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大阪府・大阪市・大阪商工会議所 共同発表 

大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 

2014 年度誘致実績について 

 
 

 

 

 

 

 
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国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. 2014年度活動概要 ～過去最高の 38件を誘致～ 
 

○ 2014 年度は、大阪国際経済振興センターやジェトロ大阪本部と連携し、官民協働で外資

誘致に取り組んだ。政府による対日投資促進の強化に加え、円安も追い風となり、O-BIC

設立以来、最高である 38件の誘致に成功した。 

 

○ 活動内容としては、年間 113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、新エネルギーとライフサイエンス分野の産業に重

点をおきながら、国内外において、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。 

 

○ また、新エネルギーやライフサイエンスといった有望産業分野の展示会の場を活用して、

出展企業にアプローチし、有力企業を発掘したほか、在阪企業との個別商談や視察をア

レンジするなど、きめ細かいサービスを提供した。 

 
 

Ⅲ．2014 年度誘致実績概要  

～アジアが引き続き全体の８割を占め、英国が初のトップ３入り～ 
 

○ 誘致に成功した 38件の内訳をみると、中国、韓国などアジアからの案件が 31件と前年
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度同様 8割強を占めた。国・地域別のトップ 3は、中国（香港含む）17件、韓国 10件、

英国 4件の順。欧州が初めてトップ 3入り。 

 

○ 英国については、昨年 5月に O-BICが訪英し個別企業等と面談、また、10月には大阪商

工会議所の「欧州経済使節団」に同行し、現地企業や経済団体等へのプロモーションを

行った結果、同国企業の大阪事務所開設に繋がった。 

 

○ 産業別では、日本市場の開拓を目的とするサービス業の進出が引き続き顕著なほか、技

術的、品質的に優れた日本の商品を本国等に輸出する目的で進出する中国などのアジア

企業が目立つ。 

 

○ O-BIC が設立された 2001 年度から 14 年間の誘致実績累計は 380 件、累計の国別トップ

3は中国（香港含む）（131件）、韓国（66件）と米国（40件）。 
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2014年度 O-BIC主な誘致成功案件 

 

■アジア有力／上場企業の日本初拠点が大阪へ 
➤➤➤大阪の取引先企業向け営業強化・日本市場開拓を目的に、日本初の拠点として進出。 
  

 ◆日本盾安国際株式会社  
  親会社：中国 500強企業の一つ「盾安グループ」の中核企業である「盾安人工環境有限股份公司」

（上場企業） 
  事業内容：空調冷凍機能部品の開発、製造販売 
 
  ◆中山大洋電機股份有限公司大阪事務所 

本社：中国広東省 100強民営企業の一つ「中山大洋電機股份有限公司」 

（上場企業） 

事業内容：特殊モーター、電気自動車用駆動システムの開発、生産販売  

 
  ◆アンフック・ジャパン株式会社 

親会社：「An Phuoc Co., Ltd.」独自ブランドを持つ 

ベトナム有数のアパレルメーカー。海外ブランドの OEM生産でも有力 

事業内容： 衣料品の OEM生産 

 
 
■日英の先端企業が梅田エリアに集積中  
 
  ➤➤➤高度なハードとソフトの技術を持つ英国企業が大阪企業（KAHMジャパン）をパートナー

として、「知的創造拠点」グランフロント大阪に拠点設立。 
 

  

   

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■英語教育分野に外資企業が積極参入 
 
  ➤➤➤外国人観光客の増加やオリンピック・パラリンピック開催など、高まる英語教育のニーズ

に対応するため、豊富な実績を持つ外資企業が参入。 
 ◆株式会社 YBM Japan 

親会社：韓国 

事業内容：英語体験学習施設の運営 
◎「大阪府企業立地促進補助金（外資系企業等進出促進補助金）*」
交付決定（2,000 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一定の面積や雇用要件を充たした場

合、賃料等投資額の一部を補助する制度 

◆株式会社 Night Zookeeper 

親会社：英国と日本企業の 

合弁会社 

事業内容：子供向け英語学習プログラム 

  及び知育ゲーム、アプリの開発、運営 

◆Nomad Digital 日本オフィス 

本社：2002 年設立。「高速成長の英国企業 100

選」の 52位にランクイン 

事業内容：鉄道、バス等の交通セクターに高速

無線通信ソリューションを提供し、乗客の

利便性を向上 

◆アイシスイノベーション日本事務所 

本社：英国オックスフォード大学付属の産官学

連携機関 

事業内容：知的財産・技術移転、研究受託 

参考資料① 



新規進出案件 ３８件 ※（　）内は前年度実績

中国 (1) 4 (5) 5 (1) 5 (4) (1) 14 (12)

香港 1 1 1 3 (0)

韓国 4 (1) 2 4 (3) 10 (4)

シンガポール 1 (1) 1 (1)

台湾 (2) 1 (1) (4) 1 (7)

タイ (1) 0 (1)

ベトナム 1 1 (1) 2 (1)

小計 1 (1) 11 (10) 8 (2) 11 (11) 0 (2) 0 (0) 31 (26)

米国 1 (1) (2) 1 (3)

カナダ 1 1 (0)

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

英国 1 2 1 4 (0)

スウェーデン 1 1 (0)

イタリア (1) 0 (1)

小計 1 (1) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 5 (1)

2 (2) 14 (11) 8 (2) 13 (13) 0 (2) 1 (0) 38 (30)

アジア

北米

欧州

合計

参考資料③

2014年度O-BIC誘致実績マトリックス
(2014年4月－2015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 その他 合計



参考資料②

NO 企業名 国
（地域） 事業内容

1 スカニアジャパン株式会社 大阪中央ディーラー スウェーデン トラック、バス等の大型車両の製造販売

2 株式会社心越 ベトナム 翻訳・通訳、ベトナム－日本ビジネスのコンサルティング

3 Nomad Digital 日本オフィス 英国 鉄道、バス等の交通セクターに高速無線通信ソリューション提供

4 株式会社ヒルマンレストランジャパン シンガポール 飲食店（シンガポール料理）

5 株式会社センターオフィス 中国 レンタルオフィスの運営、貿易

6 日本盾安国際株式会社 中国 電機部品の製造

7 株式会社　YBM Japan 韓国 英語教育

8 立森グループ株式会社 香港 建築金物の輸入販売

9 品澤株式会社 中国 食品、日用雑貨等の貿易

10 アンフック・ジャパン株式会社 ベトナム 衣料品のＯＥＭ生産

11 iMusicTech株式会社 香港 IT　ソフトとハードの開発・製造・販売

12 三通国際物流株式会社 中国 物流

13 グローバル華通株式会社 中国 広告業、外食産業、不動産投資など

14 株式会社NEXTO 韓国 中古車の輸出業

15 株式会社Global One Holdings Japan 韓国 LED、二次電池等の貿易

16 上海吉祥航空大阪支店 中国 航空会社

17 Shloc Ltd 日本支店 英国 ゲームのローカライゼーション

18 Unifiller Japan株式会社 カナダ 食品加工充填機、その部品及び関連器具の輸入・販売・メンテナンス

19 城時実業株式会社 中国 金型の製造

20 株式会社REMANIA 韓国 自動車部品の製造・販売・サービス業

21 J-康大株式会社 中国 投資会社

22 合同会社FUKUFUKU 韓国 アパレル製品の販売

23 株式会社チヂミ 韓国 韓国食堂経営

24 株式会社MOMENT 台湾 雑貨、化粧品の企画、生産、販売

25 ファイア・アイ株式会社 米国 ＩＴセキュリティ関連

26 グリーンラム株式会社 香港 メディアコンテンツの作成、物品の輸出入

27 合同会社五六島 韓国 韓国飲食店の経営

28 中山大洋電機股份有限公司 大阪事務所 中国 特殊モーター、電気自動車用駆動システムの開発、生産、販売

29 株式会社故郷 韓国 韓国食堂の経営

30 万業達株式会社 中国 非鉄金属・廃プラスチックの輸出・販売・加工、家具の輸出

31 合同会社EUNICE 韓国 電子機器、キャラクター商品等の輸出

32 珠海ロマンセンス進出口有限公司 日本支店 中国 コピー機・プリンター消耗品及び機械設備の卸売・小売業

33 中国船級社日本株式会社 中国 船級の登録、船舶および設備の検査など

34 株式会社三生 中国 シリコン・スチール（方向性電磁鋼板）の輸入、加工、販売

35 アイシスイノベーション 日本事務所 英国
オックスフォード大学付属産官学連携機関で知的財産・技術移転、研究受
託

36 株式会社UNBER'S 中国 服飾雑貨品の製造・販売・輸出入

37 株式会社NMT 韓国 機械装置、EV部品等販売

38 株式会社Night Zookeeper 英国 子供むけ英語学習プログラム及び知育ゲーム、アプリの開発、運営

2014年度O-BIC誘致実績一覧表
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