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10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
ソフトバンクグ
ループ

中国中信

桜十字グルー
プ

CHCヘルスケア
グループ

タカキタ

山東五征集団

東芝三菱電機
産業システム

鞍山鉄鋼集団

設立時期など

所在地

デジタルドメ
イン・ホール
ディングス

事業項目

資本金

概要

映像事業

山東五征高
北農牧機械

山東省

約26億円 中国中信（CITIC)とソフトバンクグループ
が計2億香港ドル（約26億円）を出資す
る。仮想現実（VR）動画の技術開発に充
てる。【日経 10.05】
介護サービス
介護サービス事業で台湾に進出する。
台湾のCHCヘルスケアグループと介護
サービスの事業連携覚書を結んだ。そ
れぞれ50％出資し合弁会社を設立、約
30億円を投じて台湾に高齢者向け住宅
「ホスピタルメント」を建設する。【日刊工
業 10.05】
中国企業に合致した製品の開発や競争
力を強化。山東五征が65％、タカキタが
35％出資。【日刊工業 10.17】
東芝三菱電機産業システムは鞍山鉄鋼
集団と合弁で製鉄設備向けの制御装置
などの製造販売会社を設立した。【日経
産業 10.26】

10月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関
川崎重工業

現地企業

設立時期など

所在地

上海海螺川崎
節能環保工程
（SCKE) 、
コンチグループ

事業項目

事業費

概要
川崎重工業は東南アジアでセメント排熱
発電設備2件を受注した。2016年1月に
新興国でも受注。「上海海螺川崎節能
環保工程」（SCKE)を設立しているが、今
回SCKEとして初の受注案件となった。
【日刊工業10.07】
フレキシブル生産システム（FMS)を中国
市場で拡販する。同社はこの1年間で10
セット受注した。今後も積極的に開拓し
ていく。【日刊工業 10.10】
自動車や医療機器向けの受託製造事
業で電子基板の実装や部品組み立ての
能力を増強、2017年3月までに新工場を
稼動する。【日刊工業 10.10】

ニイガタマシン
テクノ

シークス
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川崎重工業

年内に中国で最先端の産業用ロボット
工場を新設する。人と接触しそうになると
センサーで感知して止まる技術を導入、
人と並んで作業ができ部品の組み立て
工程などで人手を減らせる。人件費高騰
や人手不足対策となる。【日経 10.12】

ペガサスミシン

縫製工場の生産改善を指南する事業に
本格的に乗り出す。同社は中国の縫製
工場へのソフト導入を促し、ミシンと組み
合わせることで生産効率を大きく改善す
る。2016年3月期は数10セットだったが、
2017年3月期は100セットに伸ばす。【日
経産業 10.12】
乗用車の新工場を建設。2019年春をメド
に稼働。総投資額は数百億円で中国の
生産能力を2割引き上げる。【日経
10.18】
中国で軸受を製造・販売する優必勝（上
海）精密軸承製造を買収する。自動車、
ロボット、風力発電でシェア拡大する。
【日刊工業 10.18】
格安航空会社のピーチ・アビエーション
は2018年度に北海道の新千歳空港を拠
点空港として国際線を就航する。国内
4ヶ所目。【日経 10.20】
中国江蘇省・無錫市の産業用ディーゼ
ルエンジン工場で大型エンジンの組み
立てを始める。【日刊工業 10.26】
中国でフロアカーペットを増産する。【日
経産業 10.27】
中国江蘇省に自動車の排ガス浄化装置
の新工場棟を建設する。2018年4月から
順次生産を始める。【日経 10.29】

ホンダ

日本トムソン

湖北省武漢
市

優必勝（上海）
精密軸承製造

ピーチ・アビ
エーション

クボタ

2017年4
月

寿屋フロンテ
日本ガイシ

2018年4 江蘇省
月

120億円

10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

現地企業

設立時期など

所在地

富士通

事業費

概要
子会社のインターネット接続業者ニフ
ティが手がける個人向け事業の売却手
続きに入った。成長が見込めない個人
向けを切り離し、企業向けのシステム開
発などに経営資源を集中する。年内にも
売却先を決める。法人向けのクラウド事
業は残す見込み。富士通は中国の聯想
（レノボ）グループと統合する方向で調整
している。【日経 10.6】

三菱化学
宇部興産

江蘇省

三菱重工業

シャープ

川重冷熱工業

事業項目

同方川崎節能
設備

日立建機
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中国のリチウムイオン二次電池用電解液
事業を2017年4月をめどに統合する。両
社は江蘇省に工場を構えており共同経
営に切り替えて技術やコスト競争力を強
化する。両社が電解液事業を50％ずつ
の持ち分比率の合併形態で統合する。
【日刊工業 10.14】
大型客船事業から事実上撤退すると発
表した。海外企業から受注した大型客船
の建造が想定通り進まず多額の損失を
出したためで、今後は荷物も積める貨客
船や中小型客船に集中する。【毎日
10.18】
電子部品を生産する三原工場（広島県
三原市）を2017年にも閉鎖し、福山工場
（広島県福山市）に集約する方向で調整
している。【日経 10.23】
合弁事業を解消すると発表。【日経産業
10.24】
中大型の油圧ショベルの生産を手がけ
る合肥工場にある第2工場を2017年3月
にも閉鎖することを発表。【日経 10.28】

ワタミ

HMV Cultural HMVF&B
WATAMI
F&B

中国事業を再編する。現在は上海と深
圳に事業会社を置き飲食店35店を運営
しているが中国事業を集約し、香港に
HMV-WATMI F&Bを設立。この会社の
株式の6割をHJAグループの外食企業
「HMV Cultural F&B」に売却する方向
で調整中。売却額は4億円程度の見込
み。出資比率4割の新会社はワタミの連
結対象から外れる見通し。新会社はワタ
ミとFC契約を結び、「和民」のブランドで
中国本土で店舗展開する。【日経
10.30】

10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

トランスコスモス 京東集団

富士通

上海儀電

上海

IoT事業

富士フイルム

華潤医薬集団

香港

医薬品製造

ソフトバンクロボ
ティクスHD

日立オムロン
ターミナルソ
リューションズ

中国電子信息
産業集団

日立物流
佐川急便

モロゾフ

ビジュアル香港

ニフティ

大連華信計算
機技術

契約額

概要

京東集団と事業提携。提携第1弾として
京東集団が運営の越境ECサイト「JD
ワールドワイド」内にトランスコスモスの店
舗「海外旗艦」を開設した。【日経 10.4】
上海儀電と提携し、あらゆるものがイン
ターネットにつながるIoTで工場を管理す
るシステムを2017年にも現地販売する。3
年間で100工場への導入を目指す。【日
経 10.05】
医薬品の製造販売を手がける華潤医薬
集団の普通株式8億2000万香港㌦（約
108億円）相当を取得する契約を結ん
だ。中国で医薬品やサプリメント、医療
機器などの事業機会を模索する。【日刊
工業 10.14】
人型コミュニケーションロボット「ペッ
パー」を中国で展開する。まず開発業者
に開発キットや本体を提供しアプリケー
ションを開発。【日刊工業 10.14】
2億2000万 中国電子信息産業集団とATM装置事業
元（約34億 で協業する。日立グループが設立した
円）
「中電金融設備系統（深圳）に中国電子
グループが11月中に51％を出資し、合
弁会社とする。【日刊工業 10.24】
傘下のSGホールデイングスは中国製品
を日本に一貫輸送するサービスを始め
る。中国国内の輸送を日立物流、日本
での配送を佐川急便がそれぞれ担い、
納期を2日縮めコストを1割減らす。【日経
10.27】
香港の菓子販売会社 ビジュアル香港
を11/1付で買収する。モロゾフが発行済
の全株式を約1億円で譲り受ける。モロゾ
フは香港で3店舗を展開している。買収
をテコに他社からの仕入れを増やしマカ
オなどに販売エリアを広げる。【日経
10.27】
中国のITサービス企業 大連華信計算
機技術と協業する。ニフティの共有型ク
ラウドサービス「ニフティクラウド」を大連
華信のサービスとして中国企業向けに提
供する。【日経産業 10.28】

10月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業

本社所在地

グラフィックホー 札幌市
ルディングス
丸新岩寺

事業項目
温浴施設
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貿易額

概要
温浴施設の丸新岩寺と組み、中国に進
出する。江蘇省徐州市に建設中の大型
複合施設リゾートの一部を借り、温浴・娯
楽施設を2017年5月に開業する。【日経
10.03】

アビダス

渋谷区

学校

アジアのIT（情報技術）人材を育てて日
本企業に就職を斡旋する事業を始める。
中国・成都にある日本法人ウィンリッチと
組み、中国の大学生にプログラミングや
ビジネス日本語を教える。【日経 10.10】

パル

中心価格が300円の雑貨店「3COINS」を
中国で5年以内に100店舗以上 出店す
る。1号店を上海で開業、日本国内と同
じ店舗名で中心価格を30元（約460円）
に設定した。来日した中国人観光客がま
とめ買いする人気店となっており、帰国
後の需要を取り込めるとみている。【日経
10.17】
良品計画と組み、2017年に中国で「無印
良品」をテーマにしたホテルを開業す
る。寝具など備品に無印良品の商品を
使ったり、ホテル名を「MUJI HOTEL」と
する。【日経10.28】

小田急電鉄グ
ループ
良品計画

10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

10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
ブラックストー
ン・グループ

安邦保険集団

アロボン・ホー
ルディングス

海航集団

米スターウッド・ 寿保険
キャピタル・グ
ループ
Kエレクトリック 上海電力

設立時期など

2017年3
月までに
は完了予
定

進出地

事業項目

投資額

概要

米投資会社ブラックトーン・グループは
オランダにある5億ユーロ（約576億円）の
オフィス不動産を中国の安邦保険集団
の傘下部門に売却することを明らかにし
た。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 10.06】
航空機リース 100億ドル 海航集団が米金融大手CITグループ傘
下の航空機リース大手、アボロン・ホー
ルディングスを買収する。アボロンは発
注分を含めて約430機を保有・管理する
が、買収で910機に拡大。取引する航空
会社は150社以上に増え、世界3位の規
模になる。【日経 10.08】
米スターウッド・キャピタル・グループは
中国の寿保険を中心としたグループに
売却した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 10.20】
中国の国有電力会社 上海電力はパキ
スタンのKエレクトリックを買収する。【ﾌｼﾞ
ｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 10.20】
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