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総合 AI（AV×IoE）システム企業として日本では有数のオーエスグループは国内外の 8企業から成ります。

[グループセグメント ]

株式会社 オーエス　／　株式会社 オーエスエム　／　株式会社 オーエスプラスe

株式会社 オーエスビー北海道　／　株式会社 オーエスビー沖縄　／　株式会社 次世代商品開発研究所

OSI CO., LTD.（香港）　／　　　　　　　　　　　　　（中国）

オーエスグループは 1953 年に、映画館のスクリーンメーカーとしてスタートした会社です。

現在では、教育現場や企業研修などで使用される映像用スクリーンから、

広告やショップの情報を伝達するためのデジタルサイネージ（電子看板）まで、

スクリーンの技術を活かした製品を製造、販売する総合 AI（AV×IoE）システム企業として

国内では業界をリードする企業にまで成長しました。

昨今、情報化社会の変化が激しい中、100 年企業を目指すためには、

日本のオーエスグループから世界のオーエスグループへ、

さらなる成長が必要不可欠と考えています。

2023 年には創業 70 周年を迎えます。これまでの実績に甘んじることなく、

コーポレートスローガンである、「キモチをカタチに」を忠実に守り、

グループ全員が顧客の皆様へ更なる貢献ができる製造サービス企業になることを目指しております。

是非オーエスグループの発展に期待してください。

代表　奥村 正之
オーエスグループ

グループ企業理念

1.ビジネスを通じて世界に貢献できる起業家・リーダーの育成

2.日本の発展に貢献できる匠の技術者・スペシャリストの育成

3. 社会を継続して支えるための後継者の育成

1. 顧客が満足する製品･商品･サービスを提供する顧客第一主義の
　企業であること

2. 社会に貢献する企業であること

3. 社員の生活の向上をはかる企業であること

グループ経営理念

イメージ：明日につなげる橋（東京・レインボーブリッジ）

販売

業務管理

生産設計
　　施工

製品
     　開発

オーエスブランドをはじめとす
る製品の販売とお客様のニーズ
をしっかりとつかむ営業の力。

マーケット及びお客様の声を
具現化できる製品開発の力。

安心、安全を第一に、お客
様の様々な要望にこたえる確
かな技術の力。

グループの統括と円滑な業
務を支える事業マネジメント
の力。

生産から物流まで高品質の
製品を生み出しお届けする
力。
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オーエスグループ

オーエスグループは社会に貢献できる人財を育成します。

オーエスグループではキャリア採用の研修にも力を入れています。

1953
オーエスグループの歴史は 1953 年に大阪府堺市において奥村商会を創立し、

映画館のスクリーン製造・販売・施工からはじまりました。

企業を動かすのは「人」であるとオーエスグループは考えます。
そのために私たちは様々な研修・学びの場を提供しています。

人財育成に注力することで、世界に通用するプロフェッショナルの育成に努めています。年 

キャリア研修カスタムスクリーン壁付テレビハンガー開発

1977 年 旧本社ビル

1960 1970 1980

1990 2000 2010

年代 年代 年代

年代 年代 年代～

グループ沿革 社員研修と社風
映像の歴史と共に歩み、成長して参りました。

オーエスグループでは、キャリア採用者の研修・教育制度にも力
を入れています。中途入社の全員を対象に、オーエス製品の詳細
や製造工程の研修を工場で実施しています。
＜目的＞
●オーエスグループが提供する商品サービスの理解
●オーエスグループの品質管理と製造工程の理解など

1979 年オーエス工業枚方工場

社章 1997 年商標登録

1989 年本社社屋
AVキャビネットの取り組みは
CRT 用の AVテーブルからスタート

初のピュアマットⅡ雑誌広告 2005 年

ICT のベストセラーディスプレイハンガー
TH200・400・600

オーエスブランドのプロジェクター
LUXOS 誕生 オフグリッド電源ポールレイロドール雑誌広告 2017 年

新入社員
研修

入社後 3 カ月間は、工場実習や営業同行、設置施工など様々
な部門で研修を行っていただき、どの部署が何をしているか、
どんな人がいるか、仕事の繋がりはどうなっているのか、を感
じながら会社の仕組みや商品、取引先などを覚えていただき
ます。社会人として必要となるビジネスマナー研修もあわせて
行っております。

社会人の自覚と業務全体の把握

フォロー
アップ研修

マネジメント
研修

スキルの向上に伴い、
中堅社員を対象とした
研修制度もあります。
キャリアアップしたい
方へのサポートにも力
を入れております。

管理職を対象

[ 新入社員 ]
[ 入社 2年目 ]

[ 中堅社員 ]

1

3

2

1

入社 2 年目には新入社員からのステップアップ、及
び 2 年目以降のビジョンを考えるためのフォロー
アップ研修を行い、キャリアを積んでいただきます。

2 年目のステップアップ

社員の生活の向上をはかる企業
オーエスグループは学歴や年齢、性別、経験に関係なく、
意欲溢れる社員が活躍できる会社です。
経営理念にもある通り、「社員の生活の向上をはかる企業」
として、会社、社員が一丸となって生産性の向上と働き方
改革の実現に取り組んでいます。
一例として、東京ビルでは固定デスクを廃止し、フリーア
ドレスを採用。社員自らが綺麗で働きやすい環境づくりに
努めています。 東京ビルのフリーアドレスのデスク 全国の拠点をつなぐテレビ会議システムを導入

社風

2

1967 年

1968 年
1969 年

1971 年
1971 年
1972 年
1976 年
1977 年

1978 年
1979 年

オーエススクリーン株式会社に名称
変更
OS SCREEN 商標登録
営業所、工場を開設、堺工場を大阪
市住之江区に移転

大阪府建設業者登録
東京営業所を開設
OHPスクリーンを発売
テレビハンガー開発
新社屋竣工、本社を大阪市西成区に
移転
札幌営業所、福岡営業所を開設
オーエス工業株式会社（現オーエス
エム）を枚方市に設立

1991 年
1991 年

1992 年

1993 年

1994 年
1997 年
1999 年

仙台営業所を開設
パールスクリーン開発
（パールのオーエスと評価を得たスクリーン生地）

営業全拠点と生産拠点を結ぶオンラ
インシステムの導入
東京支店新社屋竣工。東京支店を東
京都足立区に統合移転
広島営業所を開設
金沢営業所、横浜営業所を開設
オーエスグループネットワーク開始

2000 年

2000 年
2001 年
2002 年
2005 年

2006 年
2007 年
2007 年

2008 年
2009 年

株式会社ホームシアター（現オーエス
プラスe）を東京都港区南青山に設立
ピュアマット（WFシリーズ）誕生
埼玉営業所を開設
OSI CO., LTDを香港に設立
オーエス工業株式会社の本店を兵庫
県宍粟市に移転
株式会社次世代商品開発研究所を設立
沖縄営業所を開設
株式会社オーエス沖縄黒板（現オー
エスビー沖縄）を設立
新潟営業所を開設
ディスプレイハンガーを開発

2010 年
2010 年
2010 年
2012 年
2015 年
2017 年

2017 年
2018 年
2018 年
2021 年
2021 年

2022 年
2022 年

1980 年
1981 年
1984 年
1987 年

1988 年

名古屋営業所を開設
AVキャビネット開発
東京営業所を東京都千代田区に移転
一般建設業許可（建設大臣許可（般 -62）
第 12111 号 機械器具設置工事業）取得
株式会社オーエスに名称変更

東京ビルにショールームを開設
どこでも発電（モバイルソーラー）を開発
フラットパネル Pセレクション誕生
北関東・新潟営業所を開設
　　　　　　　　　　　 に名称変更
「ものづくりDr.KidsKey アカデミー」を
オーエス東京ビルで開校
4K HDR 適合スクリーン「HF102」を開発
4K 対応防炎スクリーン「WF801」誕生
オーエスプロジェクター「LUXOS（ルクソス）」誕生
オフグリッド電源ポールを開発
宍粟市とオーエスエムがまちづくりに関
する協定を締結
オフグリッド電源ポールの実証実験を開始
オーエスビー北海道を設立
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地方都市の人口減少や産業の衰退が課題となっている日本において、地域に根付く事業の在り
方が問われています。当グループのオーエスエム（兵庫県宍粟市）は、地域の魅力の発信や雇
用の確保などを通じて、地域経済の発展に努めています。

映像作家や学生の作品発表、美術館や博物館などのイベント活動におけるアーティストの芸術
活動を応援しています。オーエスグループはクオリティの高い映像を通じて人々の感性が豊かに
なることを願っております。

宍粟市、宍粟市商工会、西播磨地域人材確保協議会が主催する「インターンシップ in 宍粟市」
に協力し、リアルな職場体験を通して、経営理念や企業風土など、言葉では伝えきれない会社
の雰囲気を感じたい学生の皆様のご参加を募っています。

宍粟市、宍粟市商工会、西兵庫信用金庫が主催する、地域交流マッチング・イベントに初回か
ら出展し、地域交流や地域のものづくり力の強化、地域経済の活性化など、地域創生のお役に
たてるよう活動しています。

宍粟市の素材を使い、宍粟市の企業とタイアップした商品開発を進めています。世の中の多く
の人に「Shesaw」ブランドを知っていただき、世の中に広めていきたいと考えています。

オーエスグループ

社会活動

オーエスグループはAVシステムソリューションに関わる「ものづくり」メーカーとして、建築・機械・
電気・通信・ソフトウェアとAVの知識が不可欠です。
これからの子供たちに、その知識を活かした基本・基礎を学んでいただき、ものづくりの考え方
や仕組みを理解し、日本のものづくりの継続に寄与することが、当グループの責務と考え、2017
年に「ものづくりDr.KidsKey アカデミー」を開校いたしました。
東京ビル（足立区綾瀬）では小学生を対象に開講しています。1 人につき 1 台のタブレットを
貸与し、開講情報・イベントカレンダー・出席簿・現在までの進捗・成果物写真撮影などのカリキュ
ラム管理をしています。
●KidsKey の由来：子供たちの成長の鍵、学ぶことに「気づき」、知識を「築く」。

オーエスグループはモノづくりを通じて社会活動に取り組んでいます。

ものづくりDr.KidsKey アカデミー

ABE イニシアティブ（アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ：African Business 
Education Initiative for Youth）とは、アフリカの民間セクターや公的部門における人材育成、
アフリカ各国が日本の優れた技術や日本企業への認識の深化、またそのために我が国を訪れる
アフリカ人の増加に応えようとする支援策の 1 つで、5 年間で 1000 人のアフリカの若者に対し、
日本の大学や大学院での教育に加え、日本企業でのインターンシップの機会を提供するもので
す。
オーエスグループではアフリカからの留学生のインターンシップの受け入れに参画しており、当
グループがアフリカで経済活動を進める際のリーダーとなりうる人財の育成を行っております。
アフリカでは電力事情の悪い地域が多く、当グループが持つソーラーシートを中心とするクリーン
エネルギーの技術に高い関心が寄せられています。

アフリカの若者のための産業人財育成イニシアティブ

人財育成

人財育成

シソウ（宍粟）里山プロジェクト

●インターンシップ in 宍粟市

●しそうビジネスサポート

●シソウブランド

地域活性

芸術支援

World Theater Project（NGO/NPO法人　以下：WTP）は、「生まれ育った環境に関係なく子ど
も達が人生を切り拓ける世界をつくる」という理念のもと、途上国の子ども達に移動映画館で映
画を届けています。オーエスグループではワールドシアタープロジェクトの理念に共感し、スク
リーンやプロジェクターの提供を通じて、WTP の活動を応援しています。
世界の一人でも多くの子供たちに映画のすばらしさが伝わることを願っております。

ワールドシアタープロジェクト

アーティストの芸術活動を応援

社会貢献

ABEイニシアティブ

芸術活動支援

しそうビジネスサポート

様々な機能性を持つ「シソウデスク」

カンボジアでの上映の様子

映像イベントに協力

美術館に映像システムの協力

インターンシップ実習の様子

実習の様子

日本文化に触れる機会の提供
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https://www.kidskey.academy
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グループ企業︓株式会社オーエス

会社概要

大型化、複雑化、IT 化するAVの
世界を様々な形で具現化

主な社内ネットワーク
株式会社オーエス

https://jp.os-worldwide.com

営業本部

技術本部

業務本部

社内イントラの構築などの情報、人事、総務、財務などオーエ
スグループの中枢になるストラテジーセクションです。

AV、事務機、建設用資材、電機材料を取り扱うパートナー様を
相手に各営業所において、それぞれの地域の様々な案件に取り
組むエグゼクティブ集団です。

2D・3DCADによる空間デザインをプロデュースする設計グルー
プと実際の現場を作り上げる施工管理グループが共同して大型
施設から様々なプロジェクト案件までを総括的に管理するエン
ジニア集団です。

商品問い合わせや見積対応など法人・個人のお客様の窓口と
なるコンタクトセンター、当グループ全体の宣伝・広報・WEB
を担当するマーケティンググループ、商品・顧客マスターを管
理する業務推進グ　ループ、の３つのセクションでオーエスの
業務を支えています。

事業内容

事業の強み

プロジェクターの映像とLED照明が融合
次の時代のプロジェクションマッピング！

技術部門のプロジェクト例

■全国小中学校・高校・大学・専門学校の ICT 教育システムの企画、設計開発、販売、施工

■企業研修センター・会議室等の AV設備の企画、設計開発、販売、施工

■公共施設等のインフォメーション・AV設備の企画、設計開発、販売、施工

■アミューズメント施設の AV設備の企画、設計開発、販売、施工

■道の駅・サービスエリア・鉄道等全国の交通機関の AV設備の企画、設計開発、販売、施工

■商業施設のデジタルサイネージの企画、設計開発、販売、コンテンツ制作、施工

■スクリーン、ハンガー、AVキャビネット、プロジェクター等の AV機器の企画、設計開発、販売

■ソーラーシート、バッテリー等のクリーンエネルギー製品の企画、設計開発、販売

博物館に納入した LEDプロジェクター 20 台を使った長さ 30mの巨大映像ブレンディング

テーマパークに納入したプロジェクター映像システム

大学に設置した 360°の連続した画面投写

野球場の大型スクリーン

設置工事 画像調整

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

日本全国及び海外において、企画、設計開発、製造、販売、施工、保守までの全て
をワンストップでソリューションの提供ができるノウハウと技術力を有する企業体です。
規格製品のみならずお客様の「キモチをカタチに」するオリジナルのものづくりやサー
ビスの提供ができることも強みです。

屋外設置に対応したプロジェクター筐体を納入。筐体は温度センサーを搭載し自動で
温度管理を行い、ワイヤレスにて温度・湿度のデータログ解析も可能です。

オーエスグループの中核をなす総合 AI（AV×IoE）システム企業

5 6

大阪本社ビル 東京本部のコミュニケーションルーム

管理本部
創 立
資 本 金
建設業許可

代 表 者
所 在 地

1953 年 4月23日
4,608 万円
国土交通大臣許可（般 -31）第 12111 号
機械器具設置工事業、電気工事業、電気通信工事業、内装仕上工事業
代表取締役　奥村正之
（本社）〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番　
　　　53 号 オーエス大阪ビル
　　　TEL 06-6657-0980（代表）　FAX 06-6657-0990
（本部）〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3丁目 25 番 18 号
　　　オーエス東京ビル
　　　TEL 03-5697-0980（代表）　FAX 03-5697-0990

（札幌営業所）
〒003-0808 北海道札幌市白石区菊水 8条 2丁目 2番 5号
（秋田営業所）
〒010-0001 秋田県秋田市中通 2丁目 2番 32 号 山二ビル
（仙台営業所）
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平 1丁目 5番 20 号ハルシュタットビル
（埼玉営業所）
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 3丁目 13 番 2号
大宮宮町センタービル
（東京営業所）
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3丁目 25 番 18 号 オーエス東京ビル
（横浜営業所）
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町 2丁目 4番 2号 横浜関内京浜ビル
（名古屋営業所）
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 4丁目 9番 79 号 大須ＴＮビル
（金沢営業所）
〒921-8014 石川県金沢市糸田 2丁目 154 番 12 号
（大阪営業所）
〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号オーエス大阪ビル
（姫路営業所）
〒670-0965 兵庫県姫路市東延末 1丁目 5番地 姫路駅南タイホービル
（広島営業所）
〒730-0052 広島県広島市中区千田町 2丁目 1番 21 号
（福岡営業所）
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1番 31 号 博多アーバンスクエア
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〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 3丁目 13 番 2号
大宮宮町センタービル
（東京営業所）
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3丁目 25 番 18 号 オーエス東京ビル
（横浜営業所）
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町 2丁目 4番 2号 横浜関内京浜ビル
（名古屋営業所）
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 4丁目 9番 79 号 大須ＴＮビル
（金沢営業所）
〒921-8014 石川県金沢市糸田 2丁目 154 番 12 号
（大阪営業所）
〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号オーエス大阪ビル
（姫路営業所）
〒670-0965 兵庫県姫路市東延末 1丁目 5番地 姫路駅南タイホービル
（広島営業所）
〒730-0052 広島県広島市中区千田町 2丁目 1番 21 号
（福岡営業所）
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1番 31 号 博多アーバンスクエア



グループ企業︓株式会社オーエスエム

https://jp.os-worldwide.com/osm/

オーエスグループの多機能拠点・マザーファクトリー。

会社概要
株式会社オーエスエム

主な社内ネットワーク

事業内容

主な製品 取扱ブランド

オーエスエム本社 周囲を山に囲まれ敷地内には清流が流れる環境にオーエスエムはあります

■各種スクリーンの研究開発、企画、製造、販売

■各種施設や建築物の電動駆動設備・からくり装置などの企画、設計

　開発、製造、販売

■ハンガー、AVキャビネット、ディスプレイスタンド、プロジェクター、

　デジタルサイネージ筐体などAV機器の企画、設計開発、製造、販売、

　施工

■上記に関する製品の輸出入、販売

■上記に関連する周辺機器、部品などの企画、設計開発、製造、販売、

　施工

■上記に関連するソフトウェアの企画、設計開発、制作、販売

■上記に関連する保守、メンテナンス業務

   

変動の激しい技術改革に対し、定期的に社内
研修の場を設け、新たな知識吸収と、製品に
関する基礎知識のプラクティス・アンド・レ
ビューを行っています。オーエスエムではグ
ループ全ての部門から受け入れを行い、グルー
プ全体で均一の知識習得を目指しています。

グループ全体の教育の場

コア技術と最先端技術を融合させ新たな
付加価値を生み出すことの出来る技術集
団です。製品開発に必要な機械・機構・
リレー回路・電子制御回路・部品など各
種設計、ＩＣプログラム、映写生地素材
開発、製品化技術など多岐に渡った技術
とノウハウを持ち、そのすべてを内製化
しています。

ものづくりのプロ集団

製品は部材受入検査から各工程検査、最終出
荷検査を徹底し、お客様にお届けしております。
各工程での検査記録はデータとして蓄積し、安
心・安全な製品の供給を徹底しています。

安心・安全、徹底した品質管理

オーエスグループの品質基準を満たした
部品や Optoma や Vogel’ s といった、
海外の優れた技術を持つ製品の輸入や
オーエスブランド製品の輸出をしていま
す。まさにオーエスグループの海外窓口
の役割を担っています。

グループの海外窓口

蓄積されたノウハウを生かし、取り扱い商品に
限らず様々な分野のお客様の商品企画・設計
に携わっています。特注対応におけるきめ細や
かな対応のほか、改善改良、品質向上、信頼
性評価といった面でもエンジニアが「チーム一
丸」となってものづくりを行っています。

独自の企画と開発力

地域に貢献できる地元に根付いた企業を
目指し、地域開催イベント・製品の提供等、
様々な活動に参加しています。
また、宍粟市内並びに市外近隣学校と UI
ターンによる就職希望者を｢地元に定着｣
を目的に雇用を促進しています。

地域との共生を目指す企業

オーエスエムは
こんな会社です

環境に優しい製品づくりをしています
オーエスグループでは改正建築基準法（四つ星マーク）や学校
環境衛生基準（6 品目）を遵守し、シックハウス対策（13 品目）
等室内環境の向上を図るなど、環境や安全に配慮し開発・生産
を行なっています。 SCREEN　RESEARCH （イタリア）

THX、ISF 公認のサウンドスクリーンメーカー。

オーエス
オーエスブランドの製造元です。

Vogel's （オランダ）
洗練されたデザインで人気を博すハンガーメーカー。

Optoma （台湾）
世界トップシェアのDLP プロジェクターメーカー。

研修の様子

宍粟市で開催された「ものづくりDr.KidsKeyアカデミー」

サイネージ
筐体生産ライン

検査員による
厳正な検査

国内最大級のシルク印刷機
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営業本部

国内市場はもとより、市場の変化の早い海外に向けて拡販をは
かる営業のパイオニア部隊です。

管理部

生産を支える生産管理部門、製造業には欠かせない購買部門、
物流部門、そして確かな品質を保つための厳しいチェックを担
う品質保証部門など、管理部はオーエスエムのものづくりを支
えています。

生産本部
生地加工、組み立て、機構、機械装置、電気装置に分かれ、
それぞれの専門知識を有するプロ集団が製造の最前線で活躍し
ています。

開発本部（設計、製品開発）
製品設計、製品開発を担う技術部からオーエスグループの新た
な製品が誕生しています。知的財産の管理も技術部門が担当し
ており、オーエスグループの頭脳的役割を担う集団です。

クリーンエネルギー
ソーラーシート

AVキャビネット

ディスプレイハンガー

デジタルサイネージ筐体

プロジェクター

舞台装置
（大型スクリーン、バトン）

ディスプレイ
スタンド

工場内に「開発本部」を有し、多くの無形の知的
価値のある製品の企画・開発から製造・物流まで
を統括しています。

創 立
資 本 金
代 表 者
所 在 地

1979 年 8 月 21 日
9,000 万円
代表取締役　奥村正之
（本社・工場）〒671-2513 兵庫県宍粟市山崎町梯 278 番 3号
　　　　　   TEL 0790-64-5888　FAX 0790-62-9195
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グループ企業︓株式会社オーエスプラス e グループ企業︓株式会社オーエスビー北海道

https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/ https://jp.os-worldwide.com/osb_hkd/

会社概要
株式会社オーエスプラスe

事業内容

WEB事業

■映像、音響、照明、制御装置に関するシステム機器及びその周辺
　機器の企画、設計開発、製造、販売、施工
■映像ソフト、音楽ソフト等の録画物、録音物及びコンピューター
　ソフトの企画、設計開発、制作、販売
■家具、室内装飾品の企画、設計開発、製造、販売、施工
■古物の買取・販売
■上記に関連する保守・メンテナンス業務

会社概要
株式会社 オーエスビー北海道

主な取扱製品

事業内容
■各種スクリーン及びプロジェクターの研究開発、製造、販売、輸出入、施工
■映像、音響、ソフトウエア、プログラミング制御等の装置に関する
　システム機器及びその周辺機器の企画、設計、製造、販売、輸出入、施工
■電子機器、通信機器、映像機器、音響機器、情報機器、コンピュータ機器、
　教育機器、太陽光発電機・蓄電機等の企画、設計、製造、販売、輸出入、施工
■イベントプロデュース、コンテンツ制作、ネット配信事業
■映像ソフト、音楽ソフト等の録画物、録音物及びコンピュータソフトの
　企画、設計、制作、販売、輸出入
■建設業
■不動産賃貸業
■上記に関連するソフトウエアの企画、設計、制作、販売、輸出入
■上記に関連する保守、メンテナンスの業務
■上記に関連する機器及びソフトウエアのレンタル業務

映像と情報を通じて人々の豊かで楽しいライフスタイルを創造する。 北海道の地域に根付き、お客様のキモチをカタチします

AVシステム、空間設計、システム設計、施工管理、ソフトウェ
ア開発、クリーンエネルギー製品など

ホームシアターにおいて、「高画質・高音
質で視聴する感動をより多くの方にお届け
する」ことはもちろんのこと、「家族が集う
笑顔あふれる昭和のお茶の間の団らんを復
活させる」を目標に、お客様の利用シーン
に最適なホームエンターテイメントをご提
案いたします。
製品・商品・サービス面で皆様のよりよい
暮らしのサポートを通じて、豊かな暮らしと
安全、安心を提供する会社として社会に貢
献していきたいと思っております。

https://www.aunno.onl

“環境と人にやさしい” 安心の リユースアイテムのお店「いいアウトレットプラス」

大画面ライフを楽しむための情報WEB サイト

https://www.eoutlet.plus

https://www.ehome.plus

“働きやすい仕事環境” をつくる ビジネスアイテムのお店「いいオフィスプラス」

“快適で豊かなくらし” につながる ホームアイテムのお店「いいホームプラス」

https://www.eoffice.plus

https://www.hometheater.jp

ショッピングモールとしての多種多様な商品・ショップの展開
とオウンドメディアによるFAQや商品情報配信
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自社 Eコマースポータルサイト「アウンノオンライン」
“あうんの呼吸” でお客様のご要望にお応えできるサイトづくり、 “あ～ん” までの
豊富なラインナップ、 “最初～最後” まで一気通貫で安心いただけるサービスを
提供しています。

創 立
資 本 金
古 物 商 許 可
代 表 者
所 在 地

2000 年 10月12日
1,000 万円
古物商許可証番号 大阪府公安委員会許可 第 306690707132 号
代表取締役　奥村正之
〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号
 オーエス大阪ビル

創 立
資 本 金
代 表 者
所 在 地

2022 年 10 月 3日
1,000万円
代表取締役　奥村正之
〒003-0808 北海道札幌市白石区菊水 8条 2丁目 2番 5号

デジタルサイネージ

ビデオ会議システム

オフグリッド電源ポール

私たちは、北海道地域に根付いた企業を志し、
お客様の良き信頼を頂けるパートナーとして共存・共営をして参ります。

オーエスグループのスローガンは「キモチをカタチに」です。

大切なお客様のご要望（キモチ）に誠実におこたえし、
オーエスブランド製品、開発製品やサービス（カタチ）をご提供することです。
映像・音響業界そしてクリーンエネルギー業界のナンバーワン企業を目指します。
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■イベントプロデュース、コンテンツ制作、ネット配信事業
■映像ソフト、音楽ソフト等の録画物、録音物及びコンピュータソフトの
　企画、設計、制作、販売、輸出入
■建設業
■不動産賃貸業
■上記に関連するソフトウエアの企画、設計、制作、販売、輸出入
■上記に関連する保守、メンテナンスの業務
■上記に関連する機器及びソフトウエアのレンタル業務

映像と情報を通じて人々の豊かで楽しいライフスタイルを創造する。 北海道の地域に根付き、お客様のキモチをカタチします

AVシステム、空間設計、システム設計、施工管理、ソフトウェ
ア開発、クリーンエネルギー製品など

ホームシアターにおいて、「高画質・高音
質で視聴する感動をより多くの方にお届け
する」ことはもちろんのこと、「家族が集う
笑顔あふれる昭和のお茶の間の団らんを復
活させる」を目標に、お客様の利用シーン
に最適なホームエンターテイメントをご提
案いたします。
製品・商品・サービス面で皆様のよりよい
暮らしのサポートを通じて、豊かな暮らしと
安全、安心を提供する会社として社会に貢
献していきたいと思っております。

https://www.aunno.onl

“環境と人にやさしい” 安心の リユースアイテムのお店「いいアウトレットプラス」

大画面ライフを楽しむための情報WEB サイト

https://www.eoutlet.plus

https://www.ehome.plus

“働きやすい仕事環境” をつくる ビジネスアイテムのお店「いいオフィスプラス」

“快適で豊かなくらし” につながる ホームアイテムのお店「いいホームプラス」

https://www.eoffice.plus

https://www.hometheater.jp

ショッピングモールとしての多種多様な商品・ショップの展開
とオウンドメディアによるFAQや商品情報配信
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自社 Eコマースポータルサイト「アウンノオンライン」
“あうんの呼吸” でお客様のご要望にお応えできるサイトづくり、 “あ～ん” までの
豊富なラインナップ、 “最初～最後” まで一気通貫で安心いただけるサービスを
提供しています。

創 立
資 本 金
古 物 商 許 可
代 表 者
所 在 地

2000 年 10月12日
1,000 万円
古物商許可証番号 大阪府公安委員会許可 第 306690707132 号
代表取締役　奥村正之
〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号
 オーエス大阪ビル

創 立
資 本 金
代 表 者
所 在 地

2022 年 10 月 3日
1,000万円
代表取締役　奥村正之
〒003-0808 北海道札幌市白石区菊水 8条 2丁目 2番 5号

デジタルサイネージ

ビデオ会議システム

オフグリッド電源ポール

私たちは、北海道地域に根付いた企業を志し、
お客様の良き信頼を頂けるパートナーとして共存・共営をして参ります。

オーエスグループのスローガンは「キモチをカタチに」です。

大切なお客様のご要望（キモチ）に誠実におこたえし、
オーエスブランド製品、開発製品やサービス（カタチ）をご提供することです。
映像・音響業界そしてクリーンエネルギー業界のナンバーワン企業を目指します。
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会社概要
株式会社次世代商品開発研究所

会社概要
OSI CO., LTD.

事業内容

研究開発・製品納入実績

事業内容
■電気機器、電子機器、通信機器、音響機器、コンピューター機器、医療
　機器、健康機器、光学機器、住宅関連設備、測定装置、検査機器などの
　研究開発、製造、販売
■新規商品企画、開発および販売
■ビジネスモデル開発および展開
■ベンチャー企業、中小企業、研究開発系企業、大学の研究開発部門など
　との連携、協業支援
■若年層、熟年層が挑むベンチャービジネス支援
■M&A、アライアンス、投資などの支援
■新規商品の市場開発支援
■日本企業の海外市場開拓支援
■海外企業の日本市場開拓支援
■次世代の人材育成のための塾及びセミナーの企画、開催、運営 

既存の枠を超越したビジネス展開を目指す会社です。

オーエスインターナショナルの拠点として、香港をベースに、
アジア、ヨーロッパ、北米、アフリカへ向けてワールドワイドの発信基地を目指しています。

ナイジェリアに街灯を設置

●最大手携帯キャリア
・衛星携帯電話充電器

電力事情の悪いアフリカへ
光を届ける

●国内メーカー
・屋外Wi-Fiソーラーエネルギー
　システム

●教育機関
・融雪共同研究開発

●国内大手 AV総合メーカー
・海外デジタル家電の検証
・新型スクリーン開発

●国内最大手家電メーカー
・720インチ インフレーター屋外
　スクリーン

香港

インフレーター屋外スクリーン

モバイルソーラーシート

次世代商品開発研究所の事業のひ
とつであるクリーンエネルギー製
品をアフリカの電力事情の悪い地
域に展開しています。
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会社概要 事業内容

成長著しい中国市場の情勢をいち早くキャッチし、日中貿易に貢献する企業です。

中国

グループ企業︓株式会社次世代商品開発研究所

創 立
資 本 金
代 表 者
所 在 地

2006 年 4月12日
4,500 万円
代表取締役　奥村正之
（本社・大阪オフィス）
〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6 丁目 5 番 53 号 
オーエス大阪ビル
（東京オフィス）
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3丁目25番18号 オーエス東京ビル
（宍粟オフィス）
〒671-2513 兵庫県宍粟市山崎町梯 278 番 3号

創 立
代 表 者
所 在 地

2002 年 3 月 8日
総経理　奥村正之
20th Floor, Wah Hing Commercial Building,  283 Lockhart 
Road, Wanchai, Hong Kong 

創 立
代 表 者
所 在 地

■アジア、ヨーロッパ、北米、アフリカへのオーエスグループの
　ハブとしての事業展開
■海外店舗や自社ショールームなどにおける最適なＡＶシステムの
　企画・設計開発・販売・施工
■ネットワークの構築により映像や音響の配信システムの企画・
　設計開発・販売・施工
■海外展示会・イベントなどの映像、音響、照明機器の提案、
　運営サポート
■映像機器、音響機器、制御機器等の輸出入業務

■店舗・イベント・ショールームにおける映像音響システムの企画・
　設計・販売・施工
■コンテンツ、アプリケーション開発
■ホームシアタールーム企画・設計開発・販売・施工
■デジタルサイネージシステムの企画・設計開発・販売・施工
■映像機器、音響機器、制御機器等の輸出入業務

2006 年 11 月 21 日
総経理　河南義夫
（北京本社）
北京市朝阳区广渠門外大街 8号 B座 2305 室
（上海事務所）
上海市　宁区延安西路 1600 号 禾森商　楼 407 号

友グループ企業︓OSI CO., LTD.

https://jp.os-worldwide.com/osbee/

会社概要
株式会社 オーエスビー沖縄

主な社内ネットワーク

事業内容
■各種施設や建築物の電動駆動設備・からくり装置などの企画、設計開発、
　製造、販売、施工
■映像、音響、照明、制御等の装置に関するシステム機器及びその周辺機器の
　企画、設計開発、製造、販売、施工
■電気機器、電子機器、通信機器、映像機器、音響機器、情報機器、
　コンピューター機器、教育機器等の企画、設計開発、製造、販売、施工
■イベントプロデュース、コンテンツ制作、ネット配信事業
■映像ソフト、音楽ソフト等の録画物、録音物及びコンピューターソフトの
　企画、設計開発、制作、販売
■黒板及び掲示板の制作・施工・販売
■建築資材の販売
■グラフィック・インテリアデザイン、ディスプレイの企画、設計開発、施工
■屋外広告看板、美術看板の企画、設計開発、施工
■環境整備に関する調査、研究、企画、設計開発、施工、監理業務の受託
■上記に関連するソフトウェアの企画、設計開発、制作、販売

株式会社オーエスビー沖縄は、教育現場で使用される黒板の製造メーカーです。

技術部

営業部

製造部

管理部

地域に密着した営業スタイルで、黒板製造販売においては県内
シェアNO.1 を獲得しています。

設計積算と施工管理の２つの部門を有する技術部は、黒板をは
じめとするディスプレイソリューション全般に対応する技術施工
のプロフェッショナルです。

製造部門では黒板、ホワイトボードをはじめ様々なオリジナル製
品である「オーエスビーブランド」を自社内で製造しています。

管理部門がオーエスビーの事業をバックオフィスから支えていま
す。

創 立
資 本 金
建 設 業 許 可

代 表 者
所 在 地

2007 年 8 月 1日
1,000万円
沖縄県知事許可（般 -29）第 11338 号
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・
ブロック工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業
代表取締役　小森將司
〒904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷 1丁目 12 番 3号
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地域に密着した営業スタイルで、黒板製造販売においては県内
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創 立
資 本 金
建 設 業 許 可

代 表 者
所 在 地

2007 年 8 月 1日
1,000万円
沖縄県知事許可（般 -29）第 11338 号
建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・
ブロック工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業
代表取締役　小森將司
〒904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷 1丁目 12 番 3号



企業グループ プロフィール

〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号 オーエス大阪ビル

〒671-2513 兵庫県宍粟市山崎町梯 278 番 3号

〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号 オーエス大阪ビル
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〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 6丁目 5番 53 号 オーエス大阪ビル

20th Floor, Wah Hing Commercial Building,  283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong 

北京市朝阳区广渠門外大街 8号 B座 2305 室

https://www.os-worldwide.com




