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2013年 4月 17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）

2012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）。誘致活動にあたっては、ジェトロ大阪本部と

も連携し、ジェトロが国内外ネットワークを通じて発掘した外国企業の大阪への誘致に取り組ん

でいる。

Ⅱ. 2012年度活動概要 ～32件の誘致に成功～

○ 2012年度は、ジェトロ大阪本部やIBPC大阪企業誘致センターと連携し、「オール大阪」で外

資誘致に取り組んだ結果、円高、電力問題、日中・日韓関係などのマイナス要因にも関わら

ず、これまでの平均（25件）を上回る32社・団体の誘致に成功した。

○ 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 94 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。昨年 12 月にスタートし

た全国初の「地方税ゼロ」という、関西イノベーション国際戦略総合特区における優遇税制

の PRをはじめ、官民協働を一層緊密にし、外国経済団体や海外企業などへ大阪・関西のプ

ロモーションを行うなど広報・発信力の拡充に努めた。また、昨年度に続き、大阪進出の意

欲の高い外国企業にはニーズに応じた視察や在阪企業との個別商談アレンジを実施するな

ど、きめ細かいサービスを提供した。

○ 海外においても、中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア、ドイツなどで、展示

会出展やセミナー開催、企業訪問などの大阪誘致プロモーションを行った。
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Ⅲ．2012年度実績概要 ～アジアが約 8割！大阪進出に高い関心～

○ 誘致に成功した32件の内訳は、中国、韓国などアジアからの案件が25件と8割弱を占めた。特に、

在阪企業の海外展開支援を目的とする3社のアジア系銀行が大阪に進出した。今後、大阪とアジアの

更なる緊密な経済交流が期待できる。国・地域別のトップ3は、中国11件（香港含む）、韓国11件、

米国2件の順。

○ 昨年に続き、今年も大阪府企業立地促進補助金（注 1）の交付決定を受け、進出を果たした

企業があった。同補助金制度の運営が始まってから2年が経ち、外国企業の誘致成功に着実

に貢献している。

注1：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。

○ O-BIC が設立された 2001 年度から12年間の誘致実績は計312件、累計の国別トップ3 は

中国（93件）、韓国（52件）と米国（36件）。
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13件 14件 33件 24件 25件 24件 36件 28件 19件 32件 32件 32件 312件

以 上

（添付・参考資料）①2012年度誘致実績一覧表

②主な誘致成功案件



NO 企業名 国（地域） 事業内容

1 A社 韓国 －

2 テルストラ・ジャパン株式会社 豪州 通信・ネットワークサービス

3 株式会社なんわグループ 中国 機械・金型生産、貿易

4 株式会社グレートトレード・ジャパン 中国 靴の輸入販売

5 株式会社国民銀行 韓国 金融

6 Ipsen株式会社 ドイツ 熱処理用工業炉、真空炉の開発、製造販売

7 B社 フランス ー

8 Envision Energy Japan 株式会社 中国 大型風力発電の研究開発および製造販売

9 サンハイテック株式会社 中国 リチウム電池用セパレータの製造販売

10 エスコ・ジャパン シンガポール 医療機器製造販売

11 韓国済州自治道庁 大阪事務所 韓国 外国政府機関／済州島特産品のアンテナショップ経営

12 株式会社済州貿易 韓国 外国政府機関

13 株式会社ビーヤン物流 中国 輸送業務、倉庫業務等の物流サービス

14 株式会社MIKWANG ENVITECH 韓国 ＬＥＤランプ製造

15 ＭＯＹＯ合同会社 スイス ソフトウェア開発

16 株式会社 薬手骨気 韓国 骨気セラピー

2012年度進出決定企業一覧

17 株式会社KING BRIDGE 中国 語学教室の運営

18 株式会社ＴＡＳ 韓国 ゲーム機販売

19 Ａｘｉｓ Ｍｕｎｄｉ 株式会社 チェコ 輸入販売（サプリ、天然石、絵画、セミナー開催）

20 株式会社 CHOA 韓国 女性用アパレル製品、鞄の卸売

21 青暘企業股份有限公司 駐日事務所 台湾 工場用送配風機、ダクト、倉庫設備、LVD照明器具などの製造販売

22 X reading合同会社 米国 Webでの英語教育

23 株式会社SEVEN COMPANY 韓国 ネットカフェ

24 南通龍龍箱包製造有限公司 中国 鞄製造販売、輸出

25 恒興株式会社 中国 衣料品を中心とした貿易会社

26 韓国産業銀行 韓国 金融

27 BBAM（ﾊﾞｲｵ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｱﾗｲｱﾝｽ・ｵﾌﾞ・ﾐﾈｿﾀ） 米国 医療関連NPO

28 株式会社ケミテック 韓国 離型潤滑剤製造販売

29 株式会社オクワトレード 中国 金属製品等の回収・再生

30 株式会社ＳＰ DIRECT 中国 ネット販売のシステム管理、商品の輸出入

31 バンクネガラインドネシア大阪出張所 インドネシア 金融

32 リーテック株式会社 香港 法人OAリサイクル
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新規進出案件 32件 ※（ ）内は前年度実績

中国 (1) 2 4 (3) 4 (4) 10 (8)

韓国 4 (2) 1 5 (4) 1 11 (6)

シンガポール 1 1 (0)

インドネシア 1 (1) 1 (1)

台湾 1 (1) 1 (1)

香港 1 (1) 1 (1)

マレーシア (1) 0 (1)

モンゴル (1) (1)

フィリピン (1) (1)

小計 0 (1) 7 (3) 6 (6) 11 (9) 1 (1) 0 (0) 25 (20)

米国 1 1 (2) (2) 2 (4)

カナダ (1) (1)

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

フランス 1 (2) 1 (2)

ドイツ (1) 1 1 (1)

スイス 1 1 (0)

英国 (2) (1) (3)

チェコ 1 1 (0)

デンマーク (1) (1)

小計 0 (1) 2 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 4 (7)

豪州 1 1 (0)

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

1 (2) 11 (7) 6 (6) 13 (15) 1 (2) 0 (0) 32 (32)

合計

アジア

北米

欧州

ｵｾｱﾆｱ

合計

O-BIC 2012年度実績
(2012年4月－2013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
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参考資料②

日本へのエントリーポイントとして大阪を選択

リーテック株式会社

2000 年に香港で設立、年間売上 3.23 億香港ドル（約 39.5 億円）、世
界 22 カ国 29 拠点を持ち、世界規模で、電子機器の再利用業務を展開
中。

立地場所：大阪府守口市（延床面積 1420 ㎡）
事業内容：エレクトロニクス部品再生、企業アセットマネージメント

及びリバース・サプライ・チェーン・マネジメント
サポート内容：ジェトロ・テンポラリーオフィス貸与、物件紹介、

大阪府企業立地促進補助金の交付決定（1,040 万円）

サンハイテック株式会社
中国において、リチウムイオン電池用セパレータのリーディングカン

パニーである「深圳市星源材質科技股份有限公司」の 100％子会社。多
くの顧客とメーカーが集まる大阪・関西に進出。
立地場所：大阪市北区
事業内容：二次電池及びリチウムイオン電池用セパレータの開発、販売
サポート内容： 情報提供など

事業内容
立地場所／

サポート内容

国民銀行大阪支店

韓国の民間銀行、三大金融グループの
一つ、韓国最大の金融機関。

在日韓国系企業及び在日韓国
人、韓国と取引のある日本企業
を主な顧客として、預金、貸付
等の一般銀行業務、外国送金、
輸出入等の外国為替業務を行
う。

大阪市中央区 /

情報と臨時オフィスの
提供、PR サポート

韓国産業銀行大阪出張所

韓国政府 100％出資の開発金融機関。

日本に進出している韓国企業、

韓国と取引のある日本企業等を

主な顧客として、融資及び預金

業務を行う。

大阪市中央区 /

情報提供、PR サポート

バンクネガラインドネシア大阪出張所

インドネシア政府が 60％の株式を保
有する国有商業銀行。総資産で本国内
第 4 位。

インドネシア向け等外国送金、
日イ間貿易為替、融資、預金業

務等を行う。

大阪市北区 /

情報提供

豪州最大の通信会社
顧客開拓のため大阪にも拠点

アジア系３銀行の大阪進出

独企業が製造・販売拠点を大阪に

2012 年度 O―BIC 主な誘致成功案件

テルストラ・ジャパン株式会社

メルボルン市に本社を置く ICT 会社。世界
200 カ国以上にデータ通信サービスを提
供。関西市場での顧客開拓のため大阪営業
所を設立。また、大阪での新しいネットワ
ーク設備投資を行い、リスク分散を実現。
立地場所：大阪市北区
事業内容：海外に工場や事務所を持つ
関西企業にデータ通信、プロバイダー
サービスを提供する。
サポート内容：
臨時オフィスの提供
Ipsen 株式会社
1957 年にドイツ・クレーフェ

で創業した熱処理炉および炉
プラントの開発、製造、販売
会社。利用分野は、宇宙航空
産業、自動車産業、環境エネルギー（風力発電
等）、工業用機械、医療機器・外科器具、電気機
械、工具・部品など多岐にわたり、世界 34 カ国
に拠点を展開。
立地場所：大阪市鶴見区（延床面積 1449.83 ㎡）
事業内容：熱処理炉および炉プラントの開発、

製造、販売

サポート内容：物件の紹介、貿易情報の提供


