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12月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名
パナソニック
ZKWグループ

設立時期など

所在地

事業項目

北京汽車

新澧集団

12月末

京三製作所

台湾京三、安
徽三聯交通応
用技術

2017年6月

上海市

ゼンショー
ホールディン
グス

泉膳投資公
司

JTB

上海佳途国 2017年1月
際旅行社
近畿美勝国
上海市
際旅行社

KNTCT

上海海行国際
旅行社

交通制御

ツムラ

丸紅

概要

最大で
パナソニックがオーストリアのZKWグ
1000億円 ループを買収する方向で検討。今月
中にも基本合意する。自動車関連を
強化し、主力事業の一つに育てる。
中国の自動車メーカー「北京汽車」
と合弁会社を設立する。【読売
12.07】
レアアース磁石を製造・販売する合
弁会社を設立し、電気自動車用モー
ターや産業用モーターに使うネオジ
ム磁石の量産を始める。【日経
12.09】
中国国内で水着ブランド「アリー
ナ」を企画・販売する合弁会社を設
立すると発表。【日経 12.16】

日立金属

デサント

資本金

2017年
中
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台湾京三、安徽三聯交通応用技術と
共同出資で、中国に合弁会社を設立
すると発表した。道路交通用の制御
機を生産・販売する。今後3年で中国
でのシェア1割を目指す。【日経
12.17】
中国で牛丼店「すき家」を運営する
子会社8社を同社の傘下に置き、中国
全土での出店を加速させる。【日経
12.21】
海外旅行販売の認可を受け営業を始
める。【日経 12.21】
中国人向けの海外旅行の販売認可を2
年後に得る見通しで。それまでは、
中国を訪れる日本人らの旅行手配を
する。【日経 12.21】
3億元
中国の上海市に中国統括会社「津村
（約50億 （中国）」を設立すると発表した。
円）
中国における供給網や人材、資金を
統括して経営管理機能を強化する。
2017年度中に中国のグループ会社2社
の自社持ち分を津村に集約する。
【日刊工業 12.23】
中国の製薬企業と合弁会社をつく
り、日本製の医薬品を中国の病院な
どに販売する計画。【読売 12.27】

特殊電極

デサント

江蘇省

中国企業と合弁で自動車などの鋳造
品をつくるダイカストマシン用部品
の製造販売会社を新設すると発表し
た。【日経産業 12.27】
約4億
新澧集団と合弁会社「阿瑞娜実業」
9800万円 を中国・上海市で設立した。2017年2
月からアリーナブランドの水泳用品
を販売する。【日刊工業 12.29】

新澧集団

12月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

資生堂

愛眼

河北省

コロワイド

台湾

ジャパンディ
スプレー
（JDI)

42705

資生堂

2017年1月

旭硝子

2019年

日本精工

遼寧省瀋陽
市の工場

ニトリホール
ディングス

三菱日立パ
ワーシステム
ズ

中国神華国華
燃気発電所

2017年4月～

イオンモール

2016年11月5日

ローソン

2018年2月期

小糸製作所

2017年

堺ディスプレ
イプロダクト

広州市政府

2018年秋頃
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事業項目

事業費

概要

1994年から展開している中国現地ブ
ランド「オプレ」の新商品を発表し
た。【日経 12.01】
競合が多い都市部を離れ、地方部で
の出店を始める。5年以内に5店舗設
ける予定。【日経 12.3】
焼肉丼の専門店を多店舗化する。
【日経 12.06】
スマートフォン用液晶パネルの白山
工場で12月中に本格量産を始める。
高精細パネルを求める中国スマホ
メーカーの増産要請に対応する。
【日経 12.08】
日本の主力基礎化粧品「エリクシー
ル」を投入する。【日経 12.14】
液晶テレビに使う硝子基板の加工工
場を新設し、世界最大の硝子基板の
加工ラインを設けて稼働させる。
【日刊産業 12.13】
30億円を投じて、風力発電向け超大
型軸受の生産を国内から移管する
【日刊工業 12.14】
中国の店舗展開を加速する。今後2年
間は年10店舗ずつ、その後は年20店
程度のペースで店舗を設ける。【日
刊工業 12.15】
AI（人工知能）を使ってガスタービ
ンの異常予兆を検知するサービスを
中国のガスタービン・コンバインド
サイクル（GTCC）発電所向けに発注
した。将来は現地にモニタリング拠
点の開設を計画している。【日刊工
業 12.19】
河北省三河市に中国で13店目となる
「河北燕工郊店」がオープンした。
【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 12.17】
中国国内の店舗数を、16年11月末比
約1割増し増の1000店舗にひきあげ
る。【日刊工業 12.28】
発光ダイオードへッドランプ「ＬＥ
Ｄ Ｃｏmpactバイファンクション」
の中国での生産を始める。【日刊工
業 12.28】
約1兆200 台湾の鴻海精密工業とシャープが共
億円
同出資するテレビ向け液晶パネル生
産会社 堺ディスプレイプロダクト
（SDP)は中国の広州市政府と共同で
世界最大級のパネル工場新設を正式
発表した。【日経 12.31】

12月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本･外国企業 中国企業・機関
ユニー・ファ
ミリーマート
ホールディン
グス
日立化成

アサヒグルー
プホールディ
ングス

現地企業

設立時期など

所在地

事業費

概要

中国のスーパー事業から撤退する。
同子会社の全株式を香港の投資会社
に5日付けで譲渡した。【日経
12.06】
スマートフォンなどのタッチパネル
に使う透明充填フィルム事業を中国
の中国航空技術国際グループに2017
年1月1日付で売却する。日立化成の
国内工場にある製造設備や製品特
許、商標などを全て上海航日化学に
譲る。【日経産業 12.06】
テレビ事業 数十億円 中国山東省の農業会社と牛乳製販会
程度
社を売却する。売却先は乳業大手の
新希望乳業で売却額は数十億円程度
と見られる。2社は自社製品の牛乳や
減農薬野菜を生産・販売しており、
現地では高級商品として人気が高
い。【日経 12.23】
中国の生命保険事業から撤退すると
発表。信泰人寿保険が保有する全株
式を売却する。【日経 12.28】
中国・深圳市の工場は従来の携帯電
話の振動用モーター向けから、自動
車や家電のモーター向けを中心に転
換する。【日刊工業 12.28】
171億円 シャープは鴻海と共同出資する液晶
パネル製造会社、堺ディスプレイプ
ロダクト（SDP）の株式の一部を171
億円で鴻海に譲渡した。鴻海はSDPを
子会社化し、赤字に陥ったテレビ向
け液晶パネル事業の再建を主導す
る。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 12.30】

中国航空技術
国際グループ
上海航日化学

新希望乳業

三井住友海上
火災保険
大同特殊鋼

シャープ
堺ディスプレ
イプロダクト

事業項目

鴻海精密工業

12月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本・外国企業 中国企業・機関

所在地

事業項目

契約額

概要

アーム・ホー
ルディングズ
(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ傘下）
シャープ

アリババ集団

データセンター事業で協業する。
【日経 12.03】

鴻海精密工業

みずほ銀行

清華大学

大川製作所

上海通華不銹
鋼圧力容器工
程

親会社の鴻海精密工業の中国工場に
ビッグパッドの生産を委託した。発
売は2017年2月上旬。【日刊工業
12.08】
清華大学と業務協力の覚書を結ぶ。
【日経12.08】
上海通華不銹鋼圧力容器工程と初め
て共同制作した蒸気式汚泥乾燥装置
（インナーチューブロータリー）の
試験機を完成した。中国での製販一
貫体制にめどをつけ、中国の民間企
業への受注活動を活発化する(【日刊
工業 12.19】
東芝傘下の米ウエスチングハウスが
開発した次世代の加圧水型原子炉
「AP1000」が2017年1～3月期に中国
で正式稼働する見通し。同原子炉が
正式稼働するのは世界初。同原子炉
は三門のほか山東省海陽や福建省漳
州、遼寧省徐大堡の新規原発プロ
ジェクトにも採用される計画。【日
刊工業 12.22】

米ウエスチン
グハウス

原子炉
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デジタル・ア
ドアドバタイ
ジング・コン
ソーシアム

テンセント

訪日中国人向けの広告で中国イン
ターネットサービスのテンセントと
組む。テンセントの対話アプリなど
に広告を出せるようになる。2020年
に同事業で約10億円の売上を目指
す。【日経 12.25】

ＧＬＭ

游族網絡

京大発ベンチャーＧＬＭは中国に実
験室と研究開発センターを建設し、
中国系自動車メーカーと技術供与な
どで提携関係を強化する。ゲーム開
発の游族網絡はオフロード車を共同
生産する計画。【日刊工業 12.29】

12月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業

本社所在地

事業項目

貿易額

海王物産

概要
2017年1月から主に中国向けに国産ナ
マコのエキスを配合した石鹸などヘ
アケア、ボディケア用品のセット販
売に乗り出す。【日刊工業 12.08】
中国事業関連のデータを中国のサー
バーに保存を始めた。中国当局が
データへアクセス可能となり、来夏
から試行される国内法の順守に向け
動き出した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
12.10】
中国のドラックストア ワトソンズ
でサプリメント「夜遅いごはんでも
DIET`」シリーズを売り出す。2017年
1月7までに香港や台湾などにあるワ
トソンズの店舗で販売を始める。
【日刊工業 12.19】
菓子製造機械のバウムクーヘンオー
ブンで進出する。現地企業と連携し
て中国各地に製品を売り込む。【日
刊工業 12.20】

エアビーｱﾝﾄﾞ
ビー

スタンドリ
バー

横山鉄工

12月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地

事業項目

概要

日立ハイテク
ノロジーズ
日立国際電気

現地代理店の開拓を加速する。【日
刊工業12.28】
現地代理店の開拓を加速する。【日
刊工業12.28】

12月の中国企業・機関の海外進出
日本・外国企業 中国企業・機関
スリランカ政
府

招商局港口

米マクドナル
ド

中国中信集団
米ファンドの
カーライル・
グループの連
合

設立時期など

進出地

事業項目

ファースト
フード事業
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投資額

概要
中国港湾運営大手の招商局港口に約
11億億ドルでスリランカ南部ハンバ
ントタ港の権益80％を売る。【日経
12.10】
米マクドナルドは中国事業を中国の
国有複合企業、中国中信集団
（CICTIC）と米投資ファンドのカー
ライル・グループの連合に売却する
方針を固めた。対象は中国と香港に
保有する店舗で売却額は20億ドル
（約2300億円）を越えるとみられ
る。【日経 12.23】

シンガポール
政府投資公社
ヒア

四維図新 テ
ンセント・
ホールディン
グ

四維図新、テンセント・ホールディ
ングはシンガポール政府投資公社は
ドイツの自動車企業連合から地図・
位置情報サービスヒアの10％株式を
共同で取得する。ヒアは四維図新と
合弁事業を設立し、データとサービ
スを利用して中国で事業を拡大す
る。【日刊工業 12.29】
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