
欧州

44%

アジア

30%

北米

22%

その他地域

4%

計22９社

その他卸売

13%

機械卸売

13%

化学

7%

機械

7%

他製造業

5%

情報・システム・ソフト

5%

電気機器卸売

4%

化学卸売

4%

他サービス

4%

電気機器

4%

精密機器卸売

3%

鉄鋼・金属卸売

3%

その他

28%

計22９社

業種別外資系企業内訳（202２年）

8 多様な外資系企業の進出

8-1 関西に進出している外資系企業

⚫ 関西に進出している外資系企業は、米国やヨーロッパ系の企業が多くを占めていますが、アジア系企業も約30%と、全国の約20.3%
よりも高い割合です。

⚫ 外資系企業を業種別にみると、関西は製造業（機械、化学、医薬品、精密機器など）が約33%を占め、全国の約20.5%に比べて高く
なっています。

地域別外資系企業内訳 （202２年）

（出所）東洋経済新報社 「外資系企業総覧」（202２）
※外資系：外資比率20％以上（一部支社等も含む）
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ライフサイエンス アクセラレーター・イノベーションコンサルティング

バイエル薬品(株) 滋賀、大阪 ドイツ
Rainmaking Innovation Japan

合同会社
大阪 イギリス

アストラゼネカ(株) 滋賀、大阪 イギリス Plug and Play Japan（株） 京都、大阪 アメリカ

アボットジャパン合同会社 京都、大阪、兵庫 アメリカ ライジングスタートアップス（株） 大阪 アメリカ

日本イーライリリー(株) 兵庫 アメリカ 流通・サービス分野

オステオンデジタルジャパン 大阪 オーストラリア CRUST JAPAN (株) 大阪 シンガポール

（株）アイコン・ジャパン 大阪 アイルランド テュフ ラインランド ジャパン(株) 大阪 ドイツ

調達拠点 イケア・ジャパン(株) 大阪、兵庫 オランダ

B&M Japan(株) 大阪 香港 グリップルジャパン(株) 兵庫 イギリス

SHOBIDO(株) 大阪 マカオ ハイアールジャパンセールス(株) 大阪 中国

(株)知寿商事 大阪 中国 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株) 大阪 インド

大興商事(株) 大阪 中国 SIA Engineering Japan (株) 大阪 シンガポール

(株)Ruten 大阪 台湾 AIGジャパン・ホールディングス(株) 大阪 アメリカ

Ｒ＆Ｄ・生産拠点 (株)セールスフォース・ジャパン 大阪、和歌山 アメリカ

BASFジャパン(株) 大阪、兵庫 ドイツ
（出所）「202２外資系企業総覧」（東洋経済新報社）もしくはJETRO・O-BIC支援企業情報を元に作成

※掲載企業名は本社以外にも営業・販売拠点及び研究所を含む。
レカロ(株) 滋賀 ドイツ

(株)恒大新能源日本研究院 大阪 中国 表内の府県名は関西エリアの拠点場所 （下線部：日本拠点本社のある府県）
表内の国名等は親会社の国名・地域名

ネスレ日本(株) 大阪、兵庫 スイス

日本キャタピラー合同会社
福井、滋賀、京都、大阪、

兵庫、奈良、和歌山
アメリカ

P&G ジャパン合同会社 滋賀、大阪、兵庫 アメリカ

8 多様な外資系企業の進出

8-2 関西に進出している外資系企業例

○近畿経済産業局のウェブサイトでは、関西に進出している外資系企業の
インタビュー記事を紹介しています。

「外国企業進出事例」
https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_kansai/case_study.html

INVEST JAPAN, INVEST KANSAI ２３

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_kansai/case_study.html


廃棄予定のパンからビールを醸造し
食品ロス削減につなげています

会社概要

会社名 CRUST JAPAN株式会社

進出形態 二次投資

所在地
大阪府大阪市北区角田町1－12
阪急ファイブアネックスビル
GVH#5

会社HP
https://www.crust-
group.com/

事業概要

• 余剰食材を使ったアルコール／ノンアルコール飲料の製造・販売
• 2019年にシンガポールで設立されたフードテックカンパニー
• 世界で年間13億トンもある食品廃棄量を削減するため、食品ロス（まだ食べら

れるにもかかわらず廃棄される予定のもったいない食品）をレスキューし、付加
価値をつけて別の商品に生まれ変わらせ、循環型経済やよりサステイナブルな
社会の実現を目指しています。

食品ロスをレスキューし、美味しい製品にアップサイクル

※画像提供：同社

KIN-Tech

KIN-IND 4.0 & Agri

関西への進出経緯

創業の地となったシンガポールは金融やテックの分野において先進的な国である反面、自国自体のサイズは
そこまで大きくありません。世の中から食品ロスを減らすためには 食品ロスがより多く出ている国で事業
を実施する必要があり、海外の進出先を検討しました。日本人は「もったいない」ことに対して敏感で、リサイ
クルに取り組む比率も高いので、廃棄予定のものに付加価値をつける当社事業が日本人の精神にマッチし
ていると考えました。創業時の役員がもともと大阪在住で大阪の特徴をよく把握していたことも大きな理由
のひとつでした。

進出の効果

大阪の支援機関を通して、多くの企業の紹介を受けました。当社はスタートアップでかつ環境負荷を意識し
たビジネスなので先入観をもたれることもあるのですが、自治体から紹介していただくことでスムーズにい
ろいろな企業と面談できたことが良かったです。グローバル・ビジネスプランコンテストHack Osakaにお
いてビジネスプランが受賞したこともネットワークを広げるきっかけになりました。今後、パンやお米以外に
フルーツや野菜からノンアルコール飲料を製造する新事業も予定しており、より多くの方と一緒に事業をし
ていきたいです。

関西の魅力

関西は中小企業が多く意思決定が早い、また率直に意見を聞かせてくれるところや新しい文化を先駆けて
受け入れようとする風土も、新しいプロジェクトを企画し立ち上げる時の支えになっています。
加えて25年に大阪・関西万博の開催を控えており、今後はインバウンド旅行者も多く集まってくる魅力的な
エリアなので、新しいことを始めるのに適しているエリアだと言えます。万博に向けて関西のエネルギーが高
まっているので、自社の成長につなげたいと考えています。
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8 多様な外資系企業の進出

8-3 外資系企業インタビュー （MBジャパン株式会社）

コンパクトさと作業効率性、
汎用性の３つを満たした

ロータリースクリーニングバケット

会社概要

会社名 MBジャパン株式会社（神戸事務所）

進出形態 二次投資

所在地
兵庫県神戸市中央区海岸通５商船
三井ビル617

会社HP https://mbcrusher.jp/

関西への進出経緯

日本進出前に、ある海外展示会の場で日本のお客様と接する機会があり、その際に日本でのニーズに手応
えを感じました。そこで弊社の製品と、お客様に寄り添ったサービスを提供するには、日本に拠点を持つこ
とがベストだと考え、進出を決めました。
神戸への進出にあたっては、神戸市・ジェトロ神戸から、各種情報提供や、オフィス賃料補助制度のご支援を
受けました。弊社の事務所設立にあたっては、神戸市・ジェトロ神戸による手厚いサポートがあったことが、
神戸に進出を決めたきっかけです。

進出の効果

代理店経由で販売していた頃より、日本国内の建設業界との取引が増えました。また、日本進出を契機に、
自社の製品マニュアル提供やアフターサービス等を、全て日本語で対応できるようになりました。取扱製品
は世界共通ですが、日本語対応のアフターサービスに力を入れることで、日本での販売を戦略的に行うこと
が可能となりました。
今後の展望としては、持続可能な企業活動を視野に入れ、リユース市場への参入を含め、新たに中古製品の
取扱いについても、準備を進めていく予定です。

事業概要

• 親会社「MB S.p.A.」は、2001年にイタリアで設立。
• 2010年に日本法人を設立し、2018年には神戸事務所を開設。
• MBジャパンでは、岩石、コンクリート等の現場発生材を、破砕、粉砕、分別、仕

分けまたは選別することで、その利用・再利用を可能にする、建設機械用アタッ
チメントおよびその部品の輸入・販売を、日本国内で行っています。

適切かつ迅速なアフターサービスによる付加価値を提供

※画像提供：同社

KIN-Tech

KIN-IND 4.0 & Agri

関西の魅力

関西は、東京ほど都会ではありませんが、人口も多く、交通の便もいいのが特徴。また、神戸には海や山もあ
り、イタリアと似ている点も魅力的だと思います。また、インターネットで、ジェトロ神戸を検索し、オフィス設
立等について相談したところ、迅速なご対応をいただきました。本国から初めて日本に拠点を設けた時は、
設立にあたり様々な苦労もありましたが、今回、２つ目の拠点を神戸に開設するにあたっては、外資系企業
に対する支援機関のサポートを受けることができました。外国企業を受け入れる体制がしっかりしている点
も、関西の魅力だと思います。
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8 多様な外資系企業の進出

8-3 外資系企業インタビュー （Svanehøj Japan（スヴァネホイジャパン）合同会社）

会社概要

会社名 Svanehøj Japan合同会社

進出形態 一次投資

所在地
兵庫県神戸市中央区磯上通五丁目
1-24三光ビル2F

会社HP https://www.svanehoj.com/

関西への進出経緯

元々日本に顧客がおり、日本市場向け製品の更なる販売強化を目的として、日本法人を神戸に設立しました。
神戸に進出した理由の１つは、造船関連の企業が西日本に集積していることから、顧客に近い場所で事業を
すすめたいと考えたからです。また、初めての国に進出する場合、国内で企業名の認知度が低いとオフィス
探しに苦労することがありますが、神戸への進出にあたっては神戸市・ジェトロ神戸から各種情報提供やオ
フィス賃料補助制度のサポートを受けてスムーズに拠点を開設できて、助かりました。

進出の効果

カーボンニュートラルの動きが海上輸送でも求められており、燃料を重油からガスに転換する動きがありま
す。当社はガス燃料船に強いことで引き合いが増えています。CCS＊等、新たな海洋機器の需要の高まりに
応えられる製品を日本でも引き続き提供していきたいと考えています。
また当社のマニュアルや取扱書は英語ですが、日本国内の顧客に対するアフターサービスは日本語で対応し
ています。製品パンフレット等も日本語版を作成し、日本に拠点を設けることで製品に関するフォローを丁
寧に行うことが可能となりました。

＊CCS：Carbon Capture and Storageの略

発生した二酸化炭素を大気中に放出する前に回収し、貯留すること。CO2を液化して海上輸送する際に当社ポンプが使われる。

事業概要

• 親会社「Svanehøj Group」は、1928年にデンマークで設立した海洋・海上
向けポンプ等の世界的製造メーカー。

• グローバルブランドで創業100年近くの会社であり、LPG（液化石油ガス）船の
９割に当社製品が搭載されています。

• 2019年に神戸へ進出し、海洋・海上向けカーゴポンプ及びガス燃料ポンプ等
の販売・アフターサービスを行っています。

• 環境に優しくエネルギー消費が少ない電気モーター駆動のポンプを製造してお
り、ライフサイクルコスト面でも優れている製品です。

海洋・海上向けポンプ等の世界的製造メーカー

※画像提供：同社

LNGのみならず、あら
ゆる種類のガス燃料に

対応可能な
エネルギー効率の高い

ガス燃料ポンプ

Tech

KIN-IND 4.0 & Agri

関西の魅力

神戸は、新幹線や空港が近く、日本全国へ移動が便利な点などビジネス環境が整っており、ビジネスをス
タートする場所として適していると思います。生活環境も徒歩圏内でコンパクトにまとまった都市であるこ
とから、住みやすいところもメリットだと思います。
また、進出時のサポートやインセンティブ等の行政機関の受入体制が整っている点も魅力的です。

INVEST JAPAN, INVEST KANSAI ２６

https://www.svanehoj.com/

