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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） 

2016 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国企業、外国公館・経済団体などの大阪進出支援

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）。 
 
 

２．2016 年度実績 ～38 件を誘致、３年連続で高水準を維持～ 
 
（１） 進出動向 ～アジアからの進出がより顕著に～ 

○ 2016 年度の誘致件数は 38 件となり、過去 2 番目に多い実績となった。 

 

○ 誘致に成功した 38 件の投資元を国・地域別にみると、第 1 位は中国（17 件、香港、マ

カオを含む）、2 位韓国（9 件）、3 位台湾（6 件）。英国とポルトガルの各 1 件を除く、

36 件がアジアからの進出となり、大阪はアジア企業が集積するアジアとのビジネスの

ハブになりつつある。 

 

○ O-BIC 設立以降、2016 年度までの 16 年間の誘致実績累計は 464 件。累計の国別トップ

3 は中国（163 件）、韓国（80 件）、米国（42 件）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

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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（２） 進出企業の特徴  

 

① インバウンド関連投資が引き続き活発、内容はより多彩に 

 

中国をはじめアジアからの訪日観光客が引き続き増加し、高品質の日本製品に対するニ

ーズが高まるなか、旅行業、商品買付け拠点、物流代行サービスなどのインバウンド関連

投資が 13 件となり、35％を占めた（2015 年度 11 件）。2015 年度は全て中国案件だったが、

2016 年度は台湾、韓国からの進出案件が出てきたほか、内容も従来の日用品買付けに留

まらず、介護用品の買付けなど、幅がより拡がってきてきた。 

 

 

② 息の長い取り組みにより、製薬会社の誘致に成功 

 

ポルトガルと韓国の製薬会社の大阪進出が実現。それぞれ６年と４年前からアプローチ

してきた、息の長い地道な誘致活動が奏功した。 

 

 

③ 台湾企業の進出が活発化 

 

台湾企業の進出案件が、6 件と急増した（2015 年度 1 件）。台湾企業の対日ビジネスは、

従来は貿易が中心で、距離の近さから拠点設立（投資）は必ずしも活発でなかったが、日

本市場に対する営業強化の必要性が再認識されたことなどが要因と考えられる。 

また O-BIC も、日本貿易振興機構（ジェトロ）が台湾の 3 都市で開催した「対日投資セ

ミナー」に参加し、PR にも努めた。 

 

 

④ 自社ブランド確立に日本の技術力活用を意図した動きも 

 

日本の技術力を活用した、「Made in Japan」製品の製造を目指し、中国や韓国企業の研

究開発や製造拠点が大阪で設立された。M&A と OEM 生産などを通じて、自社ブランドを世

界市場に日本製品として売り込みたい意向。 
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３．主な誘致企業 
 

■長年の誘致活動が実ったライフサイエンス企業の進出 

  

 

 

 

■日本 IoT 市場への進出 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「Made in Japan」自社ブランドの確立、製造拠点としての進出 
 
 

 

 

 

 

 
  

   
 
 
  

ホビオン株式会社 

親会社： ポルトガル 

事業内容：原薬の輸入・販売 

支援内容：広報、オフィスと人材の紹介、

法人設立・許可についての情報提供 

 

大熊製薬株式会社 

親会社： 韓国 

事業内容：医薬品原料の輸出入 

支援内容：無料オフィスの提供、法人設立手数

料の軽減、許可・ビザ取得についての情報提

供 

 

ユービック株式会社 

親会社： 台湾 

事業内容：UHF・UFC タグの輸入販売 

支援内容：専門家・オフィス・銀行の紹介、法人設立手数

料の軽減、雇用についての情報提供 

 

グリーン・シャイニー株式会社 

親会社： 中国 

事業内容：自社ブランド健康食品の生産販売、輸出 

支援内容：ビジネス情報の提供、取引先の紹介 

吹田電気株式会社 

親会社： 韓国 

事業内容：計測機器の製造・販売 

支援内容：法人設立手数料の軽減、広報、情報提供 
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４．2016 年度活動概要 
 
（１）プロモーション活動 

① 2016 年度も引き続き一般財団法人大阪国際経済振興セン

ターや独立行政法人日本貿易振興機構（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 118 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、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の誘致に重点を置き、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、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、中国、米国、カナダから幅広い業

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

商談会を実施したほか、「ライフサイエンスワールド」や

「日本ものづくりワールド」などの展示会で出展外国企業

にヒアリングし、案件発掘に努めた。海外では、中国、台

湾、韓国、ベトナム、ミャンマー、オーストラリア、英国

等でのセミナー開催や展示会出展などを通じて、大阪の投

資環境や O-BIC のサポート内容をＰＲした。特に、北京で

は、O-BIC としてはじめて「大阪投資セミナー」を主催し、

大きな反響を呼んだ。 

 

（２）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 2016 年度の“大阪ビジネス交流クラブ”は、9 月には大阪企業家ミュージアムと歴史のあ

る中小企業を視察し、大阪の企業家精神と時代を超えて、しなやかに進化する秘訣を学ん

で頂いたほか、2 月には、在阪企業等も対象に加え、「データと街歩きからみた関西経済」

と題した日本銀行大阪支店長からの講演会と参加者間のネットワーキング交流会を実施

した。 

 

＜参考資料＞①2016 年度 O-BIC 誘致実績一覧表 

      ②2016 年度 O-BIC 誘致実績マトリックス               以上 

※支援事業：対大阪投資を促進
するため、進出に要する費用
（登記等）の負担軽減を図るＯ
－ＢＩＣ独自のインセンティブ
（最大支援額 15 万円） 

 

 

 

O-BIC 活動実績 
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参考資料①

NO 企業名 国
（地域） 事業内容

1 ホビオン株式会社 ポルトガル 原薬の輸入・販売

2 株式会社きわみ シンガポール 自動車スペア部品の輸出入

3 スプリングワールドバス株式会社 中国 バス事業の運営

4 信義房屋不動産株式会社 台湾 不動産仲介販売

5 大熊製薬株式会社 韓国 医薬品原料の輸出入

6
イスラエル大使館経済部
西日本イスラエル貿易事務所

イスラエル 経済交流の促進

7 大興商事株式会社 中国 日本食材の輸出

8 株式会社ジェイサットコンサルティング ミャンマー ミャンマー・日本間の人材支援

9 青島益佳華益輸出入公司日本駐在事務所 中国 薬品、製薬材料の製造・貿易

10 合同会社JHY 韓国 衣料品、アクセサリーの輸入・卸売

11 株式会社ハッピーネイション 中国 レンタルスペース、民泊の経営

12 株式会社LIME 韓国 衣類及びファッション雑貨の輸出入

13 万穂株式会社 中国 飲食業

14 株式会社サンサンモールド 韓国 金型及び金型関連製品の輸入販売

15 グリーン･シャイニー株式会社 中国 健康食品の研究開発・生産販売・輸出

16 e-lite株式会社 中国 新型セラミック材料の研究・生産・販売

17 ユービック株式会社 台湾 UHF tag、NFC tagの輸入・販売

18 KDBD Infinitude 株式会社 韓国 日用品、玩具の輸出入、留学コンサルティング

19 シンウ精工株式会社 香港 金属部品の貿易

20 セイヨ国際人材情報サービス株式会社 台湾 人材紹介業

21 株式会社エンリッチ 中国 音楽関係イベント関連観光ツアー、貿易、民泊

22 セーフラン安全用品株式会社 中国 安全関連用品や標識の輸入・販売

23 ルイカステルジャパン株式会社 韓国 ゴルフウェア用原材料並びに付属資材の輸出

24 株式会社KOZU Consulting Company 韓国 宿泊施設の管理清掃事業、観光客向けレンタルサービス

25 ジャパン アルティメリ 株式会社 中国 日本商品の買付け・輸出、越境ＥＣ

26 株式会社ユリマ 台湾 ジグソーパズル製品の輸入・販売

27 アンシン通商株式会社 中国 介護用品の輸出

28 共通国際株式会社 中国 人材派遣、貿易、旅行関連サービス

29 合同会社PHT日本 中国 越境EC物流サービス

30 株式会社HWジャパン 韓国 溶接材料を含む金属製品等の輸出入及び販売

31 SHOBIDO株式会社 マカオ 日本の生活品、食品の買い付け・輸出

32 株式会社UFCジャパン モンゴル 飲料原料の輸入・製造・販売

33 吹田電気株式会社 韓国 計測機器の製造・販売

34 上企連株式会社 中国 日中企業のコンサルティング

35 株式会社星辰情報センター 台湾 旅行業

36 CeresPower日本駐在員事務所 英国 家庭用燃料電池の研究開発・製造販売

37 A社 中国 旅行業

38 B社 台湾 オンラインゲーム開発・販売

2016年度O-BIC誘致実績一覧表
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参考資料②

中国 1 (1) 1 (1) 3 (10) 2 (5) 1 (4) (1) 7 (4) (3) 15 (29)

韓国 1 1 (2) 6 (1) 1 (2) 9 (5)

台湾 2 (1) 1 3 6 (1)

香港 (2) 1 1 (2)

マカオ 1 1 (0)

モンゴル 1 1 (0)

ベトナム (1) 0 (1)

シンガポール 1 (1) 1 (1)

ミャンマー (1) 1 1 (1)

イスラエル 1 1 (0)

小計 2 (1) 1 (1) 5 (14) 13 (9) 1 (4) 1 (1) 12 (7) 1 (3) 36 (40)

米国 (2) 0 (2)

カナダ 0 (0)

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

英国 1 (1) 1 (1)

スウェーデン 0 (0)

ポルトガル 1 (1) 1 (1)

スイス (1) 0 (1)

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

豪州 (1) 0 (1)

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

2 (1) 2 (1) 5 (14) 14 (14) 1 (4) 1 (1) 12 (8) 1 (3) 38 (46)

サービス運輸卸売・小売
（輸出）

卸売・小売
（輸入)

情報・通信 合計

2016年度O-BIC誘致実績マトリックス

(2016年4月－2017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 38件

合計

欧州

国籍

アジア

北米

オセアニア

業種 
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