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大阪市の昼夜間人口比率は、
東京23区と国内20の政令指定都市の中で

第1位

2,752,412人

比率夜間人口

3,645,921人

昼間人口

132.5％

国内主要都市において働く場、
ビジネスの場としての大阪市の存在感が際立っています。

画像提供：大阪港湾局

国内外と便利な交通アクセス
世界から大阪へ

国内から大阪へ

資料：大阪市「2022年版 大阪の経済」、総務省「令和３年経済センサス‐活動調査 速報集計」、「令和2年国勢調査」

週間就航便数 429.5便

運航会社数 47社

就航国(地域)・都市数 22ヶ国 55都市

関西国際空港
就航実績

（2022年夏期）

クアラルンプール

輸出　    8,305千トン
輸入 25,420千トン

外国貿易貨物取扱量(2020年)

to

from

大阪港

那覇　　　2：10

広島　　　1：30　　 4：00

福岡　　　1：20　　 2：50
　　　　　7：20　

名古屋　　　1：00　　 2:20

東京　　　1：10　　2：30

仙台　　　1：20　　4：30

札幌　　　1：50

鹿児島　　　1:10　　3：50　

大阪市

大阪市

大阪港
物流機能
（2021年8月

時点）

域内総生産

全国
549兆3,882億円

関西
86兆1,316億円
（全国比15.7%）

大阪市
20兆1,912億円
（関西比23.4%）

事務所数

全国
5,862,429カ所

関西
992,318カ所
（全国比16.9%）

大阪市
229,305カ所
（関西比23.1%）

アムステルダム
パリ

ドバイ
香港 上海

ソウル

台北
ホーチミン

シンガポール
バンコク

ケアンズ

ロサンゼルス
ホノルル

日本第2位の経済規模を有する関西※の中心都市※関西：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、
　　　 滋賀県、和歌山県

東京に比べて有利なビジネスコスト

商業地平均地価 (円/㎡)※1

新大阪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,448円
梅田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,718円
中之島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,176円
本町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,330円

工業地平均地価 (円/㎡)※1

オフィス平均賃料 (円/㎡/月)※2

倉庫平均賃料 (円/㎡/月)※3

店舗平均賃料 (円/㎡/月)※4

平均賃金 (円/月額)※5

指 数 （東京＝100）
大  阪

1,013,600(大阪府)

111,600(大阪府)

4,297(大阪市)

1,252(近畿圏)

46,061(心斎橋)

326,900(大阪府)

2,139,500

295,700

6,512

1,379
(首都圏)

73,182
(銀座)

364,200

47.4

37.7

66.0

90.8

62.9

89.8

東  京

資料：※１ 国土交通省「令和4年都道府県地価調査」　※2  シービーアールイー株式会社「ジャパンオフィスマーケットビュー 2022年第3四半期」　※3 シービーアールイー株式会社「ジャパンロジスティクスマーケットビュー 2022年第3四半期」
　　  ※4 シービーアールイー株式会社「ジャパンリテールマーケットビュー 2022年第3四半期」　※5 厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」

大阪でのビジネスコスト

全国と関西と大阪市

ビジネスエリアの平均オフィス賃料（月/㎡)

淀川区

北区

中央区

新大阪  4,448円

梅田  6,718円
中之島  6,176円

本町  4,330円

資料：シービーアールイー株式会社「ジャパンオフィスマーケットビュー2022年第3四半期」

インフラとビジネス環境が整ったOSAKA

※航路数は重複あり。

250便/月to　   from 中国・・・・・・・・・・・・・・・・・・

310便/月大阪港の定期コンテナ航路・・・・・・・・・・・・

  86便/月to　   from 韓国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  74便/月to　   from 台湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  88便/月to　   from 東南アジア・・・・・・・・・・・・・

  10便/月to　   from 豪州・ニュージーランド

    8便/月to　   from 北米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    4便/月to　   from ロシア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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大阪府では大学56校、短期大学24校、高等専門
学校１校、医療関係の専門学校114校から年間
約6万人超の学生が卒業・就職しています。

■再生医療等拠点 大阪・中之島未来医療国際拠点（2024年春開業予定）
■医療品・医療機器商品化までの各種相談 PMDA関西支部
■医療機器ビジネスの一貫支援 次世代医療システム産業化フォーラム
■創薬・医療機器・再生医療等の拠点 北大阪（彩都等）地区
■健康・医療クラスター　北大阪健康医療都市（愛称：健都）

●大阪YMCAインターナショナル
●梅田インターナショナルスクール
●大阪中華学校　　
●アブロード
   インターナショナルスクール大阪校

大阪市内の主な国際学校

ライフサイエンスと新エネルギー分野における強み 豊富な人材

大阪のポテンシャルを表す各種指標の上位ランキング

武田薬品工業（株）
塩野義製薬（株）
住友ファーマ（株）
田辺三菱製薬（株）

市内立地企業例

大阪・中之島未来医療国際拠点(イメージ)
※2021年5月時点のイメージパースであり、今後変更の可能性があります。
画像提供：中之島4丁目用地における未来医療国際拠点整備・運営事業開発事業者

インフラとビジネス環境が整ったO S A K A

蓄電池評価センター(NLAB)

国内トップクラスの企業集積

関西電池関連企業の集積

医薬品製造業
136事業所

医療用関連製造業
193事業所

国内
2位

大阪府は

国内
3位

大阪府は

パナソニックエナジー（株）（大阪市住之江区、車載用リチウムイオン電池の製造拠点）
岩谷産業（株）（大阪市中央区、水素・燃料電池のリーディングカンパニー）
エスペック（株）（大阪市北区、二次電池試験装置製造）
八洲電業（株）（大阪市東成区、各種リチウム電池の開発）

市内立地企業例

ライフサイエンスクラスターの形成と充実した支援体制

国内
1位

大阪府は

■世界最大規模大型蓄電池システム試験評価施設 蓄電池評価センター（NLAB）
■蓄電池、水素・燃料電池のビジネス創出支援 大阪府バッテリー戦略推進センター
■電池の実証実験支援 大阪産業技術研究所電池開発評価センター
■バッテリーの国際評価機関 テュフ ラインランド ジャパン 

関西テクノロジーセンター (KTAC、ドイツ)

充実した支援体制

ライフサイエンス
分野

電池等新エネルギー
分野

所 在 地
大 阪 府

（大阪府の内、大阪市）
京 都 府
滋 賀 県
兵 庫 県
和 歌 山 県

34
（11）
24
3
29
4

事 業 所 数

高等
専門学校

1校

医療関係
専門学校

114校

大学

56校
短期大学

24校

年間約6万人超の学生が
卒業・就職

外国人
留学生

2万人

「世界で最も住みやすい都市ランキング」
（2022年 Economist Intelligence Unit　調査対象:世界172都市）

「ワールド・エアポート・アワード」（関西国際空港）
（2022年 スカイトラックス　調査対象:世界550超の空港）

第10位

第10位

世界からの注目度

大阪市の1人当たり市民所得 441万円（2018年度）
(国内20の政令指定都市の中で１位）第1位

大阪市内の事業所数 198,329事業所 （2016年）
（東京23区と国内20の政令指定都市の中で2位)第2位

大阪府内の新設法人件数 10,073件 （2021年）
(国内で2位）第2位

大阪市の転入超過者数 16,802人 （2020年）
(国内で1位）第1位

国内上位を
占める

大阪の経済指標

資料：総務省「平成28年経済センサス‐活動調査」

資料：総務省「平成28年経済センサス‐活動調査」

大阪府内の外国人留学生数は

第2位国内で
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ビジネスチャンスがあふれるO S A K A

●コンセプト　未来社会の実験場
●開催期間 2025年4月13日～10月13日

2
大阪・関西経済成長の起爆剤となることが期待される大阪・関西万博では、万博会場を未来社会のショーケースに見立て、
世界最先端の技術や社会システムの実証・実装が行われます。

入場者 開催地

2025年大阪・関西万博の開催

大阪は、首都圏との同時被災のリスクが少なく、アクセス利便性や商圏の大
きさ、人材確保のしやすさ等、本社機能のバックアップ拠点としてのポテン
シャルを有しています。多くの企業からバックアップ拠点として選ばれてお
り、非常時の対応力強化だけでなく、平時の事業展開においても最適です。

「グラングリーン大阪」プロジェクト

本社機能のバックアップ拠点を大阪に

イノベーション創出を目指したスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成

先端技術を持つ事業者への事業化支援

国から「グローバル拠点都市」に選定された大阪はイノベーションを生み出す資源が集積するうめきたエリアを中心に、
2025年大阪・関西万博の開催やスマートシティの実現を見据え、企業、大学、行政等の連携により、グローバルに活躍でき
るスタートアップ企業の輩出と世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点の形成を目指します。

ミライのフード体験

ミライエンターテインメント体験

　　　未来の大阪の可能性を感じてもらうため
に、大阪府・大阪市が企業と共同で「大阪ヘルスケ
アパビリオン Nest for Reborn」を出展します。

ミライの医療体験

画像提供：(一社)大阪パビリオン

＜アンケート調査の概要＞ 調査期間：2020年9月17日～9月30日
調査方法：調査票の配布は郵送・回収はオンラインシステム、メールまたは郵送
調査対象：東京都内本社の東証一部上場企業（1,192社）有効回答数： 185社（15.5％）

カーボンニュートラル
５G ネットワーク等のデジタル技術
次世代モビリティ「空飛ぶクルマ」

実証・実装される
技術・システムの例 

大阪が目指す「国際金融都市OSAKA」

大阪の強みやポテンシャルを活かし、大阪府・大阪市・経済界・各種団体等が官民一体となって、
大阪独自の個性や機能を持つ国際金融都市の実現に向けて取り組んでいます。「経済の血液」と
も言われる金融機能の強化を図ることで、国内外から投資を呼び込み、ポストコロナに向けた大
阪・関西経済の新たな成長の柱として、さらなる飛躍につなげていきます。

グローバル・イノベーション・
フォーラム（GIF）

JR大阪駅北側に開発中の「うめきた2期地区」では、「みどり」と融合した
生命力あふれる都市空間や、イノベーション活動の起点となる施設、市民
や企業等、さまざまな人々が新しい活動にチャレンジできる場や仕組み
をつくり、活力に満ちた創造的なライフモデル“Osaka MIDORI LIFE”を
うめきたから関西、そして国内外へと発信していきます。

約　　   万人（想定）2,820

いのち輝く未来社会のデザインテーマ

PR
OJ

EC
T

テーマ ：REBORN（生まれ変わる）

PROJECT1 PROJECT3PROJECT2

先端技術を活用した
ビジネスのサポート拠点「TEQS」

SUPPORT2

●実証フィールドの提供・紹介
●実証支援サービスの紹介
●実証実験実施時の広報協力

実証事業推進チーム大阪
（大阪府、大阪市、大阪商工会議所）

SUPPORT1

大阪では、自治体と経済団体が協力し、スター
トアップから大企業に至るまで、先端技術を活
用した実証実験を支援しています。

5GネットワークにおけるXR歯科手術支援の有効性の検証

国際金融都市
OSAKA

scheduleschedule
まちびらきスケジュール

2023年3月 
関西国際空港行き特急列車が乗り入れる
大阪駅(うめきたエリア)が開業

2024年夏頃
一部施設の先行まちびらき 

2027年春頃
全体まちびらき

一時的なバックアップ拠点として想定しているエリア
（アンケート結果より）

日本は、地理的・自然的特性から様々な災
害が多発する国であり、首都圏でも大規模
な地震発生のリスクが高まっています。
本社機能を継続できる体制を整えておくこ
とは、損害を最小化するだけでなく、企業価
値の維持向上、信頼の獲得を通じて企業の
成長にもつながります。

大阪商工会議所と大阪外国
企業誘致センターが主催す
る国際スタートアップ展示・
商談会です。日本企業のビ
ジネス創出に繋がるマッチ
ングに注力しています。

Hack Osaka

2013年に大阪市がうめきた地
区に開設した、イノベーション
創出拠点です。「大阪から世界
へ」をテーマに、新たな事業の
創出やスケールアップにつな
がるイベント等を開催し、ビジ
ネスコミュニティの形成や事
業化のサポートをしています。

大阪イノベーションハブ
（OIH）

大阪市が主催する国際イノ
ベーション会議です。グロー
バルな交流を通じて、大阪・
関西のプレイヤーを世界の
ネットワークにつなげる機
会を創出しています。

大阪市此花区

夢 洲 ゆめ
しま

●インキュベーション施設
●アクセラレーション・プログラム
●IoT・ロボット分野の
　実証実験を支援
●５Gオープンラボ

幅広い業種の企業に
大阪は選ばれています。
先行企業の事例を
ホームページから
ご覧ください。

国際金融ワンストップ
サポートセンター大阪

なぜ今バックアップが必要か

東京都内に本社がある大手企業の動向として
「大阪府内」を想定している企業が最多

大阪府内
36.8％

大阪府以外
2.3％

東京都以外
23.6％

東京都内
15.5％

関西圏 関東圏

開 催 概 要

Osaka  MIDORI  L IFE
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【業種及び事業概要】
専門サービス業（食品ロスのアップサイクル事業）

【大阪市を選んだ理由】
日本法人設立者が元々大阪で事業を展開しており、都市の規模や利便性、
大阪・関西万博の開催から考えても、大阪で行うのが自然な流れでした。経
済の中心で、インバウンドも多く、大阪・関西万博の開催に向けて政治・経
済・文化が一体となって進化を遂げようとしている大阪のエネルギーは当
社のようなスタートアップに最大限のシナジーを生み出してくれるはずで

す。

【大阪市からの支援】
・法務、労務専門家の紹介
・ビジネスマッチング
・ウェブサイトでの広報協力

3 多様な企業が進出するO S A K A

CRUST JAPAN株式会社

【業種及び事業概要】
不動産業（コンサルティングから仲介、管理、改築まで「不動産に関するあら
ゆること」を提供）
【大阪市を選んだ理由】
関東に次いで関西のお客様が多いです。支社開設では、関西にお住まいの
お客様に対して、よりサポートしやすくするため大阪市を選びました。大阪
のお客様が多いことや、神戸や京都といった大都市へのアクセスも鑑み、
関西の中でも大阪市を選択しました。大阪のビジネス的な魅力は、人口の
多さと、大都市へのアクセスの良さにあると思います。
【大阪市からの支援】
・本社機能立地促進助成金の交付
・インセンティブ情報の提供
・ビジネスサポートオフィス（BSO）の提供

株式会社ベルテックス
代表取締役 梶尾 祐司

【業種及び事業概要】
娯楽業（プロeスポーツチーム「ENTER FORCE.36」の運営、選手のマネジメント）

【大阪市を選んだ理由】
プロeスポーツチームを運営する上で最も大切なことは「まちとの密接なつ
ながり」です。まちの方々や企業、行政と官民協働によりスポーツで夢を与
える事はかけがえのないものです。一方、競技シーンで人生を過ごすプレイ
ヤーには、楽しみやリラックスできる要素は重要です。大阪は経済規模や流
行のスピードも良く、人に活気があり賑やかで、観光名所もあり、近隣都市
へのアクセスも良い、ビジネスチャンスも癒しやエンタメもたくさん詰まっ
ている印象です。大阪でしかできないeスポーツが確実にあります。

【大阪市からの支援】
・ビジネスマッチング
・ウェブサイトでの広報協力

エンターフォース株式会社

【業種及び事業概要】
専門サービス業（イノベーションの促進とスタートアップ企業の育成・投資）

【大阪市を選んだ理由】
我々とビジョンを共有できる企業と協業できる立地であり、様々なテクノロ
ジーのハブとそれがもたらすチャンスにアクセスできる場所だからです。大
阪には様々なビジネスやテクノロジーの拠点、日本有数の企業の集積、優れ
たコネクションがあり、ビジネスコストも手ごろです。うめきた開発や大阪・
関西万博等の大型開発計画もあり、大きな可能性を感じます。ビジネス習慣
がユニークで親しみやすく、スタッフの日々の生活環境も最上級で、ストレス
の少ないワークライフ環境を実現しています。

【大阪市からの支援】
・ビジネスマッチング
・ウェブサイトでの広報協力

Rainmaking Innovation Japan
合同会社

【業種及び事業概要】
電気機械器具製造業(日本におけるAQUA/Haierブランドの販売・技術開
発・グループ統括等)
【大阪市を選んだ理由】
三洋電機との提携関係構築のため、当時の三洋電機本社所在地の大阪市
を選びました。 大阪は現代的な都市でもあり、どの国の人にとっても馴染
みやすい生活環境であると感じます。生活のあらゆるものをネットに繋ぐ
IoTの時代が来ており、大阪・関西万博を契機に、大阪をはじめとする関西
経済圏もIoT化が加速すると考えます。
【大阪市からの支援】
・ウェブサイトでの広報協力

ハイアール ジャパンリージョン
CEO 杜鏡国

【業種及び事業概要】
卸売・小売業（「クルマ」と「食」の2分野を軸に流通事業を展開）
【大阪市を選んだ理由】
「クルマ」のオークションヤードとして関西の中心である大阪に焦点を絞り、
現在の鶴浜地区で開場しました。港湾地区という事で、海上輸送はもちろ
ん、阪神高速出入口にも近く、交通機関利用により大阪中心街へも短時間
で行ける立地は当社にとって最適の環
境と考えています。関西での地盤が築
けたことは当社の今後の発展に寄与し
ていると実感します。
【大阪市からの支援】
・不動産物件情報の提供
・ビジネスサポートオフィス（BSO）の提供

荒井商事株式会社
代表取締役 荒井 亮三代表取締役社長 池田 浩士

HP▶ https://www.crust-group.com/jp

HP▶ https://vertex-c.co.jp/HP▶  https://japan.rainmaking.io/

HP▶ https://haier.co.jp/

HP▶https://www.arai-group.co.jp/
HP▶ https://enter-force.co.jp/
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大阪でのビジネス展開に役立つ情報の提供 進出企業への広報協力

4 充実した進出サポートが提供されるOSAKA

「BSO」の概要
企業等が大阪市内進出準備のための拠点として
利用できる期間限定のレンタルオフィスです。

INVEST OSAKAウェブサイ
トに進出企業関連の記事
やインタビュー動画を作
成・掲載することにより、進
出企業の知名度アップや
人材採用に繋げる広報協力を無料で行っています。場合
によって外部メディアと連携した広報協力の提供も可能で
す。

無料レンタルオフィス「ビジネスサポートオフィス（BSO）」

進出企業のビジネス展開に資する情報提供と広報活動

企業の大阪進出をサポートする主な関連機関・団体との連携

大阪市内の進出で利用可能なインセンティブ等

エントランス

Merit 1 市場調査・採用面接等の進出準備を行える。

Merit 2 室料が無料なので初期投資が抑えられる。

Merit 3 日本法人の設立住所として利用できる。

Merit 4
通信設備が完備され、入居当日から仕事を
始められる。

Merit 5
ATC内には、無料で利用できるオフィスラウンジ
「PORT」をはじめ、ATM、郵便局、レストラン等、
周辺環境が充実している。

Support

『BSO』利用のメリット

2004年の開設以来170を超える企業・団体が利用

『BSO』利用の実績

本社機能立地
促進助成金

地方税の税制優遇

府内投資促進補助金

外資系企業等進出促進
補助金

地方拠点強化税制
（移転型）

本社機能を有する事業所等を大阪市内へ
新たに設置する事業者

東京23区から大阪市内に
本社機能を移転する企業

本社を大阪府内に新たに設ける
外資系企業等

バイオ・ライフサイエンス、ロボット、情報家電、
新エネルギー等の分野のうち、先端的な事業と認め
られる研究開発施設の新築・増改築を行う中小企業

新エネルギー・ライフサイエンスに関す
る
先進的な事業と両事業を支援する事業

建物賃借料の最大50％、1ヵ月あたり100万円を上限として助成
助成対象期間24ヵ月間

オフィス減税：特定業務施設の取得価額に対し、
　　　　　     特別償却25％または税額控除7％
雇用促進税制：特定業務施設における雇用者増加数に
　　　　　　  応じて税額控除等

家屋取得の場合：家屋・機械設備等にかかる費用の5％を補助    　
　　　　　　  （1億円まで）
家屋賃借の場合：賃料等の1／3(24ヵ月)を補助（2億円まで）

投資に対する補助：3,000万円まで
法人事業税に対する補助：2,000万円まで

以下地方税を5年間最大ゼロ＋5年間最大1/2軽減
【市税】法人市民税、固定資産税、事業所税、都市計画税
【府税】法人府民税、法人事業税、不動産取得税

各インセンティブの詳細・
申請方法はこちら▶▶▶

O-BIC外資系企業
進出支援事業

大阪府内に本店または支店として
設立された外資系企業

登記に関わる経費：10万円まで

大阪市への進出サポートメニュー（例）

専門家紹介
（法務・税務・労務・雇用等）

無料レンタル
オフィスの提供

事務所・工場等
不動産物件情報の提供

ビジネスマッチングの
お手伝い

住所

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟4階

利用資格

大阪市内での事業所開設等、進出及び再投資の計画を
有する国内外の企業、外国政府機関

利用期間

最長6ヵ月間（2カ月単位で更新）

利用料金

室料無料（TEL/FAXの通信料は利用者負担）

保証金

個室：5万円
シェアオフィス：2万円

PORT（ATCビルITM棟6階）個室 シェアオフィス

大阪
外国企業誘致センター

（O-BIC）

外国企業の大阪進出支援

公益財団法人大阪産業局

大阪の中小事業者と
起業家を支援

独立行政法人
日本貿易振興機構
（JETRO）

国の貿易・投資促進機関

大阪イノベーションハブ
（OIH）

大阪市のイノベーション
創出拠点

INVEST OSAKAウェブサイト
大阪市の総合企業誘致・立地支援サイト

メールマガジン
各種ビジネスイベント、企業の新規立地や定着支援に関わる各種情報

セミナーやワークショップの開催
立地促進を目的とした大阪のポテンシャルや将来性についての情報発信

SNS(Facebook、LinkedIn)
新規立地企業や大阪経済の最新動向の情報発信等

助成制度

01 02 03 04

制度対象 補助率・限度額

撮影協力：株式会社KYT
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