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2016年 4月 25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 共同発表 

大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 

2015年度誘致実績について 

 

 

 

 

 

１．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）。 
 
 

２．2015 年度誘致実績 ～46 件を誘致、２年連続で過去最高を更新～ 
 
＜進出動向＞ アジア企業が多数進出 

① 2015 年度の誘致件数は 46 件となり、昨年度に続き過去最高記録を更新した。 

 

② 誘致に成功した 46 件の投資元を地域別にみると、第 1 位は中国（31 件、香港を含

む）、2 位韓国（5 件）、3 位米国（2 件）で、中国、韓国などアジアからの案件が 40

件と全体の 9 割近くを占めた。 

 

③ O-BIC 設立以降、2015 年度までの 15 年間の誘致実績累計は 426 件。累計の国別ト

ップ 3 は中国（148 件）、韓国（71 件）、米国（42 件）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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＜特徴＞ インバウンドの波及効果で数字が伸びる 

① 中国からの訪日観光客の急激な増加を受けて、四川航空や天津航空といった地方拠

点のフルサービスキャリア（格安航空会社ではないフルサービスを提供する航空会

社）が関西空港に就航した。 

 

② 業種別では、日本市場への輸入販売（14 件）、高品質な日本製品の輸出（14 件）で、

貿易業が全体の 6 割を占めた。中国を中心にアジアにおける日本観光ブームや日本

製品への人気を背景に、円安も追い風となって、ネット通販向け買い付け拠点、物

流代行サービスの開業など、昨今話題を呼んでいる「越境 EC（クロスボーダーネッ

トショッピング）」関連の進出が目立った（11 件）。 

 

③ 新しい動きとしては、従来「世界の工場」と言われてきた中国から、「Made in Japan」

を目指し、製造業が日本市場への参入を果たした。中国における人件費等の高騰に

より日本との生産コストの差が小さくなっており、既存工場のレベルアップと世界

市場に日本製品として売り込みたい意向。 
 
 

３．2015 年度主な誘致成功案件 
 
① 製造拠点としての大阪進出 

 

慎興ブラシ株式会社 （大阪市生野区） 

親会社である上海慎興ブラシ有限公司は、1998 年に設立された

ブラシ専門メーカー。家電用ブラシや化粧ブラシ、毛染めブラシ

など年間 8,000 万本を生産し、日本、ドイツ、フランス、米国な

どへ輸出。高い付加価値を求め、Made in Japan の自社ブランド

を作るために、日本法人を設立。 
 

 

② 研究開発拠点としての大阪進出 

   

 ギャランツジャパン株式会社 （大阪市北区） 

1978 年中国広東省に設立された白物家電最大手の一つであ

るギャランツ集団の子会社。世界トップシェアを占める電子レンジをはじめ、エアコン、冷蔵

庫、洗濯機、食洗機など OEM を中心に生産してきた、自社ブランドの技術力と存在感を高める

ために、研究開発拠点としての日本法人を設立。 
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③ 新興国からの大阪進出 

 

トコンタップ・ジャパン株式会社 （大阪市東淀川区） 

ベトナム国営総合商社トコンタップ社の 100％子会社として大阪に設立。日本

全国に約 900 名の技能研修生を、縫製、溶接、建設、農業分野に派遣・管理を

している。 

 

ＹＯＭＡＦＵＪＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ株式会社  

（大阪市中央区） 

ミャンマー企業 GOLDEN LAND EXPRESS LIMITED の代表と在阪企業の代表による合弁企業。大阪

を拠点に、日本とミャンマー間の食品、中古車の貿易や国際物流輸送を展開中。 
 
 

④ エンターテイメント産業の大型 M&A 

 

株式会社ＳＮＫプレイモア （大阪府吹田市） 

2001 年に大阪で設立したマルチエンターテイメント企業。 

2015 年 7 月、同社 81％の株式を約 80 億円で中国大手オンラインゲーム

会社と投資会社に譲渡、中国大陸を中心に香港、台湾、韓国でゲームソフトの開発・販売、自

社コンテンツを活用したライセンス事業を積極的に展開中。 
 
 

４．2015 年度活動概要 
 
＜プロモーション活動＞ 

① 2015 年度は引き続き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。 
 

② 年間を通じて 137 件の各種照会があり、マーケット情報、会社設立手続きに関する

情報提供や個別の相談対応を行った。 
 

③ プロモーション活動については、国家戦略特区および関西イノベーション国際戦略

総合特区における優遇制度などを紹介しながら、大阪が強みを有する新エネルギー、

ライフサイエンス産業を中心に国内外において積極的に誘致活動を行った。 
 

④ 具体的には、国内では、「スマートエネルギーWeek」や「メディカルジャパン」など

の展示会に出展する外国企業に対日ビジネス意向をヒアリングし、新規案件の発掘

に努めたほか、中国、英国、ベルギーから幅広い業種の企業を受入れ、大阪のプロ

モーションや在阪企業との商談会を実施した。また、海外ではアジア（中国、台湾、

韓国、シンガポール）や欧米（イタリア、米国）、中東（イスラエル）におけるセミ

ナー開催や展示会出展を通じて、大阪の投資環境と O-BICのサポート内容を PRした。 
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＜定着支援＞ 

① O-BIC では、進出外資系企業が地元企業とのネットワークを構築できるよう、“大阪ビ

ジネス交流クラブ”を実施（年 2 回）しているほか、大商等が開催する交流イベント

（関西インターナショナル名刺交換会等）の案内や自社 PR、販路開拓ツールの紹介な

ど、定着支援に努めている。 

 

② 2015 年度の“大阪ビジネス交流クラブ”は、10 月に「外資系企業にみるビジネストレ

ンド」と題して、最近大阪に進出した外資系企業等に自社事業を PR いただいたほか、

3 月には「日本製品求む！外資バイヤーとの商談会」を実施、今年度、進出が相次いだ

日本製品の輸出を目的にした商社 7 社が出展し、海外向けの販路拡大を目指す在阪企

業の売り込みに応じた。 

 

 

 

＜参考資料＞①2015 年度 O-BIC 誘致実績一覧表 

②2015 年度 O-BIC 誘致実績マトリックス 

以 上 

 



参考資料①

NO 企業名 国（地域） 事業内容

1 慎興ブラシ株式会社 中国 ブラシの製造、輸出

2 YOMAFUJI CORPORATION株式会社 ミャンマー 食品、中古車の貿易

3 四川航空股份有限公司大阪支店 中国 航空運輸

4 天津航空股份有限公司大阪支店 中国 航空運輸

5 A社 米国 -

6 ユーブロックスジャパン株式会社 大阪営業所 スイス 自動車、産業、民生市場向け測位及びワイヤレス通信用ソリューション提供

7 Dearman Engine Company Ltd. 日本オフィス 英国 液体窒素を使ったエンジン「ディアマンエンジン」のマーケティング

8 ISHINCHI MANAGEMENT株式会社 豪州 不動産投資、運用

9 日本長江商事株式会社 中国 日本製化学原料日用雑貨の輸出

10 東澤商事株式会社 中国 食材の輸入、販売

11 MARINETRANS SINGAPORE PTE.LTD大阪事務所 シンガポール 貨物船の部品に関する貿易

12 株式会社順祥 中国 日用雑貨の輸出

13 CSインターナショナル株式会社 韓国 観光案内業

14 アフルエント株式会社 台湾 服飾品・アクセサリー等の輸入販売

15 株式会社NEP JAPAN 中国 マイクロインバーターの研究開発、製造販売

16 B社 中国 太陽光発電用アルミ製架台の生産販売

17 平湖経済技術開発区日本駐在事務所 中国 政府機関（開発区への企業誘致と関連サポート）

18 株式会社ナニワジャパン 香港 アパレル、おもちゃの輸出

19 ワイアイ・ジャパン株式会社 中国 日本の通販商品の海外向け発送代行サービス

20 日本博多実業株式会社 中国 外食・ホテル産業のコンサルティング

21 株式会社G.B.I. JAPAN 韓国 古紙の輸出

22 トコンタップ・ジャパン株式会社 ベトナム ベトナム人技能実習生への教育、管理及び支援

23 夏目株式会社 中国 貿易

24 株式会社REN 中国 子供用品の輸出販売

25 株式会社慶州貿易 韓国 アパレル製品の輸出

26 合同会社C.S company 韓国 飲食店の経営

27 中岩商事株式会社 中国 健康食品、日用雑貨の輸出

28 株式会社ヒット 中国 建設機械、農業機械の部品の輸出入・販売

29 ValuMax Cleanroom Japan株式会社 米国 多目的防護服の輸入販売

30 株式会社TAIPAKU 中国 飲食店の経営

31 ギャランツジャパン株式会社 中国 家電の研究開発

32 中日韓経済発展協会大阪代表処 中国 非営利経済交流団体

33 ポルトガル・トレード株式会社 ポルトガル ポルトガルワインの輸入販売

34 B&M Japan株式会社 香港 ベビー用品およびマタニティ用品の輸出販売

35 MAYA株式会社 中国 日用雑貨、化粧品の輸出販売

36 A. O. G. 三和株式会社 中国 物流、貿易

37 株式会社超馬 中国 電子部品の貿易

38 株式会社SNKプレイモア 中国 ゲームソフトの開発・販売

39 ドゥリマイテック株式会社日本大阪支店 韓国 ロッキングエレメント、精密ロックナット、カップリング等の輸入・販売

40 繁星株式会社 中国 貿易、視察旅行、投資に関するコンサルティング

41 夏木株式会社 中国 貿易、販売

42 株式会社UNIWORLD EXPRESS JAPAN 中国 航空物流

43 株式会社三信プランニング 中国 貿易、日本と中国の大学生の交流活動

44 中国関心下一代健康体育基金会日本事務所 中国 非営利団体（スポーツを通じた青少年育成事業）

45 WAOWAO株式会社 中国 スーツケースの輸入・販売

46 大熱貿易商事株式会社 中国 日用雑貨・食品・化粧品全般の輸出

2015年度O-BIC誘致実績一覧表
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参考資料②

中国 1 1 10 (4) 5 (6) 4 (2) 1 4 (2) 3 29 (14)

韓国 2 (2) 1 (4) 2 (4) 5 (10)

台湾 1 (1) 1 (1)

香港 2 (1) (2) 2 (3)

ベトナム (1) 1 (1) 1 (2)

シンガポール 1 (1) 1 (1)

ミャンマー 1 1 (0)

小計 1 (0) 1 (0) 14 (6) 9 (13) 4 (2) 1 (2) 7 (8) 3 (0) 40 (31)

米国 2 (1) 2 (1)

カナダ (1) 0 (1)

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

英国 1 (3) (1) 1 (4)

スウェーデン (1) 0 (1)

ポルトガル 1 1 (0)

スイス 1 1 (0)

小計 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (3) 0 (1) 0 (0) 3 (5)

豪州 1 1 (0)

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

1 (0) 1 (0) 14 (6) 14 (15) 4 (2) 1 (6) 8 (9) 3 (0) 46 (38)合計

欧州

国籍

アジア

北米

オセアニア

サービス運輸
卸売・小売
（輸出）

卸売・小売
（輸入)

情報・通信 合計

2015年度O-BIC誘致実績マトリックス

(2015年4月－2016年3月）

研究開発 公的機関

※（ ）は前年度実績

製造

新規進出案件 46件

業種
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