）。 

 
 

Ⅱ. 2013年度活動概要 ～30件の誘致に成功～ 
 

○ 2013 年度は、ジェトロ大阪本部や大阪国際経済振興センターと連携し、「オール大阪」

で外資誘致に取り組んだ結果、世界的に注目を集めるアベノミクスにより、日本市場の

魅力が改めて認識された影響もあり、過去 12年間の平均（26件）を上回る 30件の誘致

に成功した。 

 

○ 具体的な活動としては、ワンストップ・サービス・センターとして年間 97 件の各種照

会に対して、マーケット情報の提供や会社設立手続き相談などを行った。また、関西イ

ノベーション国際戦略総合特区における全国初の「地方税ゼロ」優遇税制を活かし、グ

リーンあるいはライフサイエンス分野の産業に重点をおきながら、官民協働で外国経済

団体や海外企業などへの大阪・関西プロモーションを積極的に実施した。関連産業の展

示会に参加し、出展企業にアプローチしたほか、欧米の先端技術を有する企業を大阪に

招聘、在阪企業との個別商談と視察をアレンジするなど、きめ細かいサービスを提供し

た。 

 

○ 海外においても、韓国、米国、中国、台湾などで、展示会出展やセミナー開催、企業訪

問などを通じて、大阪のＰＲ活動を行った。 

 

 

記者発表資料 

     【問合せ先】大阪外国企業誘致センター 

           （大阪商工会議所国際部内） 

             梁(ﾘｬﾝ)、藤田 

         電話：06－6944－6298   
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Ⅲ．2013年度誘致実績概要 ～アジアが 86％！日本市場の開拓に高い関心～ 

 

○ 誘致に成功した 30件の内訳は、中国、台湾、韓国などアジアからの案件が 26件と 8割

強を占めた。国・地域別のトップ 3は、中国 12件、台湾７件、韓国 4件の順。 

 

○ 内容を見ると、新エネルギーやＩＴといった成長産業をはじめ二次進出が顕著(9 件)。

国内の景気回復に伴い、すでに関東圏に進出している企業が西日本での業務拡大に向け、

大阪に進出する傾向が見られた。また、インバウンド関連の旅行・航空会社をはじめ、

日本市場の開拓を目的とするサービス業や製造業の進出が目立つ。 

 

○ O-BIC が設立された 2001 年度から 13 年間の誘致実績は計 342 件、累計の国別トップ 3

は中国 105件、韓国 56件と米国 39件の順。 
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Ⅳ．2014年度第 1号誘致案件について 

 

○上海拠点の民間フルサービスキャリアである上海吉祥航空は、すでに就航している“上海

―那覇”便に加え、“上海―関空”便が 4月 15日（火）から新規に就航する。 

 

○上海吉祥航空は、2006年 9月に運営を開始、現在は、中国国内線、国際線を含めて 60路

線を運航している。新機材使用による安全な運行実績と良質なサービスにより、「中国優

秀ブランド賞」、「顧客満足優秀賞」など受賞するなど、高い評価を得ている。 

 

○同社は現在ジェトロＩＢＳＣ大阪テナントオフィスに入居中で、大阪就航に際しては、ジ

ェトロ大阪、大阪政府上海事務所、大阪国際経済振興センターとＯ―ＢＩＣが連携しなが

ら、情報とテナントオフィスの提供、広報などの就航準備をサポートした。 

 

○同社は本日（4月 16日）17時から、リーガロイヤルホテルでリリース発表する予定。 

 

以 上 

 

（添付・参考資料）①2013年度 O-BIC主な誘致成功案件 

②2013年度 O-BIC誘致実績一覧表 

③2013年度 O-BIC誘致実績一覧表・マトリックス 



 

参考資料① 

2013 年度 O-BIC 主な誘致成功案件 

  

新エネ・ＩＴなど重点産業の二次進出先としての大阪 

 ➤➤➤東京に拠点を持つ外資系企業が、景気の回復を受け、新たな市場開拓と更

なる事業拡大のため、西日本の拠点として、大阪に進出。Ｏ―ＢＩＣは情

報提供、広報協力などサポートを行った。  
 

 ◆エクイニクス・ジャパン株式会社 大阪 IBX データセンター  

  本社：米国  

  事業内容：グローバルなインターコネクション及びデータセンターサービスの提供  

 ◆インリー・グリーンエナジージャパン株式会社西日本営業所  

  本社：中国  

  事業内容：太陽光発電設備の開発、製造販売  

 ◆トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社大阪オフィス  

  本社：中国  

  事業内容：太陽光発電設備の開発、製造販売  

 

 

VISIT OSAKA/KANSAI  インバウンド関連産業の大阪進出  
 

➤➤➤アジア富裕層の増加、円安傾向および査証の緩和を背景に、訪日外客数が

過去最高ペースで推移しているなか、大阪・関西の各インバウンド団体・

企業による弛まぬ努力の結果、大阪・関西の魅力と潜在力が見込まれ、旅

行会社や航空会社が相次ぎ大阪へ進出。Ｏ―ＢＩＣは設立に関する情報提

供と協力、広報などサポートした。 
 

 ◆春秋航空大阪支社＆日本春秋旅行株式会社大阪支店 

  本社：中国 

  事業内容：航空サービスと旅行代理店 

 ◆グローバルホリデージャパン株式会社 

  本社：台湾 

  事業内容：旅行代理店 

 

                 

 

 

中国四大商業銀行の１つ、

大阪支店を設立、在阪企業

へ金融サービスを提供  

                    

 

販売から製造・研究開発までの投資、

在阪企業とのコラボを目指す  

                    

 

◆中国建設銀行大阪支店 

本社：中国 

事業内容：銀行業                   

Ｏ―ＢＩＣサポート：  

情報提供、広報協力  

＊この結果、中国四大商業銀行のうち、  

 ３行が大阪に支店を設立。  

◆AirTAC 株式会社 

本社：台湾 

事業内容：空気圧制御機器の開発、製造販売                    

Ｏ―ＢＩＣサポート：  

情報提供、「大阪府企業立地促進補助金*」

交付決定（1,440 万円）  

*大阪府内に本社やアジア拠点等を設置する外資系企  

業等を対象に賃料等投資額の一部を補助する制度  



参考資料②

NO 企業名 国（地域） 事業内容

1
エクイニクス・ジャパン株式会社
大阪IBXデータセンター

米国 グローバルなインターコネクション及びデータセンターサービスの提供

2 AirTAC株式会社 台湾 空気圧制御機器の開発、製造販売

3 株式会社冨国コーポレーション日本支店 韓国 自動車部品の輸出業

4 携達翻訳株式会社 中国 翻訳・通訳サービス

5
ホーチミン市人民委員会及び
サイゴン商業公社駐日事務所

ベトナム 外国政府機関

6 サウスコ・ジャパン株式会社 米国 金具製造販売

7 ArticNet合同会社 イタリア ゲーム開発

8 株式会社LNS大阪 韓国 半導体CMP装置製造販売

9 AMJ株式会社 台湾 電子部品の輸入販売

10
インリー・グリーンエナジージャパン株式会社
西日本営業所

中国 太陽光発電設備の開発、製造販売

11 A社 中国 次世代蓄電池の開発・販売

12 株式会社長福インターナショナルアグリ 中国 農業資材の輸入

13 The Mint合同会社 米国 スケートボード販売店経営

14 グローバルホリデージャパン株式会社 台湾 旅行代理店

15
上海鐘輝電器成套設備有限公司
大阪支店

中国 電気設備の製造販売

16 カンタム・ソリューションズ株式会社 シンガポール 国際郵便サービス

17 株式会社MAT 台湾 特殊ダクトの製造販売

18 中国建設銀行 大阪支店 中国 銀行業

19 株式会社T.P.G.I 韓国 投資会社

20 一般社団法人P.T.K.タイ国際交流経済機構 タイ コンサルティング

21 青島青保投資控股有限公司駐日事務所 中国 情報収集、市場調査

22 B社 中国 不動産投資

23 株式会社BTL 韓国 日用品雑貨品等の貿易

24 株式会社reimei 台湾 翻訳及び通訳、貿易業

25 閑雲草堂合同会社 中国 骨董品の仕入れ

26
トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社
大阪オフィス

中国 太陽光発電設備の開発、製造販売

27 湘錤精品有限公司駐日事務所 台湾 台湾へ日本靴の輸出・販売

28 全新生医股分有限公司駐日事務所 台湾 絆創膏の製造・販売

29 春秋航空大阪支社 中国 航空サービス

30 日本春秋旅行株式会社大阪支店 中国 旅行代理店

2013年度O-BIC誘致実績一覧表



新規進出案件 30件 ※（ ）内は前年度実績

中国 1 5 (2) 1 (4) 4 (4) 1 12 (10)

韓国 1 (4) (1) 3 (5) (1) 4 (11)

シンガポール 1 (1) 1 (1)

インドネシア (1) 0 (1)

台湾 2 1 4 (1) 7 (1)

香港 (1) 0 (1)

タイ 1 1 (0)

ベトナム 1 1 (0)

小計 1 (0) 10 (7) 2 (6) 11 (11) 2 (1) 0 (0) 26 (25)

米国 (1) 1 (1) 2 3 (2)

小計 0 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (2)

イタリア 1 1 (0)

フランス (1) 0 (1)

ドイツ (1) 0 (1)

スイス (1) 0 (1)

チェコ (1) 0 (1)

小計 1 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (4)

豪州 (1) 0 (1)

小計 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1)

2 (1) 11 (11) 2 (6) 13 (13) 2 (1) 0 (0) 30 (32)合計

その他 合計

アジア

北米

欧州

ｵｾｱﾆｱ

参考資料③

2013年度O-BIC誘致実績一覧表・マトリックス
(2013年4月－2014年3月）

IT・バイオ・
研究開発 サービス 貿易

輸入・
製造/販売･
市場開拓

公的機関
等


